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　10月９日に、久慈川・那珂川流域の水害に関する自然災害伝承碑８基（うち大子町は３基）

が、国土地理院のウェブ地図「地理院地図」に公開されました。

自然災害伝承碑が地理院地図に載ります

問合せ　教育委員会事務局　生涯学習担当　☎ 72－ 1148

　久慈川とその支流の八溝川、押川、滝川などの流域は、ほぼ毎年のように洪水に見舞われ

ていました。

　明治 23年（1890 年）８月７日、前日からの大雨により久慈川沿岸は未曽有の大洪水に

見舞われ、河川の水位は平時と比べて約 6.6 ｍ増水しました。人や家畜が流され、旧大子村

では大半の町家が浸水しました。

　この洪水から１年後、袋田村大字池田仲組の有志が、後世への戒めとして、「洪水被害伝

承碑」を建てました。

明治 23年の水害

　自然災害伝承碑とは、過去に発生

した津波、洪水、火山災害、土砂災

害などの自然災害の様子や被害状

況が記載されている石碑やモニュ

メントです。

　当時の被災場所に建てられてい

ることが多く、地図に示すことで地

域住民の防災意識の向上が期待で

きます。

自然災害伝承碑とは

明治二十三年洪水被害伝承碑

大字池田（国道 118号法面）

可恐（おそるべし）

大字久野瀬111-1（諏訪神社入口）

可恐（おそるべし）

大字袋田 1972-10
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道路・河川に関する要望を行っています

　安心して暮らせる生活環境の構築、道路の利便性の向上を目指し、

各関係機関等に対して町長が要望活動を行いました。

つくば市・大子町間幹線道路整備促進に関する要望
　▶要望先　　茨城県政策企画部　茨城県土木部

　▶内　容　　 「2050 年頃の茨城の姿」に位置づけられている、

　　　　　　　 つくば市・大子町間の県道の整備促進、茨城縦貫幹線

　　　　　　　道路の早期事業化の推進

　大子町長は副会長職

国道 118号整備促進に関する要望
　▶要望先　　茨城県土木部

　▶内　容　　・ 袋田バイパスの整備促進　…　ダブル

ネットワーク構築により災害時の孤立

を解消

　　　　　　　・ 無電柱化「池田工区」の整備促進　…　

緊急輸送道路の機能強化

　大子町長は副会長職

茨城北部幹線道路および水戸外環状道路の
整備促進に関する要望
　▶要望先　　茨城県土木部

　▶内　容　　 常陸那珂港区から栃木、福島への連携強

化に資する路線の重要物流道路の指定、調査促進

国道 461号整備促進に関する要望
　▶要望先　　 財務省　国土交通省　経済産業省　国土交通省関東地方整備局　地元選出

国会議員

　▶内　容　　・湯の里大橋の修繕

　　　　　　　・上岡橋の架替

　　　　　　　・無電柱化の推進

　　　　　　　・防災道の駅の認定

　大子町長は副会長職

久慈川改修促進に関する要望
　▶要望先　　 財務省　国土交通省　経済産業省　国土交通省関東地方整備局　地元選出

国会議員

　▶内　容　　・久慈川水系流域治水プロジェクトの推進

　　　　　　　・河川情報の充実　…　水位計や河川監視カメラなどの施設整備

　　　　　　　・「減災・防災、国土強靱化のための３か年緊急対策」の延長

　　　　　　　・まちづくりと一体となった治水対策の推進

　大子町長は理事職
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　関東経済産業局では、ヘルスケアベンチャー等民間企業の

力を活用し、超高齢社会における地域課題の解決を促進して

います。その一環として、10月 27日（火）に、民間企業

との連携に意欲的な５自治体から、介護予防や人材不足等に

係る地域課題やニーズをヘルスケアベンチャー向けに発表す

る「ガバメントピッチ」が開催されました。

　大子町もガバメントピッチに参加し、解決したい課題や

ニーズをアピールしました。

　イベント終了後から11月６日までに、ガバメントピッチを聴講したベンチャー企業から事

務局へ提案が寄せられました。今後、大子町とベンチャー企業との一次面談を実施し、一定

の効果が見込める可能性が高いと判断したものは、来年度以降の事業として検討していきます。

大子町の提案内容（概要）

町がしたいこと 　介護事業所の人材不足の解消、介護事業のイメージアップ

　現在もすべての事業所で人材が不足し、半分以上が 50歳以上です。20年後には、現在の

就業者の半数以上が退職し、危機的な人材不足となります。

町がベンチャー企業に求めるもの 　介護事業所の「生産性向上」に資する IT（IoT）ソリューション

　提案の規模や、生産性向上までのロジックが直接的・間接的であるかは問いません。

町と共創するメリット 　①モデルケースになり得る、②適度な人口規模、③町が介護事

業所の運営に携わっている、④地元の高校に福祉系列の学科がある、⑤社会福祉法人 善光会

との連携

　高齢化率県内１位で、数年～数十年後には他市町村も同様の課題に直面すると考えられます。

人口も全国的にほぼ中央値で、「大子モデル」の確立により、他市町村への応用も可能にな

ります。

問合せ　福祉課　高齢介護担当　☎ 72 － 1135

自治体×ヘルスケアベンチャー
による地域課題解決促進
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大子まちなかビジョン推進協議会

