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ニュースだいご

戦没者遺留品（日章旗）返還式

３月25日

昭和 19 年７月 22 日にインドで戦没した齋藤春男
さんの日章旗が、甥の齋藤弘さんに返還されました。

この日章旗は、トロント（カナダ）在住のチャー
ルス・ネヴィルさん（元英国兵士、98 歳）が、先の
大戦の任務地であったビルマ（現ミャンマー）から
持ち帰り長年にわたり大切に保管していたものです。

齋藤弘さんは「おじさんの夢は何度も見ました
が、このように実現するとは思いませんでした。誠
にありがとうございました。言葉になりません。」
と述べました。

寄附金贈呈式

３月18日

役場庁議室において寄附金贈呈式が行われ、あ
いおいニッセイ同和損害保険株式会社から寄附金
20 万円が寄贈されました。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社と町は
協定を結んでいて、寄附金は町の豊かな自然を守る
ために活用されます。

支店長の新井良裕さんは「今後も地域に貢献で
きるよう活動していきたい」と述べました。

いばらきデザインセレクション2018における知事選定に係る町長表敬訪問

３月19日

いばらきデザインセレクション 2018 において、
咲くカフェが知事選定に選定され、オーナーの櫻山
啓三郎さんと、施工業者である杉山公房の杉山一樹
さんが、町長への報告を行いました。

いばらきデザインセレクションとは、優れたデザ
インの選定を通じて、茨城県の地域イメージを高め、
産業振興につなげていく取り組みです。

知事選定は最高賞で、「選定の中でも特に高いレ
ベルでデザインが成され、茨城県として誇れるもの」
と評価されました。
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入学祝品贈呈式

３月14日・26日・28日

新入生への入学祝品贈呈式が行われました。祝品は、
各学校を通じて児童に手渡され、登下校時における児
童の安全確保のために活用されています。

寄贈品は次のとおりです。

寄　贈　日 寄　贈　者 寄　贈　品

３月１４日 常陸農業協同組合 交通安全帽子

３月２６日 大子地区
交通安全協会 黄色い傘

３月２６日 いばらきコープ ランドセルカバー

３月２８日 常陽銀行 防犯ブザー

大子町消費生活センターだより

● クレジットカードのしくみとは？
　クレジットカードとは、後払いで商品やサービスの購入ができる
カードのことです。また、キャッシングと言ってお金を借りることもで
きます。クレジットカードを作るには、カード会社に申し込んでから、
審査に通らなければなりません。

● いろいろな支払い方
　クレジットカードによって違いはありますが、翌月一括払い、ボーナス一括払い、分割払い、リボ
ルビング払いなどが一般的です。分割払いとリボルビング払いは、所定の手数料がかかります。

● クレジットカード利用の注意点
　手持ちの現金が無くても買い物ができ、分割払いにすれば高額な商品にも手が届くため、使い過
ぎに注意しましょう。
　また、キャッシングは借金です。金利が高めに設定されていることが多いので、利用は慎重にし
てください。

※クレジットカードや借金の支払い等にお困りの際は、消費生活センターにご相談ください。

問合せ　大子町消費生活センター（観光商工課内）　☎ 72 － 1124
受付時間　９：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00（土日・祝日、年末年始を除く。）

ご存知ですか？クレジットカードの基礎知識
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大子町職員の給与・定員の状況等をお知らせします
　大子町職員の給与・定員については、地方公務員法に基づき給与条例等で定められています。給料月額などは、議会の議決
により決められていますが、これらの実態をご理解いただくため、町職員の給与・定員の状況等についてお知らせします。

２　 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 （平成 30 年４月１日現在）

区分
大子町 類似団体

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職 39.4歳 298,200円 353,484円 41.7歳 306,891円 353,106円
技能労務職 48.8歳 323,600円 347,420円 49.4歳 292,782円 315,833円

消防職 40.6歳 309,200円 361,165円 38.6歳 295,521円 368,707円

※平均給料月額とは、職員の基本給の平均額です。
※平均給与月額とは、給料月額と扶養手当などの諸手当の額を合計した金額です。
※ 類似団体とは、人口及び産業構造により全国の市町村を分類した結果、大子町と同じ類型に属する団体を言います。

