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　本町の財政状況につきましては、中期的な財政収支見通しにおいて、歳入における町税等自主財源の大幅
な伸びを見込むことができない中、歳出においては補助費等や公債費の増加が見込まれるなど、歳出全体に
占める経常的な経費の割合は、財政構造の弾力性に乏しい状況にあります。
　そのような中、平成２９年度の当初予算は、「元気で住み良い日本一の福祉のまちづくり」を推進するため、

「少子化対策」、「高齢化対策」、「地域活性化対策」の３つの項目に重点を置き、特に次代を担う子ども達が健
やかに成長できるよう出生前から子育て支援に関する事業を充実させ、「日本一の子育て支援のまち」を目指
すために有効な事務事業に重点配分しました。
　今後ますます多様化する行政需要に的確に対応し、町民の目線に立ったまちづくりを推進していきます。

一般会計歳入の概要

歳　　入
93億7,400万円

町　　税
17億2,166万円
［全体の18.4％］

町税
18.4％

町債
10.0％

町民税
37.6％

地方
交付税
37.0％ 固定

資産税
51.0％

依存財源66.7％ 自主財源33.3％

使用料及び
手数料4.9％

町たばこ税
5.8％

その他10.0%

その他4.5％

県支出金6.1％

国庫支出金9.1%

軽自動車税3.4％
入湯税2.2％

項　　　　　目 予　算　額 説　　　　　　　　　　　　　　明

依　存　財　源 62億5,888万円 国や県の意思によって定められた額を交付される財源

地 方 交 付 税 34億7,000万円 地域間の税源格差を調整し、一定水準の行政サ－ビスを確保するために国から交付されるお金

町　　　 債 9億3,440万円 国・銀行などからの借入金で、その返済期間が多年度となるもの

国 庫 支 出 金 8億5,339万円 特定の事業をするための経費に充てるため、国から交付されるお金

県 支 出 金 5億7,677万円 特定の事業をするための経費に充てるため、県から交付されるお金

そ　 の　 他 4億2,432万円 地方消費税交付金、自動車取得税交付金など

自　主　財　源 31億1,512万円 町が自らの権限で収入することができる財源

町　　　 税 17億2,166万円 町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、入湯税など皆さんに納めていただくお金

使用料及び手数料 4億5,865万円 町営住宅の家賃、住民票の交付手数料など施設を利用したときなどに納めていただくお金

繰　 越　 金 2億4,940万円 前年度から繰り越したお金

分担金及び負担金 2,434万円 特定の人たちが利益を受ける事業を町が行う場合、その人たちに負担していただくお金

繰　 入　 金 4億4,852万円 基金（家計でいう貯金）などから一般会計に繰り入れるお金

諸　 収　 入 1億1,572万円 上記に属さない各種売払代や納付金など

そ　 の　 他 9,683万円 土地貸付料、不動産売払収入などの財産収入、寄附金など

合　　　　　計 93億7,400万円

平成２９年度一般会計予算　９３億７，４００万円の概要
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159億8,758万9千円
一般会計伸び率　  △0.8％
全会計伸び率　　  △0.4％

一般会計歳出の概要

特別会計・企業会計

目的別歳出
93億7,400万円

性質別歳出
93億7,400万円

民生費
27.3％

教育費
10.4%

総務費
14.7%

物件費
24.1％

普通建設
事業費
13.9％

土木費
12.8%

公債費
9.6% 公債費

9.6％

扶助費
9.8％

人件費
22.4％繰出金

8.4％

その他2.5％補助費等
9.3％

衛生費
8.5％

消防費
5.1%

商工費3.9%
議会費1.3％

農林水産業費
5.0%

その他1.4％

特　別　会　計 予　算　額 伸び率
国 民 健 康 保 険 事 業 28億9,309万円 △2.4％
後 期 高 齢 者 医 療 2億4,146万円 2.2％
介　 護　 保　 険 25億4,727万円 4.7％
介 護 サ － ビ ス 事 業 2,975万円 8.1％

企　業　会　計 予　算　額 伸び率
浄 化 槽 整 備 事 業 1億1,828万円 △0.2％
水　 道　 事　 業 7億8,374万円 △4.0％

※特別会計とは、特定の事業を行う場合又は特定の収入で事業を行う場合に、経理を他の会計と区別する必要があるため、法律や条例に基づ
いて設置しているものです。

※企業会計とは、当該事業に係る経費を主に使用料などの収入でまかなって住民サ－ビスを提供するための特別会計です。

【目的別歳出内訳】 【性質別歳出内訳】
項 目 予　算　額 説　　　　　　　　明
議　会　費 1億1,923万円 議員への報酬、議会運営に使われるお金

総　務　費 13億8,115万円 総務、徴税、住民基本台帳管理、統計調
査、選挙などに使われるお金

民　生　費 25億5,666万円 福祉、医療、保育所などに使われるお金

衛　生　費 7億9,844万円 保健衛生、環境衛生、ごみ・し尿処理な
どに使われるお金

農林水産業費 4億7,357万円 農林業・畜産の振興、地籍調査、農林道
の整備などに使われるお金

商　工　費 3億6,782万円 商工業、観光の振興などに使われるお金

土　木　費 11億9,730万円 道路、橋、河川整備、町営住宅整備など
に使われるお金

消　防　費 4億8,036万円 消防署、消防団、消防施設、災害対策な
どに使われるお金

教　育　費 9億7,085万円 教育委員会、小学校、中学校、幼稚園、社
会教育、給食センターなどに使われるお金

公　債　費 8億9,870万円 国・銀行などから借り入れたお金の返済金
そ　の　他 1億2,992万円 基金への積立金、災害復旧費など
合　　　計 93億7,400万円