問合せ　まちづくり課　☎ 72－ 1131

　中心市街地の空洞化進展、人口減少などの現状や、令和元年東日本台風での被災などを踏

まえ、大子町の新たなまちづくりを考える「大子まちなかビジョン推進協議会」が設置され

ました。大子町長、大子町議会議長、大子町商工会長を始め、国・県の職員や大学教授など

12人が協議会の委員となり、10月 19日に大子町営研修センターで第１回協議会が開かれ

ました。

　今後、第２回、第３回の協議会を行い、今年度中に「大子まちなかビジョン」を策定する

予定です。

まちなかのまちづくり施策の柱（案）

・大子町役場跡地の利活用

　　敷地かさ上げ、排水処理施設の整備、役場機能出張サービス、

　　道の駅第２駐車場の整備、公園・イベント広場・防災拠点・施設等の整備

・道の駅奥久慈だいごの防災機能・交流機能の強化

　　駐車場の拡大、観光物産館の改修、サイクリストゾーンの整備

・久慈川緊急治水対策プロジェクトの推進

・自動運転システムの試行（常陸大子駅～役場新庁舎間）

・道路ネットワークの機能向上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

「防災道の駅」

の指定を目指す

方針１

防災力のある

まちづくり

方針２

賑わいのある

まちづくり

方針３

周辺と連携した

まちづくり
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利用者の声

　（乗合タクシー）

　・送り迎えを家族に頼まず夜飲みに行けるようになったので大変ありがたい。

　・スマホが使えない人のためにインターネット予約を代理でできるようにしてほしい。

　・知り合いを途中で乗せられるような予約機能を追加してほしい。

　・町民用を北部と南部で分けずに町内全域を移動できるようにしてほしい。

　・りんご園などにも行けるよう観光用の乗降所を増やしてほしい。　　　　　　など

　誰もが利用しやすくなるよう、対策を検討していきます。

AI 乗合タクシーのほか、町内には以下の交通手段もありますので、目的や時間に

合わせご活用ください。利用方法など詳しくは、各事業者にお問い合わせください。

　〇路線バス　　茨城交通株式会社 大子営業所　☎ 72－0428

　〇町民無料バス　大子町まちづくり課　☎ 72－1131

　〇タクシー

　　・有限会社　滝交通　☎ 72－0073

　　・茨城交通株式会社　☎ 72－0055

　　・有限会社　ドリーム　☎ 76－0313

　　・古谷ケアタクシー　☎ 72－3016

　　　（古谷ケアタクシーは、自力歩行が困難な方が対象です。）

AI 乗合タクシーなど公共交通に関する

実証実験を行っています

　地域住民や観光客の移動利便性向上と、町内観光業・飲食業等の地域経済の活性化を図

るとともに、持続可能な公共交通体系の再構築に係る新たな移動手段の効果検証を目的と

して「大子町公共交通実証実験」を実施しています。開始して１か月が経過しましたので、

10 月 31 日現在の利用状況についてお知らせします。

　今後も、PR の強化を図るとともに、登録・予約の方法を周知し、利用促進に努めます。

※ 町では、高齢者や障がい者の方などを対象とした、タクシー利用料金の１/２または

３/４を助成する事業を行っています。詳しくは、まちづくり課にお問い合わせください。

臨時無料巡回バス 町民AI 乗合タクシー 観光AI 乗合タクシー 夜間AI 乗合タクシー カーシェアリング

月・金

午前・午後各１便

（祝日・年末年始運休）

（運行地区：南田気、下津

原、袋田駅前、仮設住宅）

火・水

9 時～ 17 時

（16 時最終受付）

（祝日・年末年始運休）

土・日・祝日

9 時～ 17 時

（16 時最終受付）

（年末年始運休）

金・土・祝日前日

17 時～ 23 時

（22 時最終受付）

（年末年始運休）

全日

（24 時間 365 日）

運行

日数

利用

者数

運行

日数
件数

利用

者数

運行

日数
件数

利用

者数

運行

日数
件数

利用

者数

登録

者数

利用

者数

9 42 8 66 112 9 6 13 10 46 72 28 21
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便利なAI乗合タクシーとカーシェアリングを

ぜひご利用ください!!