３　職員の初任給の状況
 （平成 30 年４月１日現在）

区　　　　　分 初任給

一般行政職
大　学　卒 185,800円
高　校　卒 151,500円

技能労務職
高　校　卒 144,500円
中　学　卒 132,700円

消　防　職
大　学　卒 205,200円
高　校　卒 166,000円

１　職員給与費の状況（普通会計決算）
区分 職員数 給　与　費

一人当たり
給与費B/AＡ 給料 職員手当 期末・勤勉手

当 計　Ｂ

29年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

219 799,125 132,241 313,689 1,245,055 5,685

※職員手当には退職手当を含みません。
※職員数は、平成 29 年４月１日現在の普通会計対象人数です。

（参考）類似団体平均
一人当たり給与費

千円
5,529 

４　一般行政職の級別職員数の状況 （平成 30 年４月１日現在）

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

６級 １　課長又は事務局長の職務
２　参事の職務 13人 10.0％

５級 １　室長、課長補佐又は事務局次長の職務
２　所長又は園長の職務 29人 22.3％

４級 係長又は主査の職務 17人 13.1％
３級 主任の職務 21人 16.2％
２級 主事の職務 36人 27.7％
１級 主事の職務 14人 10.8％

※大子町の給与条例における給料表の級区分と給与実態調査に基づく職員数です。
※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

５　期末手当・勤勉手当
 （平成 30 年４月１日現在支給割合）

区分 期末手当 勤勉手当

一般職員 2.600月分 1.800月分

町長・副町長・教育長 3.445月分 －　月分
議長・副議長・議員 3.445月分 －　月分

※ 期末手当・勤勉手当は６月期、12 月期の２回に分け
て支給されます。

６　特別職の報酬等の状況（平成 30 年４月１日現在）

区　　　分
給料月額等

（参考）類似団体における
　　　最高／最低額

給料 町 　 長
副 町 長

621,000円
540,000円

840,000円／557,200円
673,000円／540,000円

報酬
議 　 長
副 議 長
議 　 員

300,000円
270,000円
250,000円

375,000円／280,000円
310,000円／220,000円
284,000円／195,000円

※町長給料は10％減額後の金額です。

７　職員数の推移（各年４月１日現在） （単位：人・％）

年度
部門別 25年 26年 27年 28年 29年 30年 過去５年間の増減数（率）

普通会計計 230 228 227 220 219 218 ▲12（▲5.2%）

内訳

一般行政 166 164 161 156 155 155 ▲11（▲6.6%）

教　　育 20 20 20 19 20 20 ０　（0.0%）

消　　防 44 44 46 45 44 43 ▲１（▲2.3%）

公営企業等会計計 32 32 34 33 33 32 ０　（0.0%）

総合計 262 260 261 253 252 250 ▲12（▲4.6%）

※職員数は、定員管理調査において報告した部門別職員数です。
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本制度は、消費税率引上げ後の消費喚起と中小・小規模事業者のキャッシュレ
ス化を推進する目的から、決済手数料の補助に加えて、キャッシュレス決済端末
の導入に係る費用を幅広く補助することとしています。

2 キャッシュレス・消費者還元事業

制度の活用等については、「キャッシュレス・消費者還元事業」サイトをご覧ください。

URL：https://cashless.go.jp/

軽減税率対策補助金と

キャッシュレス・消費者還元事業の比較

問合せ　観光商工課　☎ 72－1138

02中小企業向け施策等インフォメーション

①キャッシュレス決済端末
②決済端末の利用に必要な附属機器
③システム利用料、設置費用等
④タブレット、スマートフォン等

自己負担なし

本制度に参加する各決済事業者が提供するもの

本制度は、飲食料品等を扱う中小・小規模事業者の軽減税率対応を支援する目的か
ら、複数税率対応のレジと併せて、附属機器として決済端末等を導入する際に係る費
用を補助することとしています。

1 軽減税率対策補助金（レジ・システム補助金）

①複数税率対応のレジ本体
②レジに付属する機器（決済端末を含む。）
③設置に要する経費

必要な経費の１／４を
中小・小規模事業者が負担、
残りの３／４を国が補助

中小・小規模事業者が購入するもの
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水道週間を機会に

水道について考えてみませんか？

「いつものむ　いつもの水に　日々感謝」

大子町の水道
◆給水件数　　9,549件
◆給水人口　 16,908人　(普及率99.3％)

