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ご協力ありがとうございました！

袋田の滝キャラクター
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問合せ　大子町コールセンター　☎ 76－ 8076

　現在、新型コロナワクチン接種について、県や関係機関と調整しながら、国のスケジュールに沿っ

て進めています。

大子町のワクチン接種は、個別接種で実施します

　町内６医療機関において実施します。予約や開始時期等については、通知等によりお知らせします。

　医療機関名： 慈泉堂病院、久保田病院、袋田病院、保内郷メディカルクリニック、吉成医院、岩佐医院

クーポン券（接種券）の準備を進めています

　 　令和３年度中に 65 歳以上に達する方（昭和 32 年４月１日以前に生まれた方）へ送るクーポン

券の準備を進めています。ワクチンの配送状況に合わせ、４月下旬ごろを目安に、対象の方へ郵

送でお送りします。

現時点での接種スケジュール（予定）

４月頃　医療従事者にワクチン接種開始

５月頃　高齢者へのワクチン接種開始　

※国の変更に連動して、今後、変更される場合があります。

大子町の接種体制を整備しています

　新型コロナワクチン接種について、医療機関の管理者、実

務者と町とで定期的に会議を開き連携を図りながら準備を

進めています。ワクチンが到着後、高齢者の方から円滑に

接種が進むように、医療機関と万全の備えをしていきます。

ディープフリーザーが設置されました

　ワクチンを -75℃で保管するための超低温冷凍庫（ディープフリー

ザー）が、町内医療機関３か所に設置されています。５月中までには

１か所追加となり、全４か所になる予定です。

コールセンターを設置しました

　３月５日（金）にコールセンターを開設しました。新型コロナワクチン接種に関するお問い合わ

せは、コールセンターにお願いします。

　●電話番号　76－8076　　●受付時間　８：30～17：00　　※祝日を除く月～金曜日のみ

交通支援を検討しています

　新型コロナワクチン接種に伴い、接種医療機関への交通手段のない方を支援するため、みどり号

の増便を検討しています。また、車椅子使用者に対するタクシー利用助成等の交通支援も併せて検

討しています。詳細が決まり次第、お知らせします。

　新型コロナワクチンの詳細につきましては、厚生労働省ホームページもご覧ください。

　「厚生労働省　新型コロナワクチンについて」で検索　　　　　QR コードはこちら→

新型コロナワクチン接種の準備をすすめています

慈泉堂病院▶
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新型コロナウイルスの感染を防ぎましょう！

問合せ　健康増進課　☎ 72－ 6611

　感染症対策の基本は「手洗い」をはじめ、「マスクの着用」「咳エチケット」「３密（密集・密接・

密閉）の回避」です。引き続き基本的な感染対策の徹底をお願いします。

免疫力を高めることも大切です！

　感染予防には、ウイルスと戦ってくれる自分自身が持つ免疫機能を維持しておくことも大切です。

この免疫機能には、栄養状態が影響しているため、栄養バランスの良い食事を規則正しく取ること

が大切です。また、腸内環境を整えることで、免疫力も上がると言われています。

　新型コロナウイルス感染症が流行している今、しっかりとした食事で免疫機能を高めましょう。

積極的に摂りたいもの ポイント

免疫細胞に働きかける たんぱく質

　肉、魚、卵、大豆製品

ビタミンやミネラル

　野菜（緑黄色野菜に多い）、果物

免疫細胞の原料…たんぱく質

免疫機能の保持…ビタミン

免疫細胞の保護…ミネラル

腸内環境を整える 発酵食品

　乳製品、納豆など

食物繊維の多い食品

　野菜類、海藻類、きのこ類、豆類など

脂質の多い食品の取り過ぎは

腸内の悪玉菌を増やすことに