AI 乗合タクシー（無料） カーシェアリング（有料）

・ AI 乗合タクシーは「乗り合い」で運行するため、

乗車時間、降車時間が前後する可能性があります

のでご注意ください。

・乗車の際には、アンケートにご協力ください。

利用時の注意点

〇 AI 乗合タクシー専用サイト

AI乗合タクシー予約方法　※当日予約

〇カーシェアリング専用サイト

①会員登録をする

②降車場所・乗車場所を入力

③乗車人数・希望時間を入力

④予約内容が配信される

⑤予約完了

⑥乗車場所待機

（乗車時に予約者名を伝える）

①会員登録をする

　（48 時間以上前）

②乗車ステーションを選択

③乗車日・日時を入力

④返却日・日時を入力

⑤ NOC（営業補償）サポート

プランの活用・不活用を選択

⑥予約する（予約完了）

カーシェアリング予約方法

○利用可能日：全日利用可能

○配置場所

・大子町役場ステーション 1 台

・大子町文化福祉会館「まいん」ステーション１台

○利用料金

　100 円／15 分～お得なパック料金あり！

町民 AI 乗合タクシー

火（北部）･ 水（南部）

（祝日・年末年始運休）

9:00 ～ 17:00（16:00 最終受付）

観光 AI 乗合タクシー

土日 ･ 祝日

（年末年始運休）

9:00 ～ 17:00（16:00 最終受付）

夜間 AI 乗合タクシー

（町内飲食店利用者）

金・土・祝日前日

（年末年始運休）

17:00～23:00（22:00最終受付）

大子町役場まちづくり課

☎　0295－72－1131

（平日 8：30～ 17：15対応）

情報掲載大子町ホームページ

町民AI乗合タクシー電話予約方法　※当日予約

①予約専用電話（090－7209－4152）に電話をする

②氏名、電話番号、降車場所、乗車場所、希望時間、乗車人数を伝える

③オペレーターから乗車可能時間を聞く

④予約完了

⑤乗車場所にて待機（乗車時に予約者名を伝える）
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みんなで がんばろう● 運動会、体育祭

　９月から 11 月にかけて各学校・保育所で行われる運動会や体育祭は、感染症対策を

万全にして実施しました。

　例年と異なる点も多い中、それぞれ工夫して開催され、子どもたちも生き生きしてい

ました。

● りんご狩り

　今年の秋もりんごがたくさん実り、りんご狩りを楽しむお客さんでにぎわいました。

問合せ　観光商工課　☎72－1138問合せ　観光商工課　☎72－1138

ました。
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みんなで がんばろう ● 水郡線貸切列車のお出迎えをしました

　11 月３日に、「いばらきよいとこプラン『水郡線貸切列車で行く！秋の奥久慈路を楽

しむ旅』」のツアー参加者を袋田駅でお出迎えしました。このツアーは、水郡線一部運転

再開を記念し、通常は運行しない特別ルート（水戸 - 常陸太田 - 袋田）を快速運転特別ダ

イヤで運行されたものです。

　参加者は、特別な車内放送を聞きながら水郡線沿線の秋の風景と食を楽しみました。

袋田駅下車後は、袋田の滝や旧上岡小学校など町内の観光地を訪れました。

問合せ　まちづくり課　☎72－1131

● 塙に新しいハス田

　「大子町遊休農地等活用事業」の補助金を活用してハス田が整備されました。

　今年の夏から秋にかけて、きれいな花を咲かせました（写真提供　綿引 勝春さん）。

問合せ　まちづくり課　☎72－1131

列車の
到着を待つ
たき丸
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　シルバーリハビリ体操は、茨城県が推進している介護予防のための体操で、どのような姿勢でも、いつ