平成31年3月31日現在

６月１日から７日は水道週間です。

「水道週間」は、衛生的で安全な水を豊

富につくり出す水道を考える機会として、

理解と関心を深め、水道の健全な発展を図

るための運動です。

問合せ　水道課　☎ 72 －2221

蛇口をひねると水道水が確実にいつなんどきでも出ます。
あまりにも当然すぎて、空気と同じように生命と生活を守る大切なものであることを

忘れがちですが、水道水は空気と違って時間とお金をかけてつくられています。水道水を
つくるためのお金は、水道料金収入によりまかなわれています。

水道水は、安全な水で必要な量を中断することなく家庭に送られています。
水道水は、水源から取水して浄水場でつくられ、配水管を通して家庭の蛇口に届くまで

に配水池や増圧ポンプ場を経由します。これらを総称して水道施設といいます。水道施設
は、いつも良好であるように管理しています。町の水道本管延長は約333kmあります。

これは、常陸大子駅から上野駅までのおよそ１往復分になります。

水道原水は、水量、水質ともに良好な状態で確保されなければなりません。
町の水道水は、八溝川・久慈川の表流水を水源とするものや沢水や地下水を水源とする

ものがあり、水量及び水質を守るため環境に十分注意を払って水源の良好な状態を維持
していくことが大切です。

その水質汚濁防止策としては、水の濁りを少なくするため上流域の立木伐採や作業道
のつくり方を工夫してもらうこと、家庭の雑排水や油、家畜の排泄物、薬品等の垂れ流し
をしないことです。また、山林等への不法投棄、空き缶やゴミのポイ捨てをしないことな
ど、わたしたち一人一人の環境への思いやりが必要です。

１

２

３

第61回

水道週間
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問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎７９－０１７０

大子幼稚園では、教育目標である「あかるく　げんきで　やさしい子」を目指して、
さまざまな遊びや行事に取り組んでいます。

●たくさんの楽しい行事

＜誕生会＞
　園児たちを中心に司会進行を行い、毎月１回お祝いをし
ています。給食は、全クラス合同で会食を行っています。

＜運動会＞
　友達と競い合ったり、力を合わせたりして楽しく行って
います。年長組中心の鼓笛は、園児たちが一つになり頑張っ
ています。

＜発表会＞
　年間行事の２大イベントの１つ、たのしい発表会。各ク
ラスで考え、手作りの衣装を身に付け、曲に合わせて歌っ
たり踊ったり、大きな声で劇の台詞を言ったりして、楽し
く披露しています。

＜親子絵本読み聞かせ＞
　毎月１回、降園前のひとときに、親子で絵本の読み聞か
せを実施しています。自分で選んだ絵本を読んでもらって
います。今年度は、保護者の読み聞かせを実施する予定です。

　その他にも、学期毎にさまざまな行事や遊び（親子遠足、
プール、遊び、サッカー教室、クリスマス会等）を計画し、
充実した園生活を送ることができるようにしています。

●幼小連携

　年長組がだいご小学校とさまざまな交流を行っています
（給食、交流会、生活科交流会、ロング昼休み交流会等）。
小学生との楽しい時間を過ごし、小学生になることへの期
待がもてるようになりました。

●ポータルサイトによる情報発信

　幼稚園ポータルサイトを開設しています。毎日園児たち
は、さまざまな体験をすることによって、少しずつ成長を
しています。
　園だよりや担任の話等では伝えきれない園児たちの姿
を、保護者の方だけでなく、多くの人に知ってもらうため
に発信しています。ぜひ、幼稚園ポータルサイトをご覧く
ださい。

輝く 大子の子どもたち
大子町立
大子幼稚園

第50回
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【 「寝食を共にする」研修合宿】
冬季休業が終わり、通常営業が始まったゲストハウス「Lahar（ラーハ）」。また、色々な

お客様が遊びに来てくれる楽しい日常が始まりました。
その中で先日初めて、会社の研修合宿の場所として、当施設を貸切で利用していただきま

した。ご利用いただいたのは、わたしが以前働いていた会社で、仕事に対する考え方や人と
して成長する機会をたくさん頂き、本当にお世話
になった職場でした。グループワークをした後に、
皆で食事を作って食べながらお酒を飲み、店舗・
社員・社長という垣根を越えて、夜中まで本音で
ぶつかり合いまとまっていく姿は、わたしたちも
良い刺激を頂きました。