つながるので注意しましょう。

★しっかり食べて予防めし★

肥満や生活習慣病などの疾患があると重症化しやすいと言われています。

健康維持のためにも、免疫力を高めるためにも毎日の食事が大切です。

生活習慣病予防や感染予防に役立つ献立を紹介していますので、ご活用

ください。

感染予防のために意識しましょう！
接触感染に注意！～人は無意識に顔を触っています～

資料：厚生労働省HPより　

新型コロナウイルスの感

染経路として飛沫感染の

ほか、接触感染に注意が

必要です。

目
鼻

口

そのうち、目、鼻、口などの粘膜は
約44パーセントを占めています！

手　洗　い

手洗いの大切さ
　手や指についたウイルスの対策は、洗い流すこと

が最も重要です。せっけんやハンドソープでもみ洗

いし、流水ですすぎます。30秒かけてしっかり洗

いましょう。

手を洗うタイミング
◎外から帰宅した後　　　　◎食事やおやつの前

◎多くの人が触る場所を触った後　◎トイレの後

◎咳、くしゃみ、鼻をかんだ後　　◎掃除や洗濯の後
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大子町の施設紹介

大子広域公園オートキャンプ場グリンヴィラ第２回

平成 14 年にオープンしたグリンヴィラは、奥久慈の豊かな

自然の中にフリーサイトや個別サイト、キャビンやトラベルト

レーラーなどがある、高規格キャンプ場です。昨今のキャンプ

ブームに先駆けて以前から人気を博し、昨年は人気キャンプ場

ランキングで東日本第１位となりました。日帰りで利用できる

バーベキューサイトがあり、レンタル用品も充実しているので

手ぶらで気軽に遊べます。センターハウスにある温泉施設「ふれあいの湯」も人気です。

３月 20 日には「無印良品」を展開している株式会社良品計画により、グリンヴィラのキャビン

内を一部リニューアルし、利用を開始しました。詳細はグリンヴィラホームページをご覧ください。

ネットの口コミで、近くに公園やプール

があるグリンヴィラを知りました。子ども

を連れて遊ぶのに環境が良いところという

ことで選びました。年間２～３泊くらいキャ

ンプをしますが、グリンヴィラはふれあい

の湯と朝食パンの販売がおすすめです。

（日立市　阿部さん）

グリンヴィラでは、施設の定期的な消毒作業などの衛生管理・利用者の検温・密にならないよう

テントサイトの制限・アマビエちゃんの利用促進など、徹底した感染症対策を行っています。

新型コロナウイルス感染症によりアウトドアに注目が集まる中、開放的な自然の中でのくつろぎ

の時間を過ごせるよう、皆さんのお越しをお待ちしています。

問合せ　大子広域公園オートキャンプ場グリンヴィラ　☎ 79－ 0031

≪利用料金≫　通年営業、水曜不定休

テントサイト（82 サイト）
通常　４，２００円～
冬期　３，２００円～

キャビンサイト（15 棟） 　　２０，０００円～

トラベルトレーラー（定員４人×３台） 　２１，０００円　

ネットや知り合いのおすすめで、以前から来

てみたかったんです。昨年９月からキャンプを

始めましたが、グリンヴィラは施設がとてもき

れいで、マナーが良い方が多いですね。今回

はコロナの影響でいろいろと制限された中での

キャンプでしたが、次回はイベントをやっている

ときに来てみたいです。 （水戸市　佐川さん）

新型コロナウイルス感染症対策について

利用者の声
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　茨城県では現在、３つのルートの自転車ネットワーク整備を、関係市町村や河川管理者等と

協力し推進しています。ルート上に設置している標識を紹介します。

問合せ　茨城県 土木部 道路維持課 道路保全強化推進室　　　 029－301－4445
　　　　　　　 県民生活環境部 スポーツ推進課　　　　　　  029－301－2735
　　　　　　　 常陸大宮土木事務所 大子工務所 道路管理課　 0295－72－1715