でも、どこでも、一人でもできる体操です。今回は町長と担当職員が体験参加しました。

　毎週木曜日（祝日を除く。）の午後１時 30 分から、文化福祉会館「まいん」で「いきいきヘルス体操教室」

を開催しています。シルバーリハビリ体操指導士から体操を教わることができます。事前予約なしで参加

できますので、お気軽にご参加ください。

※会場の都合等により中止になる場合があります。※マスク着用など感染症予防にご協力をお願いします。

問合せ　社会福祉協議会　☎ 72－ 2005

シルバーリハビリ体操を始めてみませんか？

問合せ　健康増進課　☎ 72－ 6611

　11 月２日に、安心して子どもを産み育てることができるよ

う妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のないサポートを

行う「大子町子育て世代包括支援センター　すくすく」ができ

ました。これからお母さんになる方や子育て中のご家族を応援

します！

場所：大子町大字大子 1846（保健センター内）

開設：平日 ８：30 ～ 17：15（土日・祝日、年末年始はお休み）

○ 母子健康手帳交付時にすべての妊婦さんを対象に面接を行

い、妊娠・出産・子育てに関する疑問や質問、相談などに応

じます。

○ 一人一人の状況に応じた相談に乗り、妊娠・出産・子育てに

関する情報提供、「支援プラン（すくすくプラン）」の作成

を行います。

○ 医療機関、子育て支援センター、保育施設、福祉課、教育委

員会等と連携しながら、切れ目のない相談支援を行います。
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新型コロナウイルス感染症に関する相談先が変わりました

問合せ　健康増進課　☎ 72－ 6611

【県からの相談先変更のご案内】
○ 県では、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備え、発熱患者に対応

可能な診療・検査医療機関を指定しました。

　 大子町では、「慈泉堂病院」、「久保田病院」、「保内郷メディカルクリニック」、「袋田病院」、「吉成

医院」、「岩佐医院」が指定されています。

○ 発熱等の症状がある方は、まず、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関に必ず電話などで連絡

をした上で、マスクを着用するとともに指定された時間を厳守し、医療機関の指示に従って受診

するようお願いします。

○ かかりつけ医がない場合などについては、近隣の診療・検査医療機関をご案内しますので、受

診・相談センター（県庁：☎ 029－301－3200　または　ひたちなか保健所：☎ 029－265－

5515）へご相談ください。

【県ホームページ　新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口について】

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/
idwr/information/other/documents/corona-soudan.html

【町民の皆さんへのお願い】
〇 感染対策の基本となる行動を一人一人が心掛けてください。手洗い・手指消毒、咳エチケット（マ

スクの着用）、三密回避、室内の換気、共有部分の消毒等に努めましょう。

〇 新型コロナウイルス感染症への恐怖心や不安感から、感染者やその家族、医療機関、医療従事者

等に対しての人権侵害、風評被害が起こっています。

　 誤解や偏見に基づく差別、誹謗中傷、個人の特定や勝手な個人情報の公開、不確かな情報の発信

は慎むようお願いします。

、

、

、

8：30～22：00（土日・祝祭日を含む。）

029-301-3200（直通）

9：00～17：00（平日）

、

【県民の皆さんへ】
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ニュースだいご

　大子町消防団が防災功労者内閣総理大臣表彰

の受賞を町長へ報告しました。

　大子町消防団は、令和元年東日本台風の影響

による集中豪雨で、延べ 1082 人が出動しま

した。昼夜にわたり水防活動を行うとともに、

住民の避難誘導、人命救助活動を行い、懸命に

町民の命を守るため活動しました。平素の水防

意識の高揚と消防精神で、被害の軽減に多大な

貢献をしました。

10 月８日

大子町消防団 令和２年防災功労者内閣総理大臣表彰 受賞報告

　株式会社大崎運送から、インクジェットカ

ラープリンターやワイヤレススピーカーなど

計７点が、同社の近隣に所在する生瀬小学校

へ寄贈されました。

　「未来の夢応援債」は、常陽銀行が受け取っ

た手数料の一部で図書やスポーツ用品を購入

し学校等に寄贈するサービスが追加された、資

金調達のための金融商品です。

10月16日

私募債による寄贈品贈呈式

　佐
さ く ま

久間勝
かつ み

海さん（塙）が大子町固定資産評

価審査委員会委員に任命されました。

　佐久間さんは、平成 20年 10月から大子町

固定資産評価審査委員会委

員として務め、今期で５期

目となります。

　任期は令和５年 10 月

11日までの３年間です。

10月13日

大子町固定資産評価審査委員会委員の辞令交付式
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ニュースだいご
消防本部において、消防ポンプ車９台、小型動

力ポンプ41台の性能検査を実施しました。

ポンプ性能検査は、大子町消防団が保有する消

防ポンプ車・小型動力ポンプの放水能力および装

備品の検査をすることで、消防活動に支障が生じ

ないように毎年実施しています。

大子町消防団では、今後も継続して消防活動に

必要な車両や資機材の点検を行い、安心・安全な

まちづくりに努めていきます。

10月25日

令和２年度大子町消防団ポンプ性能検査

　排水ポンプ車が納車され、11月 13日には操

作方法説明会（第１回訓練）が行われました。

　排水ポンプ車は、住宅地が浸水した場合や道

路が冠水した場合に、現場の最前線に速やかに

駆けつけ、排水作業を行う車です。小型の排水

ポンプと自家発電機が搭載され、災害時に大量

の水をいち早く取り除くために使用されます。

　全国の地方整備局や自治体に配備されていて、

近年は利用の機会も増加しています。

10月29日

排水ポンプ車の導入

　全国防犯協会連合会および茨城県防犯協会から表彰を受けた大子地区防犯協会会員および

団体へ表彰状を伝達しました。

　また、茨城県企業防衛対策協議会大子地区推進協議会から大子地区防犯協会へ防犯のぼり

旗が贈呈されました。

11 月５日

大子地区防犯協会表彰式・防犯のぼり旗贈呈式
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こんにちは、地域包括支援センターです