翌日には、シェアオフィス「daigo front」で
研修をして、町内で昼食や観光を楽しんでくれた
ようでした。さまざまなご縁が町に来訪するきっ
かけになる喜びと感謝を感じた１日でした。

地域おこし協力隊facebookページ　https://facebook.com/daigo.chiikiokoshi
問合せ　まちづくり課　☎ 72 － 1131 ／農林課　農林担当　☎ 72 － 1128

地域おこし協力隊活動報告

【 奥久慈茶の里公園のＨＰが完成 】

大子おやき学校のホームページ（HP）に引き続き、
奥久慈茶の里公園の HP が完成しました

（http://okukuji-chanosato.com）。
茶の里公園は、手もみ体験や抹茶体験などの体験教室

が豊富です。また、山岡草和紙人形美術館など施設の見
どころもたくさんあり、魅力的な HP に仕上げることが
できました。１年間おやき学校と茶の里公園を行き来し
て、何度も打合せを行い、季節ごとに写真を撮影しまし
たが、すべての写真をそろえることはできず、地元の方
から写真を提供していただきました。

Web の良い所は、タイムリーな情報を皆さんにお伝
えすることができることです。ニーズに合わせた的確な
情報を発信できるように、茶の里公園 HP 内の「お知らせ」
コーナーも随時更新していきたいと思います。堅くなり
すぎず、親しみの持てるようなHPを目指して頑張ります。

vol.61

小松﨑　愛（こまつざき　あい）隊員氏名★

飯田　萌美（いいだ　もえみ）隊員氏名★
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問合せ　大子町森林セラピー協議会事務局（まちづくり課）

　　　　☎ 72－ 1131

４月 17日に初めての試みとしてポナイの森を活用した

「森林セラピーウォーキング」を開催し、30人の方がポナ

イの森に訪れました。　

今回のウォーキングの参加者は、町内だけでなく、水戸

市や城里町、筑西市など遠方からも訪れていました。

参加者の皆さんは、それぞれポナイの森の中を歩きなが

ら、風の音や小鳥の鳴き声、木々の葉の音や木漏れ日など、

自然の中のゆらぎを感じてのウォーキングを楽しんでいま

した。

また、今回のウォーキングでは、森を歩く前後で参加者の血圧

測定と気分評価（自己診断：５段階評価）を行いました。血圧は

全員が低下傾向を示し、気分評価ではほぼ全員に評価の向上が認

められました。

参加者の皆さんご自身の健康を振り返ったり、森林と身体の健

康に関する変化との関係を体感したりすることができました。

地域の森林を活用した健康増進事例が全国に広まりつつあり

ます。北海道の中頓別町では、住民が参加しやすい疾病予防策

の一つとして“森の中の香りが副交感神経を優位にすることで、

血圧を軽減させる”健康効果に着眼し、町立病院と行政が連携

した「なかとんべつ森と健康プロジェクト」を設立しました。

プロジェクトでは、町民を対象に森林ウォーキングを月 1回

実施し、森を歩く前後で血圧と唾液アミラーゼの実測を行いま

した。森林ウォーキングに参加する病院の外来患者を対象に、

５年間実測値の推移を調査した結果、参加回数の多い人ほど良

好な血圧が維持され、ストレス改善効果が確認されました。また、

同時に高血圧系疾患の患者数も減少に転じたそうです。

ポナイの森 ( 浅川町有林 ) で

　　　　　　森林セラピーウォーキングを開催しました

大子町森林セラピー協議会

Facebook ページでも情報発信中♪

＊森のコラム＊～高血圧 と 森林ウォーキングの応用～
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大子町新庁舎建設につきましては、平成 30 年 1 月に策定した「大子町新庁舎建設基本構想・