いばらき自転車ネットワークいばらき自転車ネットワークをを整備しています整備しています

＊

＊

＊
＊

奥久慈しゃも大鍋試作会奥久慈しゃも大鍋試作会
　２月 18日に中央公

民館裏で、奥久慈しゃ

も大子よかっぺ倶楽

部が水郡線全線運転

再開イベントでの出

店に向けた試作会を

行いました。

＜ルート案内標識＞

　ルート上で右左折する交差点や、迷いやすい交差

点で案内を行います。
※右折の際、自転車は二段階右折となります。

＜注意喚起標識＞

　急カーブや道路の幅が狭くなる場所等の手前に設

置し、自転車の走行に注意を促します。

③　確認看板

②　案内看板 ①　予告看板

標識設置の基本的な考え方

　①予告看板は交差点手前50mに1箇所

　②案内看板は交差点手前10mに1箇所

　③確認看板は交差点通過後10mに1箇所

　　　　　　3箇所を1セットとして整備
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全線運転再開水 郡 線

レールの下に敷く枕木は、橋の上のみ木製でない「合成まくら

ぎ」を使用しています。合成まくらぎには番号が振られていて、

255本で第６久慈川橋梁のレールを支えています。

　令和元年東日本台風の影響により不通となっていた水郡線の袋田駅～常陸大子駅間

が、3月 27日に運転再開されます。水郡線の全線運転再開を祝し、3月 27日、28日

に常陸大子駅付近で歓迎イベントを開催します。

　3月 10日には、復旧工事を終えた第６久慈川橋梁の見学会が行われ、地元の方や袋

田小学校の子どもたちが徒歩で渡りました。列車の運転再開前にしかできない貴重な見

学会です。

　また、3月 13日から 26日にかけて試運転を行い、運転再開に備えています。
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道路・河川

　国庫補助災害復旧

　　町道・林道 10 か所すべて完了

　　河川 14 か所すべて完了

　町単独災害復旧

　　町道・林道・農道 202 件中 183 件完了

　　河川 125 件中 108 件完了

災害復旧工事の状況（2月末現在）

河川災害復旧工事　　（頃藤地内）

（現　況）（施行前）

道路災害復旧工事　　（上野宮地内）

（現　況）（施行前）

林道災害復旧工事　　（相川地内）

（現　況）（施行前）

農業被害関係

　　258 件中 252 件完了

公費解体

　　　 62 棟中 56 棟完了

令和元年 令和元年 東日本台風東日本台風
－　記録的災害からの復興に向けて　－－　記録的災害からの復興に向けて　－

公費解体により発生した公費解体により発生した
がれき処理の進捗状況がれき処理の進捗状況

7Public Information DAIGO April 2021



ニュースだいご

　水戸ヤクルト販売株式会社から足踏み式アル

コール噴霧器２台と手指消毒液 12本が贈呈さ

れました。感染症対策のため、役場ロビーと保

健センターに設置されています。

　代表取締役社長の内藤さんは「県の社協を通

しての寄贈から市町村長への直接の寄贈に変更

しておよそ 30年になります。ヤクルトレディ

は販売の際に町民の皆さんの見守りも行ってい

ます。引き続きよろしくお願いします。」と話

しました。

２月 15日

福祉ヤクルト寄贈品贈呈式

　大子町水道事業において、電話受付などの窓

口業務や料金徴収業務を民間事業者へ委託す

ることになりました。株式会社日本ウォーター

テックスの方々が、受託のあいさつのため大

子町役場を訪問しました。

　令和３年４月から「大子町水道お客さまセ

ンター」を新たに開設し、実績ある民間事業

者へ委託することにより、業務の効率化と経

営の健全化が期待できます。

２月 22日

水道事業における窓口受付等包括的業務委託

　令和元年東日本台風で甚大な浸水被害を受

けた衛生センターは、施設が稼働停止となり

ました。このため、し尿や浄化槽汚泥の処理

を町外施設に依頼し、その運搬業務の一部を

一般社団法人茨城県環境保全協会に委託して

いました。

　協定では、町内で大規模な災害が発生した

場合に、環境衛生を確保するため協会へ協力

を要請するに当たっての必要な事項が定めら

れました。

２月 16日

災害時における災害し尿等の収集運搬の協力に関する協定調印式
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ニュースだいご
令和３年度の予算（案）の概要を報道関係者