項 目 予　算　額 説　　　　　　　　明

人 件 費 20億9,948万円 町長ほか職員の給与、議員の報酬、非常勤の
特別職（消防団員など）の報酬に使われるお金

物 件 費 22億5,600万円 公共施設の管理運営費、各種事業における消耗品
費、賃金、交際費、使用料などに使われるお金

維持補修費 9,595万円 施設の維持補修に使われるお金

扶 助 費 9億1,433万円 社会保障制度の一環として、児童、高齢者、
障がい者などを援助するために使われるお金

補 助 費 等 8億7,335万円 団体運営、事業などに対する補助金、負担金、
建物や自動車の保険料などに使われるお金

普 通 建 設
事 業 費 13億732万円 学校などの公共施設の建設事業、道

路など生活基盤整備に使われるお金

公 債 費 8億9,870万円 国・銀行などから借り入れたお金の
返済金

繰 出 金 7億8,455万円 国民健康保険事業・介護保険などの
特別会計に対して支払うお金

そ の 他 1億4,432万円 基金への積立金、災害復旧費など

合 計 93億7,400万円

平成２９年度一般会計予算　９３億７，４００万円の概要
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全会計における町債に係る残高等の推移

町民１人当たりに使われるお金 合計 520,316円

141,911円

49,884円

76,663円

26,663円

53,888円

26,286円

66,458円

20,416円

44,318円

13,829円

※一般会計目的別予算と4月1日現在の人口 18,016人で算出しました。

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
（見込）

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28（見込） H29（見込）

残
　
高

一般会計 89.8 88.1 85.5 81.1 79.6 83.2 93.9 99.6 101.5 102.4 
特別会計 16.5 15.5 14.4 13.6 13.2 12.5 12.3 11.9 11.8 11.7 

計 106.3 103.6 99.9 94.7 92.8 95.7 106.2 111.5 113.3 114.1 
償　 還　 額 17.6 15.6 14.7 13.9 15.0 11.3 11.2 10.9 10.5 10.6 
借 　入　 額 7.4 10.9 9.0 7.0 12.8 13.0 20.6 15.0 11.2 10.6 

（単位：億円）

　※特別会計…水道、浄化槽　　※借入額には借換えによるものは含めていません。　　※償還額には利子も含まれています。

H29
（見込）
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平成 29 年度主な予定事業
■ 少子化対策
　　◎少子化対策としての子育て支援の充実と子育て世代の定住促進に向けての施策
　　　・学校給食費無料化（負担軽減額） …………………………………………… ４，６３７万９千円
　　　・０歳児～高校生相当、妊産婦医療費無料化 ………………………………… ５，２３８万２千円
　　　・小児・妊婦等の予防接種の無料化 …………………………………………… ２，７４０万９千円
　　　・保育所（園）保育料、幼稚園授業料の無料化（負担軽減額） …………… ２，７４０万５千円
　　　・大子清流高校魅力アップ事業 ………………………………………………… １，００５万２千円
　　　・子育て支援住宅建設事業 ………………………………………………… ２億４，８０４万６千円

■ 高齢者対策と福祉の充実
　　◎高齢者や障がい者福祉の充実と健康づくりによる健康寿命日本一のまちづくりへの施策
　　　・みまもりサービス事業 ……………………………………………………………… ８１６万５千円
　　　・健康づくりポイント事業 …………………………………………………………… ２２５万２千円
　　　・高齢者の予防接種の無料化 …………………………………………………… ２，６９１万５千円
　　　・介護用品事業補助事業 ………………………………………………………… ２，３３２万８千円
　　　・敬老祝記念品事業 ……………………………………………………………… １，３８０万２千円
　　　・介護保険事業（介護保険特別会計予算） …………………………… ２５億４，７２６万８千円

■ 教育・文化の振興
　　◎教育環境の充実を図り、また町民主体の文化活動やイベントへの支援のための施策
　　　・児童生徒読書推進事業 ……………………………………………………………… １，０６３万円
　　　・大子地域の祭り文化支援事業 …………………………………………………………… ４００万円
　　　・特別支援教育支援員配置事業（小中学校，幼稚園） …………………………… １，９７８万円
　　　・国民体育大会推進事業 ………………………………………………………… ７，５６２万５千円

■ 地場産業の育成及び企業等の誘致
　　◎地域経済活性化のため農林業や観光業をはじめとする地元企業への支援や企業誘致の施策
　　　・アートを活かしたまちづくり推進事業 ……………………………………… ２，６６０万２千円
　　　【地方創生推進・拠点整備交付金事業】　　　　　　　　　　　　　　　　　【現年・繰越】
　　　・元気なまちづくりチャレンジ支援事業 ………………………………………………… １１０万円
　　　・木質バイオマス導入促進事業 ……………………………………………………… １２９万７千円
　　　・肉用牛繁殖ステーション環境整備工事 …………………………………………… ７２５万９千円
　　　・まちなか空き店舗等活用支援事業 ……………………………………………………… ４００万円
　　　・提案型観光誘客事業 ……………………………………………………………………… １００万円