基本設計」に基づき事業を進めてきました。

その後、さらなる建設コストの削減や町民の方の利便性向上を図るため、設計内容について見

直しを行ってきました。

この度、基本設計を取りまとめましたので、設計見直しの内容、基本設計の概要図及び事業ス

ケジュールについてお知らせします。

● 設計見直しの内容
 　１．建設コストの削減

　　　(1) 階層の見直し

　　　　　 　１階ピロティ（駐車場）を中止し、3 階建てから 2 階建てとすることで、鉄骨とコ

ンクリートの量を削減します。

　　　（2） 庁舎規模の圧縮

　　　　　 　基本計画段階では、総務省が示す基準を参考に延床面積 4,500㎡程度で計画してい

ましたが、会議室の削減、また、文書のデータ化による執務室内キャビネットの削減

等により 3,500㎡程度に縮小、庁舎規模を圧縮します。

 　２．町民交流スペースの拡充

　　　（1）  執務スペース等は縮小しつつ、町民の皆さんが相談や打合せを行えるよう、フリース

ペースを拡充します。

　　　（2） 景観を楽しめる交流の場として、展望デッキの設置を検討します。

● 設計趣旨

● 外観イメージ

自然とつなぐ　大子町コモンゲート
・まちやひろばと庁舎が一体的につながりあい自由な交流を育む庁舎

・見通しのよい集約された行政機能による利便性の高い庁舎

・建物の耐震化と浸水しないデッキ広場のある防災拠点としての庁舎

基本方針基本理念

新庁舎建設だより vol.2

© 遠藤克彦建築研究所

※ 基本設計は、現時点での基本的な設計方針であり、実施設計段階で変更が生じる

ことがあります。
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● 平面計画

● 事業スケジュール

■ 町民に開かれたオープンスペース

■  ワンフロアで行政サービスが提供できる利便性の高い各課配置

■ 将来の変更に備えたフレキシブルな執務空間

■ 災害時に迅速な対応が可能となる各室配置

N

問合せ　総務課　庁舎建設準備室　☎ 76 － 8011

２階平面図

１階平面図

項目
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

６～８月 ９～12月 １～３月 ４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月 ４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月 ４～６月 ７～９月 10～12月

設計

建設工事

外構工事

解体工事

基本設計 実施設計

基本設計２か月延長

庁舎移転

規模縮小により工期短縮
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こんにちは、地域包括支援センターです
高齢者のみなさんの権利を守ります