に対し説明しました。

新型コロナウイルス感染症対策や令和元年東

日本台風の災害復旧をはじめ、大きく変化する

環境に対応するための施策を５つのポイントに

分け町長が説明しました。

出席者からは、衛生センターの災害復旧工事

や水郡線の運転再開イベント、新型コロナウイ

ルス感染症のワクチン接種などについて質問が

ありました。

２月 25日

令和３年度大子町予算（案）に関する記者会見

　JA 常陸奥久慈枝物部会から 100 束を超える

花桃が贈呈されました。

　部会長の舘野久夫さんは「７月の長雨、８月

の水不足、９月の残暑と、花芽のつく時季に苦

労しました。桃は古くから魔よけ・厄よけの果

物と言われています。役場や保育所に飾ってほ

しいです。」と話しました。

２月 26日

JA 常陸奥久慈枝物部会表敬訪問

　大子産米販売促進協議会が、令和２年度に参加したお米コンテストの結果を町長に報告し

ました。３大会で延べ 10 点のお米が受賞しました。おめでとうございます。

３月１日

お米コンテスト受賞報告

菊池 章夫さん（前列左）、土屋 勉さん（前列右）、（後列左から）藤田 久人さん、露久保 博さん、寺門 安男さん、

吉澤 博文さん、菊池 幸一さん
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　認知症カフェのことです。認知症の方とその家族、地域の方、介護分野の専門家が集まり、

さまざまな活動を行っています。

　国は平成 24 年から認知症カフェの活動を推進し、近年は全国各地で開催されるようになり

ました。茨城県内では、現在 135 か所で実施されています。大子町では平成 30 年から活動

が始まりました。

Ｄカフェって？

　わたしたちは、ボランティア団体「でくあす

大子」です。

　介護は、家族だけが抱える問題ではなく、行

政だけで解決できる問題でもありません。町民

と町が一緒になってできることや、その中で自

分たちに何ができるのかを考え、「この町で認

知症カフェをやってみよう！」と思い、活動を

始めました。

スタッフ紹介

　大子町は、あと５年後に高齢化率が 50% を超え、それにより認知症の方も増えると予測さ

れています。認知症は決してひとごとではありません。

　町民の皆さんにとって、身近な認知症の相談窓口として、情報を手に入れることができ気

軽に立ち寄れる場所として、Ｄカフェをご活用ください。

※ Ｄカフェの日程や内容については、広報紙やホームページ、アプリ等で周知します。感染

症等の状況により、中止となる場合があります。

”認知症はひとごとではない。自分のこととして考えよう””認知症はひとごとではない。自分のこととして考えよう”

ケアマネジャーや作業療法士以外にも、

看護師や保健師、社会福祉士などさまざ

まな専門職のスタッフがいます！

ケアマネジャー 作業療法士

ケアマネジャー

ケアマネジャー 作業療法士

ぜひ、Ｄカフェにお越しください！

ＤＤカフェに遊びにカフェに遊びに

来ませんか？来ませんか？
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　参加者の皆さんと楽しくお話ししながら、認知症や介護予防に関する活動を行っています。