■ 生活環境の充実
　　◎道路や町営住宅、防災設備等の快適な暮らしのためのインフラ整備にかかる施策
　　　・防犯カメラ設置事業 ………………………………………………………………… ２４２万１千円
　　　・池田町営住宅建設事業 ……………………………………………………………… １億３８２万円
　　　・蜂の巣駆除事業 ………………………………………………………………………… ９５万３千円
　　　・高規格救急車更新事業 ……………………………………………………………… ３，５８６万円
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　中原副町長及び古橋教育長が、３月
３１日をもって退任しました。
　中原副町長は平成２７年４月１日に、
古橋教育長は平成２７年７月２４日に就
任し、町政及び教育分野においてご活躍
いただきました。
　中原副町長、古橋教育長、大変お世話
になりました。

　３月２８日に開催された第１回大子町議会臨時会において承認され、和田宗介氏が４月１
日付けで副町長に就任しました。
　和田副町長は、経済産業省出身で、国の「地方創生人材支援制度」に大子町が応募をし、
派遣が決定されました。和田副町長には、町長の補佐役として町の大きな課題である過疎化、
少子高齢化対策に取り組み、地方創生のための具体的な施策の提言と実現に向けて職員の
リーダーとしてご活躍いただきます。

就任のごあいさつ
　副町長（兼　観光商工課長）への就任に当たりまして、ご
あいさつ申し上げます。
　私は、平成 14 年４月に経済産業省（関東経済産業局）に入
省し、商店街活性化や地域資源の活用、地域金融機関（信用
金庫）に出向するなど、地域活性化に取り組んでまいりました。
　この度、政府の「地方創生人材支援制度」（派遣）により、
大子町に副町長として赴任することとなり、重責に身の引き
締まる思いでございます。
　綿引町長を補佐し、職員とともに一緒に考え、汗をかき、
大子町のために全力を尽くす所存でございますので、皆様の
ご支援、ご協力をお願い申し上げます。

中原副町長、古橋教育長が退任しました

和田副町長が就任しました

主な経歴
平成１４年　４月 経済産業省関東経済産業局産業振興部消費経済課に採用

平成１６年　４月 中小企業庁経営支援部商業課

平成１８年　４月 関東経済産業局地域経済部技術企画課

平成２０年　４月 関東経済産業局地域経済部地域経済課

平成２２年　４月 多摩信用金庫（官民交流派遣）

平成２４年　４月 関東経済産業局産業部流通・サービス産業課商業振興室

平成２６年　４月 関東経済産業局産業部流通・サービス産業課コンテンツ産業支援室

平成２８年　５月 関東経済産業局地域経済部次世代産業課
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学校給食費の
無料化を実施します！

　大子町では、町立小学校・中学校・幼稚園の学校給食費を平成 29 年４月から無料とします。
　また、町内にある県立大子特別支援学校の学校給食費を平成 29 年４月から支援します。

　大子町の児童・生徒数は、この 20 年ほどで約 1,500 人減少しています。
　この喫緊の課題に際し、全国に先がけた施策を講じていくことが重要であると考えます。
　学校給食費の無料化を行い、子育て世帯の経済的負担を軽減し、若者の未来を地域社会全体
で支え、子育てしやすい環境を整備します。
　これに伴い必要となる財源は、行政改革による更なる合理化を図り、捻出してまいります。

　結婚を希望する方、またその家族のあ
らゆるご相談に婚活アドバイザーがお答
えします。結婚活動に関する相談や独身
者のマッチングなどの支援を行います。
事前予約不要で、相談費用や登録料はか
かりませんので、お気軽にご参加くださ
い。

児童・生徒数の推移　　　　　　　　　　（単位：人）

区　分 平成10年度 平成20年度 平成29年度

小学校児童数 1,515 890 617

中学校生徒数 961 537 342

合　　　　計 2,476 1,427 959

■問合せ　学校給食センター　☎ 72-0649

■問合せ　まちづくり課　まちづくり担当　☎ 72-1131

～だいご婚活支援ネットワーク婚活アドバイザー～

結婚相談会 毎月第２日曜日　※会場の都合により変更になる場合もあります。
会　　　場 文化福祉会館「まいん」２階小会議室
時　　　間 午前１０時から午後３時まで

内　　　容

・身上書の作成支援（だいご婚活支援ネットワークへの登録）
・プロフィール検索
・民間団体で開催する婚活パーティー又は交流イベントの案内
・婚活に向けたアドバイス

問　合　せ

だいご婚活支援ネットワーク事務局（大子町役場まちづくり課内）
　専用ダイヤル：０９０－７２０９－４１５２
（受付時間：平日 午前８時３０分～午後５時１５分）
　専用メールアドレス：d - net@town.daigo.lg.jp

婚活アドバイザー（左から） 神長　守　　園部　勇　　伊藤　都志子　　小林　秀次　　栁下　豊子　　武士　恵子

（さはら小学校の給食の様子）

結婚活動を支援します！
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健康長寿日本一をめざそう !