高齢者の虐待とは？

成
せいねん

年後
こうけん

見制度について知っていますか？

　高齢者との関わり方がわからない、介護をする方が高齢である、協力者が少ないなど心配なこと

は多くあると思います。気付かないうちに不適切な対応となっていませんか？

　このような行為は高齢者虐待に当たります。

身体的虐待
殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる、外から鍵をかけて閉じ込める

など

介護・世話の放棄・放任
食事を与えない、入浴させない、ごみを放置するなど劣悪な環境の中で

生活させるなど

心理的虐待 怒鳴る、無視する、子ども扱いするなど

性的虐待 高齢者へわいせつな行為を強要する、懲罰的に裸にして放置するなど

経済的虐待 高齢者本人のお金を使わせない、預貯金を勝手に使うなど

　高齢者虐待は、高齢者本人や介護者の性格・健康状態、親族や地域との関わりなどさまざまな要因

が重なって発生します。解決のためには、虐待を受けた高齢者の保護だけではなく、虐待を起こして

しまった方への支援も必要です。

　普段の生活の中で高齢者やご家族への声かけや見守りを行うことや、介護保険サービスなどを上

手に活用し介護負担を軽減することで、虐待を未然に防ぐことができます。

　お金の管理ができなくなってきた…、悪徳商法にだまされた、だまされそうになった…、身寄りが

いないため認知症になった時が心配…。このようなときは、成年後見制度を利用しましょう。

◇成
せ い ね ん

年後
こ う け ん

見制度とは

　認知症や障がいなどによって物事を判断する能力が不十分な方が、本人の権利や財産を守る援助

者（成年後見人等）を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。家庭裁判所が、後見人等を選任

します。

◇成
せ い ね ん

年後
こ う け ん に ん

見人の役割

　・財産管理：出入金の確認をしながら現金や預貯金の管理をします。

　・身
しんじょう

上監
か ん ご

護： 本人の状況（健康面・生活面）に配慮し、不安なく生活するために契約等を行います。食

事の世話や実際の介護などを行うことは含まれません。

　地域包括支援センターでは、高齢者や家族、地域の皆さんから相談

を受けたり関係機関と協力したりしながら、高齢者や介護者が地域で

安心して暮らせるように支援します。高齢者虐待や成年後見制度につ

いてのご相談は、地域包括支援センターまでご連絡ください。

問合せ　地域包括支援センター　☎ 72 － 1175

Public Information DAIGO June201912



70歳からは

保険証に負担割合が

記載されます

対象となる人

対象となるとき

「マル福」受給者証の一斉更新について

国保の加入者は 70 歳になると医療費の負担割合が記載されている「高齢受給者証」

を兼ねた保険証が交付されます。診療を受けるときは、負担割合が記載されている保

険証を窓口に提示してください。75 歳になると国保から「後期高齢者医療制度」に移

行します。

70 歳になる月の翌月（１日が誕生日の人はその月）から対象となります。毎年７月

31 日までの期限となります。※負担割合が記載された保険証は該当する月までに郵送

で交付します。

所得に応じて自己負担の割合などが決まるため、所得の申告が必要な方は忘れずに申

告をしてください。

　次の区分に該当している方の新しい受給者証（医療福祉費受給者証）を、６月下旬に郵

送します。

● 重度心身障がい者　● 父子家庭　● 母子家庭

※所得不明等の理由により郵送されない場合があります。その際は、別途ご連絡します。

※ 所得区分が低所得Ⅰ・Ⅱの方と現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は、国保窓口に申請する

と「限度額適用（標準負担額減額）認定証」の交付を受けることができます。

問合せ　町民課　国保年金担当　☎ 76 － 8125

所得区分 負担割合

一般、低所得Ⅰ・Ⅱ ２割

現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ ３割

国保情報

えがお
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　町内小学２・４・６年生と、中学２年生を対象に「我が家の作文コンクール」を実施しました。各地区から作

