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災害時の避難情報について
災害時において，町では「避難準備情報」
，
「避難勧告」
，
「避難指示」を発令する場合がありま
す。これらの違いをよく理解し，自らの身を守りましょう。危険を感じる場合などは，町からの
避難情報のみに頼らず，自らの判断で早めに避難しましょう。
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状況
※災害時要支援者とは，災害が発生し，又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難するこ
とが困難な方で，迅速な避難の確保を図るために支援を要する方です。
※避難情報が発令された場合，ＮＨＫのデータ放送で避難情報等を確認することができます。ま
た，大子町内にいる携帯電話をお持ちの方へ，避難情報がエリアメールで配信されます。エリ
アメールが届く際，大きな音が鳴りますが御理解をお願いします。
問合せ

総務課総務担当 ℡７２－１１１４

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－
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大子町の放射線量測定結果
◆測定箇所（八溝山周辺）

○測定方法等について
≪線量測定機器≫
日立アロカメディカル㈱ TCS-172B
堀場製作所 PA-1000

●１
●６

●２

≪測定方法≫
・地表から１ｍ（保育施設は０．５m）の高さで測定
・測定値については，計５回の測定値の平均値

●４
●３

○食品等の放射能測定について
町では，町民の安心と安全のため，放射能測定器（ベクレルモ
ニター）を導入し，食品等の測定を行っています。詳しくは，農
林課にお問い合わせください。
問合せ
農林課 ℡７２－１１２８

●５

○水道水の状況
町では，原発事故発生以来，定期的に大子浄水場及び生瀬簡易
水道の２地点で採水を行い，民間の検査機関で検査を行ってお
り，放射性物質は検出されておりません。引き続き，安心して御
利用ください。
問合せ
水道課 ℡７２－２２２１
◆測定箇所と測定値（単位：ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／時）
【八溝山周辺】

№
1
2
3
4
5
6

大字名
上野宮
上野宮
上野宮
上野宮
上野宮
上野宮

字名（施設名）
八溝山富士見台
とりあげ橋
滝平新田
林道腐沢線 終点
林道碚石線 長リネ
林道碚石線 終点

平成２７年４月
測定値
0.20
0.23
0.20
0.21
0.21
0.22

平成２８年９月
測定値
0.16
0.15
0.15
0.14
0.10
0.11

平成２７年４月
測定値
0.07
0.08
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.06
0.08
0.07
0.07
0.10
0.08
0.10
0.10
0.07
0.09

平成２８年９月
測定値
0.07
0.06
0.10
0.07
0.07
0.08
0.06
0.07
0.09
0.07
0.06
0.06
0.07
0.09
0.08
0.07
0.09

【幼稚園・保育所・学校等】

所在地
大子
大子
芦野倉
小生瀬
池田
頃藤
大子
下金沢
左貫
町付
高柴
袋田
頃藤
池田
芦野倉
内大野
頃藤

問合せ
２

施設名
だいご保育園
大子幼稚園
西保育所
小生瀬保育所
池田保育園
頃藤保育所
だいご小学校
依上小学校
さはら小学校
黒沢小学校
生瀬小学校
袋田小学校
上小川小学校
大子中学校
大子西中学校
生瀬中学校
南中学校

総務課総務担当 ℡７２－１１１４

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

「放射性物質汚染対処特措法」による，年間１㎜Ｓｖ
（0.23μSv／h）以上は環境省の除染の支援基準
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広 報紙 を町内 の医 療機 関，コ ンビ ニ等 に配置 しま す
町が発行する広報紙については，
各地区の行政連絡班を通じて町民の皆様に配布していますが，
町民の皆様の目に触れる機会を増やすために，町内の医療機関の待合室，コンビニエンスストア
の店内など，目に付きやすい場所に広報紙を配置します。配置した広報紙は，どなたでも自由に
持ち帰ることができますので，どうぞお気軽に御利用ください。
なお，配置する広報紙は，
「お知らせ版」と「広報だいご」の２種類で，配置の開始時期及び配
置場所は，次のとおりです。
◆開始時期
１０月２０日発行の「お知らせ版」及び「広報だいご」から
◆配置場所
文化福祉会館「まいん」
，中央公民館，各地区のコミュニティセンター，保内郷メ
ディカルクリニック，久保田病院，慈泉堂病院，袋田病院，吉成医院，岩佐医院，
ＴＡＩＲＡＹＡ大子店，カインズホーム大子店，セブンイレブン池田北店，セブン
イレブン池田松沼店，セブンイレブン西金駅北店，ＪＲ常陸大子駅
問合せ