～健康づくり事業に参加し、ポイントを貯めると記念品がもらえる～

平成29年度　健康づくりポイント事業
　この事業は、町民の健康づくりへの動機づけと運動習慣の定着を
目的としています。
　健康づくり事業への参加で、ポイントが貯まるとすてきな記念品
がもらえます。

　申込書が健康増進課（保健センター）及び集団健診会場（6 月～ 10 月まで）にありますので、その場で
必要事項を記入して提出するとポイントカードがもらえます。
　申込書の送付を希望する方には、送付します。
　大子町ホームページからも申込書をダウンロードすることができます。
　なお、ポイントカードの発行は１人につき１枚です。

　右記記載の必須事業・対象事業に参加し、カードにスタンプ印をもらうことでポイントを貯めます。
　必須事業・対象事業の実施日程等については、各問合せ先にご確認ください。

《スタンプ押印期間》　平成２９年５月１日（月）～ 平成３０年３月３０日（金）

　ポイントが、５ポイント以上、８ポイント以上、１２ポイント以上のいずれかまで貯まったら、カードに
必要事項を記入して健康増進課に提出してください。
　下記の記念品を差し上げます。（特産品については後日送付）
　ただし、記念品と交換できる機会は１人１回です。

《カード提出期間》　平成２９年１０月２日（月）～ 平成３０年３月３０日（金）

　５ポイント以上　⇒　健康グッズ（1,000 円相当）プレゼント
　８ポイント以上　⇒　健康グッズ（2,000 円相当）プレゼント
１２ポイント以上　⇒　選べる特産品（3,000 円相当）プレゼント

（特産品は、大子産米、奥久慈しゃも肉、常陸大黒製品のいずれか一つです）

◎必須事業と対象事業に参加し、事業会場でカードを提示してください。担当者がカードにスタンプを押してお返しします。
　ただし、★印の事業は、平成 29 年度の健（検）診結果表を健康増進課に持参してスタンプをもらいます。
◎★印以外の事業は、事業当日のみのスタンプ押印になります。後日のスタンプ押印はできません。
◎貯めたポイントは、翌年度への繰り越しはできません。
◎カードを紛失した場合は再発行をしますが、紛失前に貯めたポイントのうち、対象事業分については無効となりますので
　ご注意ください。

袋田の滝キャラクター　たき丸

健康づくりに取り組んで、
いいもの　もらっちゃおう !

下記のとおり申込みをして
カードを受け取って

スタート

ポイントが貯まったら
カードを提出して

ゴール

事業に参加して
ポイントを

貯める
記念品
がもらえる !

　平成３０年３月３１日現在 ２０歳以上で、大子町に住所のある方【対象者は？】

《カード申込期間》　平成２９年５月１日（月）～ 平成２９年１０月３１日（火）

【どのように申込みをしてカードをもらうの？】

【どのようにしてポイントを貯めるの？】

【どのようにして記念品と交換するの？】

Public Information DAIGO May 20178



【問合せ先・カード申込先・カード提出先】　
　大子町大子１８４６　　大子町健康増進課（大子町保健センター内）
TEL 72-6611　FAX 72-6613　E-mail　kenkou@town.daigo.lg.jp

【健康づくりポイント事業の対象となる事業及びポイント数一覧】　 注 ： この用紙は実際のカードではありません

事業名 実施日程等の問合せ先 獲得Ｐ(ポイント)数 スタンプ欄

必 

須 

事 

業

1

生活習慣病予防健診
特定健康診査
高齢者健康診査

健康増進課　　　　　　　☎ 72-6611

どれか一つで
２Ｐ獲得

2 Ｐ

★人間ドック健康診査
町民課国保年金担当　　　☎ 76-8125

★個別医療機関健康診査

★職場で行う健康診査
（人間ドックの健康診査含む） 各事業所

2

肺がん ( 結核 ) 検診
胃がん検診
大腸がん検診
前立腺がん検診
子宮がん検診
乳がん検診
腹部超音波検診
肝炎ウイルス検査
骨粗しょう症検診

健康増進課　　　　　　　☎ 72-6611

どれか一つで
２Ｐ獲得

２Ｐ

★脳ドック健康診査 町民課国保年金担当　　　☎ 76-8125

★職場で行うがん検診等
（人間ドックのがん検診含む） 各事業所

対 

象 

事 

業

3

高血圧予防教室

健康増進課　　　　　　　☎ 72-6611 どれか一つ
で１Ｐ獲得

１Ｐ
糖尿病予防教室

ヘルスアップ教室（肥満予防教室）

親と子の料理教室

ママのための食生活講座

男性の料理教室

食生活改善推進員による料理教室　
（全住民対象 保健センター実施分）

元気アップ教室 地域包括支援センター　　☎ 72-1175

4

町民ウオーキング 健康増進課　　　　　　　☎ 72-6611
どれか一つで

1 Ｐ獲得

１P
各地区歩く会 各コミュニティセンター

大子町民歩く会 教育委員会生涯学習担当　☎ 72-1148

5 健康まつり（健康マルシェ） 健康増進課　　　　　　　☎ 72-6611 1 Ｐ獲得
１P

6

大子町民グラウンド・ゴルフ大会
各地区予選会 各コミュニティセンター

どれか一つで
1 Ｐ獲得

１Ｐ

シルバーグラウンド・ゴルフ大会
教育委員会生涯学習担当　☎ 72-1148

老人クラブ対抗クロッケ―大会

7

楽しいエクササイズ
（健康運動教室）

健康増進課　　　　　　　☎ 72-6611
どちらか 1 回

参加で 1 Ｐ獲得
3 Ｐまで獲得可

１Ｐ １Ｐ １Ｐ

楽しいアクアビクス
（水中運動教室）

8

和みのヨーガ講座

教育委員会生涯学習担当　☎ 72-1148
どちらか 1 回

参加で 1 Ｐ獲得
3 Ｐまで獲得可

１Ｐ １Ｐ １Ｐ
リンパを整えるヨーガ講座

健康ラジオ体操講座

9 だいご健康アドバイザー健康教室
（まいん実施分） 健康増進課　　　　　　　☎ 72-6611

1 回参加で
1 Ｐ獲得

3 Ｐまで獲得可

１Ｐ １Ｐ １Ｐ

10 いきいきヘルス体操教室
（まいん実施分） 地域包括支援センター　　☎ 72-1175

1 回参加で
1 Ｐ獲得

3 Ｐまで獲得可

１Ｐ １Ｐ １Ｐ

◎一部の事業は，天候等により中止となる場合があります。
◎いずれかの合計ポイント数により，記念品と交換することができます。記念品と交換できる機会は，１人１回です。