品 349 点が応募され、各賞が決定しました。

　広報だいごでは、今月号から優秀作品６作品を掲載します。また、入賞作品 39 点が掲載された作文集を中央公

民館で配布しています。

※学校名・学年は昨年度のものです。

賞 題　　名 学校名 学年 氏　　名

１ 町長賞 遠く離れていても 袋田小 6 中瀨　華奈

２ 町長賞 母に見せたい私の姿 大子西中 2 菊地　咲良

３ 議長賞 たのしいたん生日 生瀬小 2 石井　綾太

４ 議長賞 私の祖父 生瀬中 2 菊池　奏良

５ 教育長賞 ぼくのお父さん 依上小 4 高橋　奏介

６ 教育長賞 大切な家族 南中 2 小室　晴雅

７ 町民会議会長賞 ぼくの左うで だいご小 2 菊池　圭太郎

８ 町民会議会長賞 わたしのおかあさん 依上小 2 田澤　佳歩

９ 町民会議会長賞 家族で年こし さはら小 4 石井　悠翔

10 町民会議会長賞 いつもありがとう 黒沢小 6 二方　里莉

11 町民会議会長賞 がんばるおじいちゃん だいご小 4 大藤　颯太

12 町民会議会長賞 私のおじいちゃん 生瀬小 4 山田　あやめ

13 町民会議会長賞 幸せな家庭 大子中 2 星　聖莉愛

14 町民会議会長賞 ぼくのおねえちゃん 上小川小 2 菊池　悠斗

15 町民会議会長賞 ぼくの仕事 上小川小 6 大石　和輝

16 佳　作 ゆめはりょうり人 だいご小 2 綿引　蒼太郎

17 佳　作 ぼくのお父さん だいご小 4 清水　悠惺

18 佳　作 家族の合言葉は「ありがとう」 だいご小 4 永原　蒼空

19 佳　作 ご長寿ひいおばあちゃん だいご小 6 髙﨑　伶奈

20 佳　作 ぼくの年末 だいご小 6 綿引　琢斗

21 佳　作 家族との思い出 大子中 2 綿引　颯汰

22 佳　作 私の将来 大子中 2 樋田　そら

23 佳　作 ぼくの家族 依上小 6 伊澤　晴樹

24 佳　作 家族がいるから 大子西中 2 槇　彩名

25 佳　作 二人のおばあちゃん さはら小 2 我妻　陽介

26 佳　作 弟 さはら小 6 堀江　琉聖

27 佳　作 ぼくの家族 黒沢小 4 金澤　斡紀

28 佳　作 私の大好きな家族 大子中 2 益子　雄翔

29 佳　作 ぼくのじいじ だいご小 2 塙　怜也

30 佳　作 お母さんと自転車乗り だいご小 6 大坪　重孝

31 佳　作 これからの私の役割 大子中 2 菊池　悠舞

32 佳　作 家族の絆 生瀬小 6 菊池　葉月

33 佳　作 ぼくのじいじとばあば 袋田小 2 根本　獅凰

34 佳　作 ぼくら最強応援団 袋田小 6 菊池　拓

35 佳　作 夏休みチャレンジ大成功 上小川小 4 仁平　純聖

36 佳　作 我が家のきまり 上小川小 6 木村　真将

37 佳　作 私のスーパーひいおばあちゃん 南中 2 大森　彩可

38 佳　作 わたしの家ぞく 上小川小 2 園部　実咲

39 佳　作 わたしのじいちゃんばあちゃん 上小川小 4 大石　愛深

平成30年度 我が家の 

Public Information DAIGO June201914



町長賞

遠く離れていても

袋田小学校　６年　中瀨華奈

「昨日からの豪雨で、広島県では堤防の決かいなどの災害が拡大しており、大きな災害に

なっています。」「山が崩れて、この地区ではほぼ半数の家が、土砂に押し流されています。」

平成 30 年７月 10 日、テレビを見ていると、何度も何度も広島の災害について放送されて

いました。「おばあちゃん達、大丈夫かな。」私はとっても心配になりました。

私には、広島に住むおばあちゃんがいます。お父さんのお母さんです。遠くに住んでいま

すが、いつも私達家族のことを気にしてくれるやさしいおばあちゃんです。今回のニュースで、

私はおばあちゃんが「どうしているかな。」「だいじょうぶかな。」と、とても心配になりまし

た。大子町は、幸いにも自然の災害が少ないので、私は体験したことがありません。だから、

テレビで見る広島の様子は、おばあちゃんの住んでいる町ということで、とても関心が高ま

りました。お母さんが、

「電話してみようか。通じるといいんだけど。」

とおばあちゃんに電話してくれました。

「ありがとうね。この辺はだいじょうぶだったよ。みんな元気だよ。」

と、おばあちゃんの声を聞いて、一安心しました。でも、会社から帰って来たお父さんはちょっ

と元気のない顔をしていました。遠く離れていると、おたがいに心配することが、多いなあ

と思いました。早くおばあちゃんに会える日があるといいのにと思うようになりました。

夏休みが近くなったある日、お父さんから

「今年の夏休みは、広島へ行ってみよう。」

と言われました。私は、とってもうれしくなりました。おばあちゃんに会えるからです。さっ

そく、おばあちゃんに電話をして伝えました。おばあちゃんも、とっても喜んでくれました。

私はうれしくて、学校に行って、夏休み広島に行くことを、友達や先生に話しました。夏休

みがとっても待ち遠しくなったのです。

いよいよ、広島に着きました。新幹線で広島駅に着いた時、私はわくわく、どきどきでした。

久しぶりにおばあちゃんに会うからです。お父さんやお母さんはもちろん、弟もとってもう

れしそうでした。久しぶりに会えたおばあちゃんも、笑顔でした。災害の片づけが全て終わっ

たわけではない町を見て、私はびっくりしましたが、やっぱり、家族みんながそろった笑顔は、

最高でした。遠く離れて暮らしていても、家族は家族です。いつも相手を思い生活している

家族が私は大好きです。ずっとずっと元気でいてほしいとおばあちゃんのことを思いながら、

大子で生活する４人家族のことを、大切にしたいなという思いをさらに強くしました。

 作文コンクール
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日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課