総務課総務担当 ℡７２－１１１４

「お知らせ版」の発行が月２回に変わります
町では，町民の皆様に行政情報を伝える手段として「お知らせ版」を毎月１回（発行日は５日）
の回数で発行していますが，より新鮮な行政情報をより早く町民の皆様にお届けするために，
「お
知らせ版」を１０月から原則として毎月２回（発行日は５日と２０日）の回数で発行します。
そのため，
「広報だいご」
（毎月２０日発行）が発行される際には，
「お知らせ版」も同時に発行
されます。
また，紙面のタイトルのデザインを，１０月２０日発行の「お知らせ版」から，新しいデザイ
ンに変更します。
なお，
「広報だいご」の発行については，これまでどおりですので，変更はありません。
問合せ

総務課総務担当 ℡７２－１１１４

スズメバチの駆除に関するお知らせ

秋の特設行政相談

町では，次のような場合にスズメバチの巣
の撤去を行っています。
◆独居老人又は高齢者世帯（概ね６５歳以
上）が居住する家屋又はその敷地等にある
巣
◆集会所や町道敷又は通学路等の公共の施
設等にある巣
いずれも人に被害を与える危険性が高い
と認められるものを対象としています。上記
のような場所でスズメバチの巣を発見した
場合は，総務課総務担当まで御連絡くださ
い。
なお，町で撤去を行う対象とならない場合
は，防護服の貸出しや業者の紹介を行ってい
ます。
問合せ

総務課総務担当 ℡７２－１１１４

～めざそう 住みよい まちづくり～
毎日の暮らしの中で，困っていることや望
んでいることはありませんか。国の仕事やサ
ービス，各種制度の手続きなどお気軽に御相
談ください。相談は無料・秘密厳守です。
◆日 時
１０月２０日（木）
10:00～15:00
◆場 所
文化福祉会館まいん
観光交流ホール東側（１階）
◆相談員
行政相談委員
問合せ
総務省茨城行政評価事務所行政相談課
℡０２９－２２１－３３４７
総務課秘書職員担当 ℡７２－１１１３

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。
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平成２９年度大子幼稚園入園の御案内
お子様を平成２９年４月から大子幼稚園へ入園させたい方は，申込みをしてください。入園願
書は，大子幼稚園と教育委員会事務局学校教育担当にあります。
◆入園資格
町内にお住まいのお子様に限ります。
・１年保育 平成２３年４月２日～平成２４年４月１日に生まれたお子様
・２年保育 平成２４年４月２日～平成２５年４月１日に生まれたお子様
・３年保育 平成２５年４月２日～平成２６年４月１日に生まれたお子様
◆募集園児
１年保育１２人 ２年保育１６人 ３年保育３５人
◆授業料等
授業料：無 料
給食費：月額１，９００円（兄弟姉妹がいる場合，第３子以降のお子様は無料）
◆申込期間
１１月１日（火）～１１日（金） 各日 8:30～17:15（土・日曜日，祝日を除く。
）
◆申 込 み
入園願書を教育委員会事務局学校教育担当に提出してください。
問合せ

教育委員会事務局学校教育担当 ℡７９－０１７０

第２回幼稚園体験保育の実施
幼稚園での遊びを体験させたい，将来幼稚園に子どもを入園させたいと希望している親子を対
象に，
「親子登園日」を設け，園児との交流，教師との遊び，保護者の相談等を実施しますので御
参加ください。
◆体 験 日
１０月２８日（金） 9:30～11:00（受付時間 9:00～9:30）
◆内
容
○保護者同伴で，保育参観や遊びに加わり園児及び保護者同士の交流を持ちなが
ら，幼稚園での遊びを体験していただきます。
○本園職員が，保護者からの相談をお受けします。
◆対象幼児
平成２２年４月２日から平成２６年４月１日までに生まれたお子様
◆そ の 他
当日は，お子様の上履きを持参してください。
◆申 込 み
１０月１１日（火）から２５日（火）までに大子幼稚園に来園又は電話で申し込
んでください。
問合せ