５Ｐ（ポイント）以上　＝　必須事業４Ｐ＋対象事業１Ｐ以上　⇒　健康グッズ（1,000 円相当）プレゼント
８Ｐ（ポイント）以上　＝　必須事業４Ｐ＋対象事業４Ｐ以上　⇒　健康グッズ（2,000 円相当）プレゼント

1 ２Ｐ（ポイント）以上　＝　必須事業４Ｐ＋対象事業８Ｐ以上　⇒　選べる特産品（3,000 円相当）プレゼント

１の健康診査で２Ｐ、
２の検診等で２Ｐは
だれも必須だよ。

だれも必須事業で
４Ｐは集めてね。

受けるとカードに
スタンプを押して
もらえるよ。

３～１０の対象事業
に参加すると
カードにスタンプを
押してもらえるよ。
　
ポイントを加算

しよう !

袋田の滝キャラクター　たき丸
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ウォーキングで
心身ともにリフレッシュ

　だんだんと暖かくなり、運動をする良い季節となりました。ウォーキングは、気軽にできる有酸素運動であり、生
活習慣病予防や介護予防に効果的です。
　他にもたくさんの効果があることを知っていますか？

■問合せ　健康増進課　健康増進担当　☎ 72-6611

ウォーキングの効果

肌
細小血管まで酸素が行き渡り、肌が若返る。

骨
骨に負荷がかかることで骨密度があがり、
骨が丈夫になる。

生体機能
体温調節や免疫の働きが良くなる。
ストレスが和らぎ、心も健康に。

上半身・肩・腰
背骨周辺の筋肉が鍛えられ、
背骨がまっすぐになり腰痛も軽減される。

血液・血管
血管の弾力性が増す。
血圧、血糖、コレステロール、中性脂肪が
正常になる。

脳
脳細胞が活性化し、老化防止につながる。

足
足の筋力アップで、つまずき・転倒を防ぐ。 心肺機能

心臓や肺の機能が高まり、酸素の取り込
みが良くなる。

　血液の循環は、心臓の働きによって行われています。しかし、下半身の血液は重力の影響もあり
心臓へ戻りにくくなっています。ウォーキングを行うことで、足の裏や筋肉が刺激され、下半身の
血液循環を助けます。

①バスをひとつ手前で降りて歩く
②買い物は遠い店へわざわざ歩いて出かける
③３階までならエレベータを使わず、
　階段を昇り降りする
④目的地まで 10 分間程度の遠回りをする　など

「足は第２の心臓」

あなたはどうやって増やしますか？

健康維持には「１日１万歩」、だけど１万歩ってなかなか難しい・・・

　健康維持と生活習慣病の予防に最適とされる運動での消費エネルギーは、１日約３００kcal。その運動量は、ウォー
キングで約７km、歩数にすると約１万歩に相当しますが、なかなか難しいのが現状です。

そこで

まずは「今よりプラス１，０００歩」を目標に！

　今より１，０００歩多く歩くには１日約１０～１５分、距離にすると６００～７００ｍです。まとめて歩く時間が
とれなくても、生活の中に取り入れることで「今よりプラス１，０００歩」が実現できます。

楽しんで、続けることが大事！

　いつも通っている道でも、景色を眺めながら歩
いていると、新たな発見があるかもしれません。
あなたも今日からウォーキン
グを始めませんか？

≪町民ウォーキングのご案内≫

　大子町健康づくり推進協議会運動部会では、年に３回、町民ウォーキングを開催しています。大子町の各地を歩き、
参加者の方からは「楽しくウォーキングができた！今後も続けてほしい！」という感想をいただいています。詳細は、
回覧等でお知らせしますので、お誘い合わせの上、奮ってご参加ください。
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園児朝会
　毎月１回、園児朝会を行っています。月のねらいに合わせて歌を
歌ったり、体操やゲーム、クラスの発表を行っています。司会は園
児を中心に楽しく活動をしています。

JRC活動
　青少年赤十字の活動として、朝のあいさつ運動、園舎周辺や参道
のゴミ拾い活動、ペットボトルのキャップの回収、一円玉募金などを
行っています。JRC のテーマである ｢じょうぶなからだでげんきな
子　よいおこないをする子　せかいのみんなとなかよくする子｣ に
育ってもらいたいと思います。

幼・保・小・中・高 交流
【だいご小学校との交流会】

　隣接しているだいご小学校と様々な交流会を行っています。鉛筆
の持ち方、歯みがき教室、食育指導などの出前授業や生活科の授業
への参加、またコンサートや感謝の集いの見学、休み時間の交流、
夏には小学校のプールで遊んだり、小学生と一緒に給食を食べたり
と、楽しい時間を過ごしています。小学生になることへの期待がさ
らに膨らみました。

【袋田小学校との交流会】
　袋田小学校の１年生が来園し、国語で学習している「くじら雲」
の音読を聞いたり、一緒に歌を歌ったり、一緒に給食を食べたり、
園庭で混合リレーなども行いました。帰りには、手作りのおもちゃ
を園児一人一人にプレゼントをしてくれました。楽しい思い出とな
りました。