1日 （土）

2日 （日）

3日 （月）

4日 （火） 定期健康相談 保 13：30～15：00 一般 健

5日 （水）
お知らせ版６月５日号発行

心配ごと相談 文 13：00～15：00 一般 社協

6日 （木）

7日 （金）

8日 （土）

9日 （日） 結婚相談会 文 10:00～15:00 一般 ま

10日（月） 健康教室 文 13：30～15：00 一般 健

11日（火）

１日年金事務所（出張年金相談）

（予約先：水戸北年金事務所

☎029－231－2283）

役 10：00～14：00 要予約

定期健康相談 保 13：30～15：00 一般 健

12日（水） 飲用井戸水水質検査 保 10：00～11：00 一般 健

13日（木）

14日（金） 巡回労働相談（ハローワーク常陸大宮） 公 10：00～14：30 一般 観

15日（土）

16日（日）

17日（月）

18日（火） 定期健康相談 保 13：30～15：00 一般 健

19日（水） 心配ごと相談 文 13：00～15：00 一般 社協

20日（木）
広報だいご７月号発行

お知らせ版６月２０日号発行

21日（金）

22日（土）

23日（日）

24日（月）
健康教室 文 13：30～15：00 一般 健

こころの相談 保 13：00～16：00 要予約 健

25日（火） 定期健康相談 保 13：30～15：00 一般 健

26日（水） 物忘れ（認知症）相談 包 13：00～16：00 要予約 包

27日（木）

28日（金） いばらき就職支援センター出張相談 公 10：00～15：00 一般 観

29日（土）

30日（日）

連 絡 先
公 中央公民館 72－1148

保 保健センター 72－6611

役 大子町役場 72－1111

議 議会事務局 72－1115

総 総務課 72－1114

ま まちづくり課 72－1131

観 観光商工課 72－1138

消費 消費生活センター 72－1124

税 税務課 72－1116

農 農林課 72－1128

建 建設課 72－2611

福 福祉課 72－1117

包 地域包括支援センター 72－1175

健 健康増進課 72－6611

生環 生活環境課 76－8802

衛 衛生センター 72－3076

環 環境センター 72－3042

町 町民課 72－1112

消防 消防本部 72－0119

水 水道課 72－2221

学 学校教育担当 79－0170

社協 社会福祉協議会 72－2005

文 文化福祉会館「まいん」 72－2005

月　　日 病　院

５月27日～　６月２日 久保田病院

３日～　　　 ９日 慈泉堂病院

10日～　　　16日 保内郷メディカルクリニック

17日～　　　23日 久保田病院

24日～　　　30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

● 救急協力当番病院 ●

カレンダー 2019年6月

町県民税　第１期

納期限は７月１日（月）です。

税務課　☎72－1116

日　時　６月13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

　　　　６月６日（木）から予約を受け付けます。

　　　　（先着18人）

問合せ　総務課秘書職員担当　☎72－1113

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。

★人　口 16,994人（－33）

　　男 8,357人（－11）

　　女 8,637人（－22）

★世帯数 7,383戸（ ＋６）

町の人口と世帯
（令和元年５月１日現在）

６月の
納付のお知らせ

６月の
広域無料法律相談の
お知らせ

延長窓口のお知らせ

町の人口と世帯
（前月比）
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今月のイベント ６月
開催期間 イベント名 問合せ先

１日 久慈川鮎釣解禁 久慈川漁業協同組合
☎0295－
52－0038

２日 OSJ奥久慈トレイル50K 観光商工課 ☎72－1138

４日 老人クラブ対抗クロッケー大会 教育委員会事務局生涯学習担当 ☎72－1148

22日 中田植（御田植祭） 近津神社 ☎72－8329

上旬～中旬 新茶収穫祭 奥久慈茶業組合 ☎78－0538

上旬～下旬 芦野倉花菖蒲園まつり 芦野倉花菖蒲園保存会ひくぞー会 ☎72－8035

※各イベントの詳細については、事前に問合せ先へご確認ください。

22日 近津神社の中田植

毎年夏至の日に近津神社（下野宮）で

行われている中
ちゅうだうえ

田植が今年も６月 22 日

に実施されます。江戸時代前中期にはす

でに行われていたとされるこの祭礼は、

毎年たくさんの参観人が訪れ、神事や早

乙女が行う田植えを見守ります。

収穫されたお米は、神饌としてお供え

されます。豊作だけでなく、家内安全、

無病息災を祈願する祭礼です。

また、参拝客との交流も兼ねた餅つき

や中田植市も行われます。ぜひお越しく

ださい。

Pick Up
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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へご連絡ください。

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

町の情報をアプリでお知らせ

フォトだいご
第８回大子ふるさと博覧会＆久慈川に鮎を放そう

５月３日から５日にかけて、大子ふるさと博覧会が開催され、町内各地を会場として、町の工芸品の展示

や体験会などが行われました。

また、こどもの日に併せて、奥久慈だいご観光やなで鮎の放流が行われました。流が行われました。
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