大子幼稚園 ℡７２－０６２７

介護職員初任者研修費補助金について
町では，町内に住所を有し，訪問介護サービス事業に従事している者又は，従事することが見
込まれる者で，介護職員初任者研修を修了した者に対して補助金を交付します。
◆補助対象者
町内に住所を有し，訪問介護サービス事業に従事している者又は，従事することが見込まれ
る者で，介護職員初任者研修を修了した者とする。
◆補助金の額
介護職員初任者研修受講料に対し，50,000 円を限度とする。ただし，他の制度による補助金，
助成金の交付を受けている者は，交付を受けた額を除く。
◆補助金の申請に必要な書類
＜参 考＞
・介護職員初任者研修費補助金交付申請書
平成２８年度内介護職員初任者研修
・介護職員初任者研修修了証書の写し
□開講期間
１０月２９日から平成２９年
・受講料領収書
３月１８日
□応募期間
１０月２８日まで
◆申請期限及び申請先
□主
催
医療法人博仁会 志村大宮病院
平成２８年度介護職員初任者研修を修了後，
□申込み・問合せ
平成２９年３月３１日までに福祉課に申請
あんしん介護プラザ
してください。
℡０２９５－５４－１９１９
問合せ 福祉課高齢介護担当 ℡７２－１１１７
４

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

広報だいご お知らせ版

平成 28 年 10 月 5 日

平成２９年度保育所入所の御案内
お子様を平成２９年４月から保育所へ入所させたい方は，次のとおり申込みをしてください。
入所申込書一式は，１０月１７日（月）以降に福祉課で配布します。
◆申込期間
１１月７日（月）～１８日（金）期限厳守
8:30～17:15 ※土・日曜日を除く。
◆申込場所
福祉課（各保育所での受付はしておりません。
）
◆そ の 他
在所児については，各保育所を通じ入所申込書一式を配布します。
問合せ

福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７

旧陸海軍の史料はありませんか
茨城郷土部隊史料保存会では，戦争に関する貴重な史料の散逸を防ぐとともに，収集・保存や
展示することによって後世に継承し，戦争の惨禍と平和の尊さを考える場を提供しています。
旧陸海軍に関する遺品や写真などの史料をお持ちの方は御連絡をお願いします。
問合せ

茨城郷土部隊史料保存会（茨城県遺族連合会内） ℡０２９－２２１－４００２

いばらき身障者等駐車場利用証制度

戦没者の御遺族の皆様へ

障がいのある方や高齢の方などが，公共施
設や商業施設等の身障者等用駐車場を利用
しやすくするため，当該駐車場の利用証を交
付する制度があります。
利用証が目に留まった際には，御配慮をお
願いします。
◆交付対象者
障がい者，高齢者，難病患者，妊婦など
※別途基準があります。
◆交付場所
福祉課

戦後７０周年に当たり，今日の我が国の平
和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲
に思いをいたし，国として改めて弔慰の意を
表するため，戦没者等のご遺族に特別弔慰金
（記名国債）を支給するものです。
第十回特別弔慰金については，ご遺族に一
層の弔慰の意を表するため，償還額を年５万
円に増額するとともに，５年ごとに国債を交
付することとしています。
◆支給対象者
(1) 平成２７年４月１日までに戦傷病者
戦没者遺族等援護法による弔慰金の受
給権を取得した方
(2) 戦没者等の子
(3) 戦没者等の①父母，②孫，③祖父母，
④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時，生計関係を有し
ていること等の要件を満たしている
かどうかにより，順番が入れ替わりま
す。
(4) 上記(1)から(3)以外の戦没者等の三
親等内の親族（甥，姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年
以上の生計関係を有していた方に限
ります。
◆支給内容
額面２５万円（５年償還の記
名国債）
◆受付期間
平成３０年４月２日まで