【黒沢小学校との交流会】　
　黒沢小学校の 5 年生が来園し、年長組と交流会を行いました。ハ
ンドベルの演奏を聴いたり、一緒に大縄跳びや短縄、おにごっこで
たくさん体を動かして触れ合いました。給食も一緒に食べ、小学生
との親睦が深まりました。

【大子清流高等学校との交流会】
　昨年の 6 月に、2 年生 4 名が手作りおもちゃ（サイコロ遊び・福
笑い・輪投げ・ゴム鉄砲）をもって保育実習にきてくれました。高
校生のお兄さん、お姉さんにやさしく接して遊んでもらい、子ども
たちは大喜びでした。2 月には「ぐりとぐら・にゃーご・おまえう
まそうだな」の大型絵本の読み聞かせをしてくれました。

第25回輝く大子の子どもたち

大子町立
大子幼稚園

「あかるく　げんきで
　やさしい子」 をめざして

　本園の園児６６人は、幼稚園の教育目標である「あか
るく  げんきで  やさしい子」をめざして様々な遊びや
体験活動に取り組んでいます。

やまもりパワー体操

１円玉募金活動

だいご小学校 あきまつり

袋田小学校　混合リレー

黒沢小学校　読み聞かせ

■問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎ 79-0170
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ニ ュ ー ス だ い ご

茨城県町村自治功労者表彰

茨城県郷土工芸品に指定されました

　２月１６日に茨城県市町村会館で行われた平成２８年度茨城県町村自治功労者表彰式において、
髙村晴樹さん（盛金）が民間自治功労者として表彰されました。

　２月１６日に、八溝塗が茨城県
の郷土工芸品に指定されたこと
を受け、３月２日に木漆芸作家
である辻徹さんが、町長への報
告を行いました。
　八溝塗は、大子町の特産品で
ある大子漆を使用したオリジナ
ルの漆器として商品化された工
芸品で、辻さんの経営している
器而庵で取り扱われています。

功績の概要　
　昭和６３年４月１日から平成２８年３月３１日までの２８年間、大子町青少年相談員として青少年
健全育成に尽力されました。
　大子町青少年相談員連絡協議会では、監事を７年間、副会長を３年間、会長を２年間歴任さ
れました。
　２８年間にわたり、街頭活動や町内危険箇所点検、花火大会等のイベント時の巡回、学校訪
問や「青少年健全育成に協力する店」の登録活動、青少年健全育成強調月間時の広報パトロー
ル等、様々な活動を率先して行われ、他の相談員からも非常に信頼されています。
　また、昭和５６年に大子町消防団に入団以来、地域住民の安全、生命財産の保全に貢献され、
平成１８年に退任後は大子町消防団機能別消防団員として現在も活躍中です。
　さらには、平成２年から平成２３年までの間、統計調査員として国勢調査をはじめとする２８
回の各調査の調査員や、農林業センサスの指導員を２回務め、その功績は多大であることから、
茨城県町村自治功労者として表彰されました。

髙村晴樹さん（盛金）
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公園の環境美化に努めます

大子町教育委員会委員辞令交付式

大子町固定資産評価審査委員会委員辞令交付式

　３月１３日に、大子工務所にお
いて公園サポーター認定式が実施
され、２H テニスクラブが大子広
域公園の公園サポーターに認定さ
れました。
　公園サポーター制度は、ボラン
ティア活動を支援し、より良い環
境の保持やにぎわいのある公園づ
くりを目的としている制度です。
２H テニスクラブの皆さんは、以
前から公園の利用者として草刈や
清掃に取り組んできたことから、
改めて公園サポーターとして認定
されました。

　３月２１日に、役場庁議室にお
いて大子町教育委員会委員の辞
令交付式が行われ、神賀美紀さん

（頃藤）が委員に任命されました。
　神賀さんは、平成２１年から８
年間教育委員会委員として務めら
れ、今期で３期目となり、任期は
平成３３年３月２０日までの４年間
です。

　３月２９日に、役場庁議室にお
いて大子町固定資産評価審査委
員会委員の辞令交付式が行われ、
石井良二さん（池田）が委員に任
命されました。
　石井さんは、同委員会の委員長
として務められ、今期で２期目と
なります。任期は平成３２年３月
２８日までの３年間です。
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地域おこし協力隊活動報告

　大子町地域おこし協力隊第一期生として活動してきましたが、
４月末をもって卒業となります。あっという間の３年間でした。
大子町が誇る名産・奥久慈りんごの担当となり、りんご農家の皆
様は、りんごについてなにも知識のなかったわたしを温かく迎え
てくださり、たくさんのことを教えてくださいました。町の様々
なイベントにもお手伝いとして参加させていただき、たくさんの
出会いと学びがありました。新しい土地での生活に右も左もわか

らず、ただ目の前のことに必死に取り組んできま
した。その中で多くの方に助けてもらいながら「奥
久慈りんごしーどる」の製品化を達成できたこと
や、「りんごＢＯＯＫ」を作り上げたことは私の
大きな財産となりました。これから先も大子町の
方々に愛され、生かされていくことを心から願い
ます。わたしにできることはほんの小さなことで
したが、これからも大子町、そして奥久慈りんご
のことを応援しています。支えてくださった皆様、
本当にありがとうございました。