～知っていますか？成年後見制度～

成年後見制度とは・・・

認知症や障害などによって物事を判断する能力が十分でない方（本人）について、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、本人を法的に支援する制度です。

成年後見人の役割

・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。

・ 身上監護（保護）：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。

問合せ　地域包括支援センター　☎ 72－ 1175

任意後見制度

　 …現在はまだ判断能力があるが、将来、不十分になったときに備え、自分で任意後見人を選び

契約を結んでおく制度。判断能力が不十分になったときに何をしてもらいたいか、あらかじめ

話し合い、その内容を、公正役場で公正証書にしておきます。

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の２種類があります。

法定後見制度

　…本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。

　判断能力に応じていずれかの後見人が決定されます。

後見人 保佐人 補助人

対象者
判断能力が欠けている

のが通常の状態の方

判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方

判断能力

の程度

日常の買い物も一人

ではできない

日常の買い物はできても、重要な取

引行為はできない

重要な取引行為を一人で

行うのは困難または不安

後見人等

の権限

本人の財産を管理し、

本人に代わって契約

を交わしたり、本人

が交わした契約を取

り消すことができる。

重要な契約には保佐人の同意が必

要。保佐人の同意を得ずに交わされ

た契約は取り消すことができる。家

庭裁判所に申し立てをして定められ

た範囲に関して契約の代理を行う。

家庭裁判所に申し立てを

して定められた範囲に関

して、契約の代理や取り

消しを行う。

※すべての行為を取り消すことができるわけではなく、類型ごとに制限があります。

※保証人や身元引受人、医療行為の同意等、後見人にはできないことがあります。
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問合せ　地域包括支援センター　☎ 72－ 1175

認知症は、どんな病気？
　認知症は、脳の病気です。脳の細胞が壊れたり、働きが悪くなったりすること

で、普段の生活に支障が出てくる状態をいいます。

主な認知症の症状
記憶障害：物事を覚えられなくなったり、覚えていたことを思い出せなくなったりする。

見当識障害：時間や場所、やがては人との関係などが分からなくなる。

徘徊：外へ出て行き、そのまま家に戻れなくなる。

妄想： 大切な物を盗まれた、家族に見捨てられるなど事実でないことを事実と思

いこむ。

抑うつ：気分が落ち込み憂うつになる。表情も乏しくなり無気力になる。

早期発見・早期治療
　認知症は、原因によっては、適切な対応をすることで進行を抑えることが可能です。認知症の

サインに気付いたら、早めに医療機関を受診しましょう。かかりつけ医に相談したり、専門医が

いる医療機関を受診したりすることがおすすめです。

認知症を正しく知ろう～基礎編～

認知症疾患医療センター
　認知症疾患医療センターは、認知症に関する詳しい診断、行動・心理症状や身体の合併症への

対応などを行う医療機関です。大子町近隣では、志村大宮病院・栗田病院・日立梅ヶ丘病院があ

ります。受診したい場合や、詳細を知りたい方は、地域包括支援センターへお問い合わせください。

認知症に関する事業
　大子町では、物忘れ（認知症）相談や認知症初期集中支援チームでの支援、Ｄカフェ（認知症

カフェ）などの事業を行っています。詳細を知りたい方は、地域包括支援センターへお問い合わ

せください。

　地域包括支援センターでは、主任介護支援専門員・社会福祉士・保健師が、高齢者の方のさま

ざまな相談に応じています。認知症や介護予防など、知りたいことや心配なことがありましたら、

お気軽にご連絡ください。

お気軽にご相談ください

受診するときのポイント～受診の前に、生活の様子をまとめておきましょう～

・いつごろから、どのような症状が現れたか

・これまでかかった病気や、現在の病気

・今飲んでいる薬
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問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎７９－０１７０