問合せ

福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７

知 的障 がい者 巡回 相談
知的障がい者（１８歳以上）の方を対象と
した相談を行います。予約制ですので，１１
月２日（水）までに福祉課に申し込んでくだ
さい（定員になり次第締切り）
。
◆日 時
１１月１０日（木）
10:00～14:30
◆場 所
保健センター
◆内 容
療育手帳の申請及び再判定，知
的障がい者の処遇に関する相談
◆相談員
福祉相談センター相談員
問合せ

福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７

問合せ

福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。
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「楽しいエクササイズ」のお知らせ
楽しいエクササイズ後半の参加者を募集いたします。
毎日の生活の中に運動を取り入れ，楽しく健康づくりができる教室です。
管理栄養士や保健師から食事や健康の話があるほか，インストラクターから誰でも簡単に取り
組める運動が学べ，日々の生活習慣を見直すことができます。
◆日程及び内容（受付時間 13：30～13：50）
健康について学ぼう（講話）
日 時
会 場
14：00～14：20
11 月 4 日（金）
保健センター
記録票を見てみよう！
11 月 24 日（木） 中央公民館講堂
胃腸快調で今日も元気
11 月 29 日（火） 中央公民館講堂 スリムになれる食生活を知ろう！
あなたの血圧は大丈夫？
12 月 6 日（火） 中央公民館講堂
～血圧について知ろう～
あなたの血圧は大丈夫？
12 月 13 日（火） 中央公民館講堂
～食事編～
12 月 20 日（火） 中央公民館講堂
ロコモ危険度をチェック！
その物忘れ大丈夫？
1 月 10 日（火） 中央公民館講堂
～認知症予防と脳トレで脳を活性化！～
あなたの血管は大丈夫？
1 月 17 日（火） 中央公民館講堂
～脂質異常症予防～
1 月 24 日（火） 中央公民館講堂
悪質商法にあわないために
2 月 7 日（火） リフレッシュセンター
あなたの体内時計は大丈夫？
2 月 14 日（火） リフレッシュセンター
肝臓・腎臓にやさしい生活を
2 月 21 日（火） リフレッシュセンター
がんをよせつけない生活習慣
3 月 7 日（火）

中央公民館講堂

自分のこころを見つめてみよう

3 月 14 日（火）

中央公民館講堂

食品表示にだまされない！

からだを動かそう
14：20～15：30

ストレッチ，ボ
ールを使った
体操など

3 月 21 日（火） 中央公民館講堂
まとめクイズ～食事編～
※講話の内容は変更になることがあります。
◆対象者
◆参加費
◆講 師
◆持ち物
◆申込み
問合せ

６

町内に住所を有し，主治医に運動を禁止されていない方
無 料
エアロビックダンスエクササイズインストラクター 林 玲華 先生
当日は運動しやすい服装で，室内用の運動ぐつ（室外用の運動ぐつの底を拭いて
使用可）
，水などの水分を持参してください。
健康増進課に電話で申し込んでください。
健康増進課 ℡７２－６６１１

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。
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平成 28 年 10 月 5 日

インフルエンザワクチン接種費助成の御案内
町では，インフルエンザのワクチン接種を受けた方に対して費用の全額を負担します。
◆期 間
１０月１日～平成２９年１月３１日（１２月中旬頃までに接種するのが望ましいとされています。）
◆対象者及び助成回数
町内に住所を有する方で，次の表の対象年齢等のいずれかに該当する方（６５歳以上の方には，
個別に通知しています。
）
対象年齢等
助成回数
６５歳以上の方
１回限り
６０歳以上６５歳未満の方で，心臓，じん臓，呼吸器の機能
１回限り
又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重度（１級）
の障がいを有する方（障害者手帳を提示してください。
）
妊婦の方（母子健康手帳を提示してください。
）
１回限り
１回目
小学校６年生までのお子様
２回目
中学校１年生から中学校３年生までのお子様
１回限り
◆予診票の交付
次の方には予診票を交付しますので，保健センターにお問い合わせください。
・６０歳以上６５歳未満の方で，心臓，じん臓，呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能に重度（１級）の障がいを有する方。
・１０月１日以降に６５歳になられた方。
◆町外の医療機関で接種する場合
・６５歳以上の方は，茨城県内の医療機関及び町と契約した医療機関に限ります。
・妊婦の方及び中学校３年生までの方は，償還払いになります。接種の際，費用を全額支払い，
後日領収書・印鑑・通帳などを健康増進課に持参し請求してください。申請期限は，平成
２９年３月３１日までとなります。
問合せ