　4 月末で地域おこし協力隊の任期が満了となります。思えば 3 年前「占いで町おこし」を目
標に東京から大子町へ移り住みましたが、掲げた目標が無謀である事に気づくと一気に不安が
押し寄せてきました。
　しかし、住み始めた上野宮の住民の皆様が温かく迎え入れてくださったことが心の支えとな
り、常陸大子駅前商店街の力強いバックアップによって無謀と思われた「占いで町おこし」を
スタートさせることができました。
　また占いのほか、上野宮ではわさび栽培にも関わらせていただきまし
た。わたしが提案した「わさび丼」の企画も実現することができ「ご当
地メニュー」として町のカフェやイベン
トで大子町を訪れる観光客に提供するこ
ともできました。
　協力隊退任後ですが、引き続き大子町
で「占いで町おこし」を継続させたいと
考えております。さらに占いを通じて知
り合った県北の方々とも交流を深めたい
と計画もしておりますので協力隊退任後
もよろしくお願いいたします。

vol.35

隊員氏名

隊員氏名

針生　優子（はりう　ゆうこ）

吉原　和伸（よしはら　かずのぶ）
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　思っていた以上に、早く３年が経ちました。隊員として、温かく受入れてくださった地域の
皆さんと共に、様々な活動に携わらせていただき、実りある時間を過ごさせていただきました。
初めてのことが数多くある中で、一つずつ向き合っていくことには大変な苦労をしましたが、
今では記憶に残るものとして大切にしたいと思っています。特に、奥久慈茶担当になったもの
の、何も知らなかったわたしに対し、奥久慈茶業組合の皆さんからは、数々の教えや支え、や
りがいをいただきました。中でも、「奥久慈茶の里歩きマップ」の作成や、「奥久慈茶カフェ巡
り」を開催できたことは、わたしの大きな財産となっています。奥久慈茶が、これからも新た
な展開を経て、広がっていくことを切に願います。大子町として初めての協力隊制度を取り入れ、
関係各所をはじめ、育てて下さった皆様に、心より感謝申し上げます。

　はじめまして。３月１日より大子町の地域おこし協力隊に着任しました茨城県牛久市出身の
坂尾礼太と申します。
　地域おこしの活動に興味があるのと、大子町の雰囲気が好きで、何か貢献できればと思い地
域おこし協力隊に応募しました。
　バンドでベーシストとして活動していた経験を活かし、
先に着任した根本隊員と共に「大子ロケッツ（仮）」として、
音楽と観光を通じて大子町をＰＲしていきます。
　根本隊員は歌のおにいさん、僕は楽器のおにいさんと
して活動していきますので、よろしくお願いします。

【活動の方向性】
　・エンターテイメント活用による大子町のＰＲ
　・町のコンシェルジュとしての活動
　・定期音楽公演の実施による町の魅力発信

隊員氏名

隊員氏名

益子　弥生（ましこ　やよい）

坂尾　礼太（さかお　れいた）

■問合せ　まちづくり課　まちづくり担当　☎ 72-1131

地域おこし協力隊 facebook ページ　https://www.facebook.com/daigo.chiikiokoshi
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　障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世
代の方も含めて受け取ることが出来る年金です。障害年金を受け取るには、年金の納付状況な
どの条件が設けられています。
　障害基礎年金は、国民年金に加入している間に初診日があり、障害認定日に、障害等級表に
定める１級または２級に該当していれば請求できます。身体障害者手帳の等級とは異なります
ので、障害年金を請求する際には、病気やけがの状態について医師とご相談下さい。障害認定
日に障がいの状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができ
る場合があります。

◎制度の詳細については、水戸北年金事務所または町民課国保年金担当までお問い合わせくだ
さい。

　☆年金額（年額）　　　【１級】　　　９７４，１２５円＋子の加算額

　　　　　　　　　　　　【２級】　　　７７９，３００円＋子の加算額

　休日や夜間など、急な病気で心配なときには、茨城子ども救急電話相談をご利用ください。
すぐ受診させた方が良いか、様子をみても大丈夫なのか、看護師がアドバイスをします。

電話番号

○プッシュ回線、携帯電話から
　　　短縮ダイヤル　＃ 8000
○すべての電話から
　　　029-254-9900
相談時間

○平日（月曜～土曜）18：30 ～翌朝 8：00
○休日（日曜・祝日・年末年始）8：00 ～翌朝 8：00

■問合せ　水戸北年金事務所　☎ 029-231-2381
　　　 町民課　国保年金担当　☎ 76-8125

～障害基礎年金について～

国民年金

豆ちしき

子ども救急電話相談をご利用ください

情 報 掲 示 板

■問合せ　茨城県保健福祉部　子ども家庭課　☎ 029-301-3243
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CALENDAR

※事業によっては、12：00 〜 13：00 が昼休みとなります。あらかじめご了承ください。
※主な行事等を掲載しましたが、日時等が変更となる場合もあります。

　月の納付の
お知らせ

５月の広域無料法律相談の
お知らせ

税務課　☎72-1116 総務課秘書職員担当　☎72-1113

日　時　５月11日（木）
　　　　13：30～16：30
会　場　トコトコ大田原３階市民交流センター
　　　　（大田原市中央１－３－１５）
予約先　大田原市総務課
　　　　☎0287-23-1111
　　　　５月２日（火）から予約を受け付
　　　　けます。（先着１８人）