　今年度は、コロナウイルス感染拡大防止のために、児童が毎年楽しみにしている「稲作体験」や地

域の方々を招いて実施する「収穫祭（やまびこ祭）」等の行事が、中止や規模を縮小しての実施へ変更

になっています。しかし、コロナ禍でも生瀬の豊かな自然環境の中で 44 人の子どもたちが元気に生

活しています。

● ICTを活用した教育活動

　今年度本校は、「未来を幸せに生きる力を育む主体的・対話的で深い学びの推進～全教育活動での

『Google for Education』の活用を通して～」を校内研究テーマに掲げ、臨時休校中の４月からタブレッ

トを導入し、ICT（情報通信技術）を活用した教育活動に積極的に取り組んでいます。

　授業では、話し合いや発表、調べ学習の場面等で活用するとともに、社会科見学や学校探検等でも

積極的に活用しました。社会科見学では、教室とイチゴ農家をオンラインで結び、児童は教室にいな

がら農家の方に質問することができました。また、例年は１・２年生が手をつないで行う「学校探検」

も、２年生は各特別教室からオンラインで教室にいる１年生に説明するという形をとり、例年と変わ

らない成果をあげることができました。

● 自然と触れあう・人と触れあう　体験活動

　今年度からロングの昼休みを月曜日と金曜日の週２回設定し、体力向上に努めています。特に、金

曜日は、６年生が中心となって全校遊びを実施し、教職員も児童も一緒になって遊んでいます。また、

水曜日には「学校を自分たちできれいにする」「四季折々の自然を肌で感じる」という目的から花壇の

整備などを中心に外掃除を実施しています。先日は、春に収穫したチューリップの球根を仕分けしたり、

校舎裏山（学校林）の歩道に落ちた小枝を拾い集めたりする活動を行いました。このような自然と触

れ合う活動が認められ、緑の少年団コンクール「県知事賞」を受賞することができました。

輝く 大子の子どもたち
第68回

大子町立生瀬小学校
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　親の代はお茶、コンニャク、米、和牛な

どさまざま生産。高校を終えて親の手伝い

をしたが、40 代で勤めに出た。休日は農業

を手伝う兼業を続けていた 50 代半ば、同

地域内で常陸大黒を生産していた前部会長

に誘われて栽培に着手。常陸大黒は茨城県

が育成した花豆のオリジナル品種で、1 粒

約 2g という大きさと黒々とした艶が特徴。

「最初は県や JA の指導を受けたり、先輩の

話を聞いたりして見よう見まね」。

　７月初旬、ポットに種をまいて苗を育て、

ポットごと畑に移植。アーチのトンネルを

架けるとつるが這って葉を茂らせ、オレン

ジ色のかわいらしい花が終わる秋から実を

付ける。しかし、ほかの作物同様、病気や

害虫被害は避けられず、何より天候に左右

される。例年、１アール当たり 20 キロ収穫

できれば上出来だが、「作物は正直だから長

雨や酷暑が続くと実が入らないんだよね」。

サヤから外した大黒は十分乾燥させ、１粒

いいものつくる人

子大 町の

１粒に込める手間暇とブランドの味

Vol.5

渡辺　博明さん　（73）
常陸大黒生産部会長

〈特産品プレゼント〉　

常陸大黒生豆 200g 入り　5名様
　はがきまたは FAX、メールに、プレゼント品名と住所、氏名、

連絡先を明記してお送りください（12 月 20 日締め切り）。

送り先　〒 319-3526 大子町大子 636-1　

　　　　（一社）大子町特産品流通公社「特産品プレゼント」係まで

　　　　FAX 76-8240　メール info@daigo-iimono.com

問合せ　大子町特産品流通公社　☎ 76－ 8220

ごとに大きさや傷の有無を調べ等級ごとに

選別する。「選別が機械化されればもっと楽

になる。せっかくのブランド豆だから若手

に継いでもらいたいしね。」
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地域おこし協力隊活動報告 vol.78