健康増進課 ℡７２－６６１１

食生活改善推進員による
料理教室参加者募集！

第２回町民ウォーキング参加者募集
◆日 時

行事食や郷土料理，季節の食材等を利用し
て料理教室を開催します。
ぜひ，御参加ください。
◆日 時
１１月２９日（火）
9：30～13：00
◆場 所
保健センター
◆定 員
２４人
◆献 立
手打そば
◆参加料
無 料
◆申込み
受付期間（１０月１１日（火）
から１１月４日まで）の間に健康
増進課に電話で申し込んでくだ
さい。申込みが定員を超えた場合
は，抽選により参加者を決定しま
す。
問合せ

健康増進課 ℡７２－６６１１

◆集合場所
◆コース
◆対象者
◆日 程
◆参加特典
◆参加費
◆申込み
◆その他
問合せ

１１月１１日（金）
（雨天決行）
受付時間 9：00～9：30
町営袋田第二駐車場（雨天時：
袋田コミュニティセンター）
袋田の滝及びその周辺（約
４．５㎞）
大子町民（幼児は保護者同伴）
9：00～受付，9：30～開会式
9：45～ｳｫｰｷﾝｸﾞ，11：30～閉会式
町民ウォーキングスタンプカ
ードのスタンプがたまった方に
は粗品を差し上げます
無 料
１１月７日（月）までに健康増
進課に電話で申し込んでくださ
い。
駐車場に限りがありますので，
乗り合わせで御来場ください。
健康増進課 ℡７２－６６１１

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

７
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婦人科検診（集団検診）追加募集のお知らせ
乳がん・子宮がん・骨粗しょう症検診の追加募集を行います。まだ検診を受けていない方は，
ぜひ申し込みください。
検診名
対象者
月 日
募集人員
受付時間
３０人
１１月１日（火）
午前の部
程度
9：30～10：00
１０人
乳がん検診
３０～７４歳 １１月１３日（日）
程度
午後の部
６０人
12：00～12：40
１１月１４日（月）
程度
午前の部
今年度２０～
9：30～11：00
１０人
骨粗しょう症検診 ７０歳の節目 １１月１３日（日）
程度
年齢の方
午後の部
12：00～14：00
※対象者の年齢は，平成２９年３月３１日時点での年齢です。
※女性のみの検診です。
◆料 金
◆場 所

無 料
保健センター

※定員になり次第締め切ります。
※乳がん検診は，年齢により健診の項目（エコー検査，マンモグラフィ検査）が変わります。昨
年マンモグラフィ検査を受けた方は，
今年はマンモグラフィの検査を受けることができません。
詳細は，健康増進課へお問い合わせください。
問合せ

健康増進課 ℡７２－６６１１

「男性の料理教室」に参加しませんか
男性も料理にチャレンジ！楽しく料理をしながら食生活について学びましょう。ぜひ御参加く
ださい。
◆日程及び内容
期
日
時
間
内
容
９：３０～ ９：４０
受付，血圧・体脂肪・血管年齢測定
第１回 １０月２６日（水）
９：４０～１０：１０
講話「バランス食について」
１０：１０～１３：００
調理実習・試食
９：３０～ ９：４０
受付
第２回 １２月 ５日（月）
９：４０～１０：４０
実技「健康エクササイズ」
１０：４０～１３：００
調理実習・試食
◆場 所
保健センター
◆定 員
２０人
◆参加費
無 料
◆用意するもの
エプロン，三角巾，筆記用具
◆申込み
１０月２１日（金）までに電話で健康増進課に申し込んでください。
問合せ
８