町の人口と世帯
（平成29年４月１日現在） （前月比）

★人　口　 18,016人　（－89）
　　男　　　8,835人　（－38）
　　女　　　9,181人　（－51）
★世帯数　　7,484戸　（－12）

2017

◆軽自動車税　全期
納税通知書は、
５月中旬にお送りします。

納期限は
５月31日（水）です。

連　絡　先

カレンダー
日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課
1日（月）
2日（火）定期健康相談 13：30～15：00 一般
3日（水）憲法記念日
4日（木）みどりの日
5日（金）こどもの日
6日（土）
7日（日）
8日（月）お知らせ版５月５日号発行
9日（火）定期健康相談 13：30～15：00 一般
10日（水）飲用井戸水水質検査 10：00～11：00 一般
11日（木）
12日（金）巡回労働相談 10：00～14：30 一般
13日（土）
14日（日）結婚相談会 10：00～15：00 一般
15日（月）健康教室 13：30～15：00 一般
16日（火）１日年金事務所（出張年金相談） 10：00～14：00 要予約

（予約先：水戸北年金事務所☎０２９－２３１－２２８２）
定期健康相談 13：30～15：00 一般

17日（水）心配ごと相談 13：00～15：00 一般
18日（木）
19日（金）
20日（土）
21日（日）
22日（月）広報だいご５月号発行

お知らせ版５月20日号発行
23日（火）定期健康相談 13：30～15：00 一般
24日（水）
25日（木）
26日（金）いばらき就職支援センター出張相談 10：00～15：00 一般
27日（土）
28日（日）
29日（月）健康教室 13：30～15：00 一般
30日（火）定期健康相談 13：30～15：00 一般
31日（水）

5
May皐月

中 央 公 民 館 72-1148
リフレッシュセンター 72-1148
保 健 セ ン タ ー 72-6611
役 場 庁 議 室
役 場 第 一 会 議 室
役 場 第 二 会 議 室
役場第１分室会議室
役場第２分室会議室
総 務 課 72-1114
ま ち づ く り 課 72-1131
観 光 商 工 課 72-1138
町 民 課 72-1112
福 祉 課 72-1117
健 康 増 進 課 72-6611
地域包括支援センター 72-1175
生 涯 学 習 担 当 72-1148
消 防 本 部 72-0119
社 会 福 祉 協 議 会 72-2005
文 化 福 祉 会 館 72-2005
水 道 課 72-2221
環 境 セ ン タ ー 72-3042
衛 生 セ ン タ ー 72-3076

 救急協力当番病院 
月　日 病　院

5月 1日㈪～  　   7日㈰ 久保田病院
8日㈪～  　  14日㈰ 慈泉堂病院

15日㈪～  　  21日㈰ 保内郷メディカルクリニック
22日㈪～  　  28日㈰ 久保田病院
29日㈪～  6月 4日㈰ 慈泉堂病院

慈泉堂病院 ☎ 72-1550
久保田病院 ☎ 72-0023
保内郷メディカル
クリニック ☎ 72-0179

毎週水曜日　午後７時まで
＊町民課 ☎72-1112　＊福祉課 ☎72-1117
＊税務課 ☎72-1116
取扱いができない業務もありますのでご了承ください。
詳しくは各担当課に事前にお問い合せください。

延長窓口のお知らせ５

17Public Information DAIGO May 2017



５月３日～７日

５月20、21日開催

　第６回目となる大子ふるさと博覧会が今年も開催されます。
町内各地を会場としたこのイベントでは、大子の伝統工芸や地
域の文化に触れることができる貴重なイベントです。地元に住
んでいても普段はじっくり触れることのできないものや、まっ
たく知らなかった文化に出会うことができるかもしれません。
　期間中は会場を巡回する周遊バスも運行されますので、ぜひ
ご利用ください。

　大子町の初夏の恒例イベントである常陸国 YOSAKOI 祭りが
今年も開催されます。２日間にわたって開催されるこのイベン
トは、回を重ねるごとに参加チームが増え、今では北関東最大
規模を誇るイベントとなっています。
　熱気と歓声に包まれた会場で、迫力のある演舞をお楽しみく
ださい。

※各イベントの詳細については事前にお問い合わせ先にご確認ください。

今月のイベント５月
開催期間 イベント名 お問い合わせ先

３日～7日 大子ふるさと博覧会 観光商工課 ☎ 72-1138

３日 八溝嶺神社の例祭 八溝保勝会 ☎ 77-0135

４・５日 十二所神社春季例大祭 観光協会 ☎ 72-0285

５日 久慈川に鮎を放そう 観光協会 ☎ 72-0285

13日 定例探鳥会 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

14日 モリモリ体験フェスティバル 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

20・21日 常陸国 YOSAKOI 祭り 常陸国YOSAKOI祭り本部委員会 ☎ 72-4545

21日 春の植物観察会 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

28日 OSJ 奥久慈トレイル 50K 観光商工課 ☎ 72-1138

Pick UpPick Up
大子ふるさと博覧会

常陸国YOSAKOI 祭り
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※「広報だいご」に掲載されている写真を希望の方は、総務課　☎７２－１１１４までご連絡ください。

フォトだいご

町の情報をアプリでお知らせ発　行／大子町役場  総務課総務担当
〒319-3526  茨城県久慈郡大子町大字大子866番地
Tel／0295-72-1111（代）／0295-72-1114（直通）
Fax／0295-72-1167
E-mail／soumu@town.daigo.lg.jp
http：//www.town.daigo.ibaraki.jp/

iOS/Android 対応 大子町公式アプリ
App Store/Google play から
無料でダウンロードできます。 大子町 検索

　３月１２日に開催された奥久慈湯の里大子マラソン

大会の様子です。

　部門はハーフ、１０km、５ｋｍ、２ｋｍ（親子含む。）

の４部門で実施され、どの部門の参加者も自己ベスト

更新を目指し、懸命にレースに挑んでいました。

第５０回
奥久慈湯の里大子マラソン大会
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