【着任の御挨拶】
今年、９月１日に観光商工課フィルムコミッ

ション担当に着任しました竹山昌利と申します。

私は、８月の下旬まで映画プロデューサーを

していました。当初は、４月上旬に着任する予

定でしたが、３月末に完成予定の劇場用映画作

品「弱虫ペダル」の制作が、新型コロナウイル

ス感染症の影響を受け、制作中断を余儀なくさ

れました。結果、作品自体も４月＆５月の２か

月間の制作自粛のため、テレワークで残りの撮影準備をしました。緊急事態宣言が解除され

るやいなや、６月上旬から制作活動を始め、やっとのことで６月中に全シーンの撮影を終え、

８月 14日の全国公開に漕ぎ着けました。そんなこんなで、５か月遅れの着任になりました。

年はとっていますが、大子町の新人です。よろしくお願いいたします。

私自身は、今まで映画業界にどっぷり漬かり、プロデューサーを職として映画を製作・宣伝・

配給する業務をしてきたので、その経験を生かし、大子町をロケの街と呼ばれるようにして

いきたいと思います。

【フィルムコミッションって…？】
日本国内のフィルム・コミッションを統括する JFC（ジャパン・フィルム・コミッション・

コミッティー）のフィルム・コミッションの定義には、「映画やテレビドラマ、CMなどのロケー

ションを誘致し、撮影がスムーズに進行するようにサポートする非営利団体で、ロケーショ

ンされた映画やドラマを通じて、地域の知名度や地域愛着度を向上させ、観光客の増加につ

なげようとするもの」とありますが、西欧諸国などの映画先進国は、考え方や方向性が日本

のフィルム・コミッションとは相違する部分が多いのが実情です。それは、地域のフィルム・

コミッションに映像の制作知識を持った専門職の人間を配置し、専門部署を設置しているこ

隊員氏名★ 竹山 昌利（たけやま まさとし）
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問合せ　総務課　総務担当　☎72－1114

原子力災害に関する豆知識 Vol.5

　原子力発電施設における重大事故等により原子力災害が発生した場合、次のように段階的な行

動が求められます。大子町の一部の地区（盛金、北富田地区）にお住まいの皆さんは、事態の進

展に注意し落ち着いて行動してください。また、大子町は、近隣市町村の避難経路の一つに位置

付けられているため、多くの避難車両が通過することとなり、交通渋滞が発生することが予想さ

れます。対象地区以外にお住まいの方は、不要な外出を控え、多くの避難者が円滑に避難できる

ようご理解とご協力をお願いします。

災害が発生したら情報に注意しながら落ち着いて屋内退避や避難を実施してください。

避難が必要な段階屋内退避が必要な段階

災

害

発

生
一
時
移
転

避
難

屋
内
退
避

屋
内
退
避
準
備

情
報
収
集

町
民
（
盛
金
・
北
富
田
）
の
行
動

4321

自家用車

バス等

避
難
所

（3）
自家用車

バス等

避
難
退
域
時
検
査
場
所

（2）

自家用車

マイクロ
バス

一
時
集
合
所

（1）

安定ヨウ素剤の配布

＜避難の流れ＞避難、一時移転

の指示   

屋内退避の

実施

屋内退避の準備の

呼び掛け

行動

指示

放射性物質放出後全面緊急事態施設敷地緊急事態警戒事態事態の

レベル

屋内退避および避難の流れ

 災害発生時の行動

※

※空間放射線量が高くなった区域が対象

   高くない区域は、屋内退避を継続

問合せ　観光商工課　☎ 72－ 1138

とです。各々のフィルムコミッショナーの経験・知識を共有し、フィルムコミッショナーが

備えるべき資質や組織の機能強化を実現することを目的としています。また、各地のフィルム・

コミッションは、プリプロダクション、プロダクション、ポストプロダクションといった映

像関連産業の振興・雇用創出にも深く関与するなど、活動範囲を拡張し、映像製作者に対す

る助成制度やファイナンス相談に応じるなどのサービス提供を通じて、積極的に共同製作を

進め、映画産業にとっては不可欠な存在となっています。

隣国の韓国では、映画産業、映像産業を一大産業と見なし、国家プロジェクトとして韓国

国内各地のフィルム・コミッションと製作者の後押しをしています。私も、過去に製作した

映画作品「アイアムアヒーロー」（主演：大泉洋）でその恩恵を受けています。

兎にも角にも、映画産業に深く携わってきた私にとって、ロケ場所を誘致・提供するだけ

ではない、映画先進国型フィルム・コミッションを大子町に・・・。行き着くところ茨城県

内を広域型フィルム・コミッションにしていくことを目指しています。

また、次回には映像製作について書き記したいと思います。
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国保情報