健康増進課 ℡７２－６６１１

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。
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「多重債務者のための無料法律相談会」を開催します
借金の返済でお困りの方を対象に無料法律相談会を開催します。相談は無料ですので，ぜひ御
相談ください。弁護士，司法書士，消費生活相談員が相談に応じます（秘密厳守）
。
また，各会場で「心の健康相談」の実施を予定していますので，希望する方は，併せて申し込
むことも可能です。
◆日時及び場所
１１月１０日（木） 茨城県土浦合同庁舎第一分庁舎（土浦市真鍋 5-17-26）
１１月１１日（金） 日立シビックセンター（日立市幸町 1-21-1）
１１月１２日（土） 茨城県水戸合同庁舎（水戸市柵町 1-3-1）
１１月１３日（日） 茨城県水戸合同庁舎（水戸市柵町 1-3-1）
１１月１４日（月） つくば市豊里交流センター（つくば市高野 1197-20）
◆申込み
１０月３１日（月）から各会場開催日の前日までに，茨城県生活文化課（℡０２９－３０１
－２８２９）に電話で申し込んでください。事前予約制で，各会場の定員１０人になり次第締
切ります。
（土・日・祝日を除く，午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで）
問合せ

茨城県生活文化課 ℡０２９－３０１－２８２９

グリーンフェスティバル２０１６の開催について
森林は水を貯える，土砂災害を防ぐ，地球温暖化を防止するなど私たちの暮らしにおいてとて
も重要な役割を果たしています。また，森林から生産される木材は様々な形で生活に役立ってい
ます。
このため，広く県民の方々に森林の大切さやそれを支える林業・木材産業のことを知ってもら
えるよう，グリーンフェスティバル２０１６を開催します。木と触れ合い，木のぬくもりを感じ
る楽しいイベントですので，皆様ぜひ，御来場ください。
◆日 時
◆場 所
◆内 容

１０月３０日（日）10：00～15：30
宮の郷工業団地（常陸太田市，常陸大宮市）
木のおもちゃづくり／木工工作／ミニ上棟式／
楽しく学べる林業体験／林業機械の展示・実演／
製材工場などの見学／地元物産品の販売 等

カンナ屑プール

木工工作

ミニ上棟式

問合せ

グリーンフェスティバル２０１６実行委員会
公益社団法人茨城県林業協会 ℡０２９－２２５－５９４９
茨城県農林水産部林政課 ℡０２９－３０１－４０３１

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

９
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平成２９年度茨城県立農業大学校学生募集
◆募集人員等
学科名
農学科
畜産学科
園芸学科

募集人員
受 験 資 格
修業年限
専攻コース
４０人 高校等を卒業した者若しくは
普通作，露地野菜，果樹
１０人 平成２９年３月に卒業又は修
畜産
２年
３０人 了見込みの者
施設野菜，花き
農業大学校卒又は短大等卒以
研 究 科 １０人
作物，園芸，畜産
上若しくは卒業見込みの者
◆願書受付・入学試験
試験区分
願書受付期間
試 験 日
選抜方法
推薦
10 月 3 日(月)～10 月 21 日(金) 11 月 2 日(水)
小論文，口述試験
前期 11 月 14 日(月)～12 月 7 日(水)
一般
後期
研究科一般
問合せ

12 月 15 日(木)

平成 29 年 2 月 6 日(月）～
平成 28 年 3 月 3 日(金)
平成 29 年 2 月 24 日(金)
11 月 14 日(月)～12 月 7 日(水) 12 月 15 日(木)

筆記試験，口述試験
筆記試験，口述試験

茨城県立農業大学校入試事務局 ℡０２９－２９２－００１０

多面的機能支払交付金への取組について

広告を掲載してみませんか
～広告募集のお知らせ～

多面的機能支払交付金は，農業・農村の有
する多面的機能の維持・発揮を図るための地
域の共同活動に係る支援を目的とする制度
であり，現在大子町では２２組織が取り組ん
でいます。
町では平成２９～３３年度の第３期に更
新するにあたり，新たに取組を希望する地区
を募集しています。
◆活動内容
□農地維持支払
□地域資源の基礎的な保全活動（水路
の草刈り・泥上げ・農道の路面維持など）
□地域資源の適切な保全管理のための推
進活動
◆対象となる施設
活動計画に位置づけた農用地および農
業用施設（用水路，農道，ため池など）
◆実施期間
５年間
◆交付単価（10a あたり）
農地維持支払 田 3,000 円，畑 2,000 円
※詳しくは農林課にお問い合わせください。