えがお

重複服薬とは、同じ効能の薬を複数の医療機関で処方されて服用することです。

重複服薬は、体への負担はもちろん、自分が支払う医療費（薬代）の負担が大きく

なります。

重複する薬を減らすことで、体の負担も医療費の負担も減らすことができます。

お医者さんや薬との付き合い方について、かかりつけ医、かかりつけ薬局（薬剤師）に相談してみましょう。

問合せ　町民課　国保年金担当　☎ 76 － 8125

ご存じですか？

ジェネリック医薬品

思い当たることはありませんか？重複服薬

☆薬の有効性や安全性はすでに認められたものです。

　先発医薬品と薬の主成分が同じなので、効能・効果に変わりはありません。

☆先発医薬品より安価な価格が設定されています。

　開発や研究にかかる時間やコストが少ないので、その分安価になります。

　※すべての医薬品にジェネリック医薬品があるわけではありません。

大子町消費生活センターだより

注意ポイント

スマホ決済は、スマートフォンのアプリにクレジットカードやポイントカードを連動さ

せたり、現金をチャージした上で、ＱＲコード等を表示させて支払いを行う決済手段です。

現金を持ち歩かずに支払いができるため、便利で手軽な決済手段として、利用する方が

増えていますが、トラブルも増えている状況です。

利用する際は、不正利用やスマホ紛失などのトラブルも想定し、注意ポイントを確認し

ておきましょう。

①　 スマホ紛失時に備え、利用停止方法等を事前に確認しておきましょう。通信回線を止めても決済アプ

リの多くは利用できます。紛失に気付いたら、すぐにアプリ運営会社や、アプリに登録したクレジッ

ト会社等に連絡しましょう。

②　スマホやアプリのロック機能、アプリのパスワードを設定しましょう。

③　 スマホで決済した金額はその場で必ず確認し、支払完了時のメールやレシート、利用履歴等は必ず残

しておきましょう。

④　 スマホに登録したクレジットカードの利用明細をこまめに確認しましょう。身に覚えのない利用が

あったときは、アプリ運営会社とクレジット会社に連絡しましょう。

⑤　機種変更する際のデータ移行方法を、事前に確認しておきましょう。

　もしも、トラブルに巻き込まれてしまったら大子町消費生活センターへご相談ください。

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。）

スマホ決済は、スマートフォンのアプリにクレジットカードやポイントカードを連動さ

便利で手軽なスマホ決済 ～トラブルに備えていますか？～

！

新薬（先発医薬品）の特許期間が切れた後に

発売される、同じ有効成分を同量含み、同等の

効き目があると認められた医薬品をジェネリッ

ク医薬品といいます。

まずはお医者さん・
薬剤師さんに相談
してみましょう。
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カレンダー 2020年12月
連 絡 先

役 大子町役場 72－1111

公 中央公民館 72－1148

保 保健センター 72－6611

衛 衛生センター 72－3076

環 環境センター 72－3042

水 水道課 72－2221

消防 消防本部 72－0119

文 文化福祉会館「まいん」 72－2005

社協 社会福祉協議会 72－2005

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

町 町民課 72－1112

学 学校教育担当 79－0170

月　　日 病　院

11月30日～12月６日 保内郷メディカルクリニック

７日～　　 13日 慈泉堂病院

14日～　　 20日 久保田病院

21日～　　 27日 保内郷メディカルクリニック

28日～１月３日 久保田病院

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 ●

固定資産税　第３期

国民健康保険税　第６期

介護保険料　第６期

後期高齢者医療保険料　第６期

納期限は、１月４日（月）です。

税務課　☎72－1116

日時　　12月10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

　　　　 12月３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 16,320人（－54）

　　男 8,035人（－29）

　　女 8,285人（－25）

★世帯数 7,276戸（－16）

町の人口と世帯
（令和２年11月１日現在）

12月の
納付のお知らせ

12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）

日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課

1日 火 定期健康相談 保 13：30～15：00 一般 健

2日 水 心配ごと相談 文 13：00～15：00 一般 社協

3日 木

4日 金 人権相談 役 10：00～12：00 一般 総

5日 土

6日 日

7日 月 お知らせ版１２月７日号発行

8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

9日 水 飲用井戸水水質検査 保 10：00～11：00 一般 健

10日 木

11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

12日 土

13日 日

14日 月

15日 火 定期健康相談 保 13：30～15：00 一般 健

16日 水 心配ごと相談 文 13：00～15：00 一般 社協

17日 木

18日 金

19日 土

20日 日

21日 月

広報だいご１月号発行

お知らせ版１２月２１日号発行

こころの相談 保 13：00～16：00 要予約 健

22日 火 定期健康相談 保 13：30～15：00 一般 健

23日 水

24日 木 物忘れ（認知症）相談 保 13：00～16：00 要予約 包

25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

26日 土

27日 日

28日 月

29日 火 役場年末年始休業

30日 水 役場年末年始休業

31日 木 役場年末年始休業
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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

SL・道の駅イルミネーション

　夜間乗合タクシー運行実証実験と連

携し、水郡線利用促進・中心市街地の

にぎわいづくり・観光誘客を図ってい

ます。２月 28日までの午後５時から

11 時まで（SL は午後 11 時半まで）、

常陸大子駅前と道の駅奥久慈だいごで

毎日装飾を実施します。

袋田の滝ライトアップ

　「水の呼吸、光の吐息」をテーマに、トンネル内の頭上に揺らぐ水の呼吸に、レーザーやプロジェクタを用いて多彩な

光の吐息を演出します。１月 31日まで毎日開催しています。
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