水道使用水量のお知らせ票のサイズが来
年３月から大きくなります。
それに合わせて，裏面に広告枠を設けます
ので，広告の掲載を希望する方は，水道課へ
お申し込みください。
◆広告の大きさ
縦５センチメートル以内×横６センチ
メートル以内 ２色刷り
◆発行予定数
7,500 世帯×６回×１年
◆発行期間
平成２９年４月１日から平
成３０年３月３１日まで
◆広 告 料
１枠当たり年額１５，０００
円（消費税及び地方消費税を含
む。
）
◆募 集 数
４枠
◆募集期間
１１月７日（月）まで
◆申 込 書
水道課にあります。
（大子町
公式ホームページにも掲載）
※大子町広告掲載基準に基づき掲載できな
い広告もあります。詳細はお問合せくださ
い。
問合せ

問合せ 農林課農林担当 ℡７２－１１２８
10

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。

水道課 ℡７２－２２２１

広報だいご お知らせ版

平成 28 年 10 月 5 日

司法書士による無料法律相談会

こころの相談

相続，借金，不動産のトラブルなどを，暮
らしの法律家である司法書士に相談してみ
ませんか。お気軽に御相談ください。
◆日 時
１１月１日（火）
①9：30～10：10
②10：10～10：50
③10：50～11：30
◆場 所
役場２階 観光商工課相談室
◆申込み
予約制（先着３人）ですので，
大子町消費生活センターに電話
で申し込んでください。

ストレスの多い現代，こころの調子をくず
すことは誰にでもあります。
気持ちの落ち込み，悩み，不安，閉じこも
り等一人で悩まずに，気軽に御相談くださ
い。
話を聞いてもらうだけで心が軽くなりま
す。また，今後の対応を一緒に考えていくこ
とができます。相談内容は，一切漏らしませ
ん。
本人が来所できない場合は，家族の方だけ
の相談でも結構です。
◆日 時
１０月２４日（月）
13：00～16：00（※予約制）
◆場 所
保健センター
◆相談員
精神保健福祉士
◆料 金
無 料
◆申込み
１０月２１日（金）までに健康
増進課に電話で申し込んでくだ
さい。

問合せ

大子町消費生活センター ℡７２－１１２４

平成２８年社会生活基本調査
への協力をお願いします
総務省統計局（茨城県）では，１０月
２０日現在で社会生活基本調査を実施しま
す。
この調査では，国民の生活時間の使い方や
様々な活動状況を調べ，暮らしや社会のため
の基礎資料として活用します。１０月上旬か
ら中旬にかけて，調査員が調査をお願いする
世帯に伺いますので，調査の趣旨を御理解の
上，御回答をお願いします。
問合せ

茨城県企画部統計課人口労働グループ
℡０２９－３０１－２６４９

圧縮アセチレンガス等についてのお知らせ
火災予防上又は火災が発生した際に重大
な被害を起こす危険性があるため圧縮アセ
チレンガス等を数量以上貯蔵・取扱う場合
は，消防本部への届出が必要となります。
なお，町では液化石油ガス（ＬＰガス）は
５０Ｋボンベを６本以上保有し使用する場
合は届出の対象となりますので御注意くだ
さい。
◆届出を要する主な品名と貯蔵・取扱い
品
名
貯蔵・取扱いの数量
圧縮ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ
40kg 以上
無水硫酸
200 ㎏以上
液化石油ガス
300 ㎏以上
生石灰
500 ㎏以上
問合せ

問合せ

健康増進課 ℡７２－６６１１

女性消防団員募集
大子町消防団では女性消防団員を募集し
ています。地域の安心・安全と，町民の生命
と財産を守るための活動に興味のある方は，
御連絡ください。
◆応募資格
大子町内に居住し，又は勤務する１８歳
以上の方
◆主な活動
・大子町消防団の各行事への参加
・女性消防団員定例会（毎月１回実施）
・他地域の女性消防団員との交流会実施
問合せ

消防本部消防課 ℡７２－０１１９

消防団秋季点検のためサイレンが鳴ります
大子町消防団では，１０月２３日（日）に
大子広域公園で「秋季点検」を実施します。
団員招集のため午前７時にサイレンを鳴ら
しますので，火災と間違わないようにお願い
します。
問合せ

消防本部警防課 ℡７２－０１１９

消防本部予防課 ℡７２－０１１９
掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。
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広報だいご お知らせ版

大子町芸術祭設営係員募集

図書館プチ・ソフィア

大子町芸術祭の会場設営等に係る係員を
募集します。
◆内 容
10 月 24 日(月) フロアシート敷き
10 月 25 日(火) 展示パネル組立て
10 月 29 日(土) 音楽祭リハーサルでの楽
器運搬，舞台準備
10 月 30 日(日) 音楽祭での楽器運搬，舞
台準備
11 月 4 日(金) 展示パネル撤去，フロア
シート巻取り
◆時 間
9:00～作業終了まで(10 月 29
日及び 11 月 4 日は 12:30～)
◆定 員
５人
◆謝 金
１日５，０００円
◆申込み
１０月１７日（月）までに教育
委員会事務局生涯学習担当（中央
公民館内）に来所又は電話で申し
込んでください。

無料で本・雑誌の貸出しを行っています。
◆一人５冊まで２週間利用できます。
◆休館日は，毎週月曜日と木曜日です。
◆開館時間は，午前１０時から午後６時まで
です。
◆新しく入った本
「日本語のために 日本文学全集 30」池
澤夏樹，
「たった一通の手紙が，人生を変
える」水野敬也，
「いい言葉が，60 歳から
のいい人生をつくる」PHP 編集部，
「へろ
へろ 雑誌『ヨレヨレ』と「宅老所よりあ
い」の人々」鹿子裕文，
「花森安治と『暮
らしの手帳』
」山田俊幸，
「ヒロシマに来た
大統領」朝日新聞取材班，
「定年後に読み
たい文庫 100 冊」勢古浩爾，
「ママ，もっ
と自信をもって」中川季枝子，
「平穏死を
受け入れるレッスン」石飛幸三，
「県別マ
ップル 茨城県道路地図」昭文社 ほか

問合せ

※インターネットで図書館プチ・ソフィアの
蔵書が検索できます。
URL http://www.lib-eye.net/daigo/

教育委員会事務局生涯学習担当
℡７２－１１４８

問合せ

大子吹矢クラブからのお知らせ

図書館プチ・ソフィア ℡７２－６１２３

平成２９年版農業日誌の申込みを受け付けます

＜吹矢教室の開催＞
◆日 時
１１月８日（火）19：00～
◆場 所
中央公民館講堂
◆対 象
一般，小中学生の部
◆参加費
１００円（当日徴収）
◆申込み
１１月４（金）日までに教育委
員会事務局生涯学習担当（中央公
民館内）に申し込んでください。

◆農業日誌
１，４００円
◆ファミリー日誌 １，４００円
◆新農家暦
４１０円
◆申込み
１０月２０日（木）までにまちづくり課
に電話で申し込んでください。
◆受領方法
１１月中旬に納品される予定ですので，
代金と引き換えの上，まちづくり課でお受
け取りください。

＜第４回大子町吹矢大会＞
◆日 時
１１月１５日（火）18：30～
◆場 所
中央公民館講堂
◆対 象
一般，小・中学生の部
◆参加費
一般６００円，小・中学生
３００円（当日徴収）
◆申込み
１１月１１日（金）までに教育
委員会事務局生涯学習担当（中央
公民館内）に申し込んでくださ
い。

問合せ

まちづくり課 ℡７２－１１３１

町広報紙・ホームページへの有料広告募集
お店のＰＲやイベントの告知などに
幅広く御活用ください。

広報だいご：縦4.5㎝×横8.5㎝ 月額10,000円
お知らせ版：縦4.5㎝×横8.5㎝ 月額 8,000円
ＨＰ：縦40ピクセル×横150ピクセル月額 5,000円

問合せ 大子吹矢クラブ事務局（金沢）
℡０９０－４３６３－１１４８
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平成 28 年 10 月 5 日

問合せ

総務課総務担当 ℡７２－１１１４

－次回の発行は，平成 28 年 10 月 20 日（木）です。
－