介護や医療等の専門職のスタッフがさまざまな相談に応じています。

どんなことをやっているの？

季節の花が出迎え

ます。認知症で日

にちがわかりにく

くなっても、季節

を感じることがで

きます。

講話を聞いたり、音楽を

楽しむこともあります。

また、思い出の写真をア

レンジして写真立ても作

りました。昔の懐かしい

ことを振り返ることは

「回想法」と言って、認

知症に効果があると言わ

れています。

クリスマス前

にはキャンド

ル作りを行い

ました。

問合せ　地域包括支援センター　☎ 72－ 1175

活動の様子や、さまざまな情報を発信します！活動の様子や、さまざまな情報を発信します！

ぜひ、フォローをお願いします。ぜひ、フォローをお願いします。

「でくあす大子」で検索！「でくあす大子」で検索！

Instagram
はじめました
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問合せ　教育委員会委事務局　学校教育担当　☎ 79 － 0170

輝く 大子の子どもたち
第72回

大子町立大子中学校大子町立大子中学校

　本校は「志高く情熱あふれる生徒が集う学校」を目指して、地域の方々や保護者の協力のもと、「高

い志とあふれる情熱～いつも心に大子中プライドを～」のスローガンを胸に、生徒と教師が力を合

わせて日々活動しています。今年度はコロナ禍のため、行事等が削減、あるいは縮小される中、生

徒と教師が知恵を出し合い、工夫を重ね、感染予防や規模を縮小して開催してきました。

■修学旅行
　京都・奈良方面の代

替として、那須方面に

日帰り旅行に３年生が

行きました。代替旅行

を特別なものにするた

めに、クラスのオリジ

ナルＴシャツを作成し

ました。１日だけでし

たが、心に残る旅行になりました。

■秋輝祭（文化祭）
　感染防止のため、全

員マスクを着用し、

ソーシャルディスタン

スを確保して開催しま

した。開催までは、生

徒会や実行委員、担当

の教師が何度も協議を

重ねて、ガイドライン

を確認し、「生徒、教師、保護者の参加型の開催」にこだわり、力を合わせて実施することができました。

■English Event
　ブリティッシュ・ヒ

ルズでの研修が中止と

なり、代わりとして、

本校において、ＡＬＴ５

人と２年生生徒で研修

を行いました。オール

イングリッシュで積極

的にコミュニケーショ

ンを図っていました。
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いいものつくる人

子大 町の

益子　玉江 さん　（78）　大子漆保存会会長

Vol.9

　はがきか FAX、メールにプレゼント品名と郵便番号、

住所、氏名、電話番号を明記してお送りください（４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

　　　　FAX 0295-76-8240

　　　　E-mail info@daigo-iimono.com

問合せ　大子町特産品流通公社　☎ 76 － 8220（平日のみ）

したという茶道具を見せてくれてね。それ

が漆塗りで深みと美しさがあって、とにか

く感動したんです」。さっそく同じ同好会（大

子漆工芸くらぶ）に入って塗りを習い始め

ると、それまで気に留めなかった自宅周囲

の漆の木に興味がわいた。「この木から採っ

た漆を使えないだろうか―」。そんな時、県

主催の漆かき体験会が開かれ参加。講師の

漆かき名人、飛田祐造さんに感銘を受けて

一から漆かきを習い、次第にのめり込んだ。

「とにかく奥が深い。自然が相手だから思う

ようにいかないし、技術も必要。やっぱり

経験を積むしかないですね」。

　貴重な一滴を採るために弁当持参で早朝

から漆林に入り、手元が暗くなるまでかく。

かぶれもするし、けがもする。それでも「朝

起きて行く所がある、やることがあるって

いうのは幸せ。まさに生きがいです」。当面

の目標は 80 歳まで漆かきを続けること。

各1組、5名様

〈特産品プレゼント〉　大子漆仕上げスプーン&箸（益子さん作）

　22 歳で農家に嫁ぎ、30 代後半から勤め

に出て農業と両立。娘３人を育て上げ、60

歳の定年まで勤めた後、健康のためにと始

めた太極拳で人生を変える出会いがあった。

「受講生に茶道の先生がいて、ある時、自作
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　【国保・後期高齢】人間ドック費用の一部助成を実施します

○ 4 月 1 日現在で 40 歳以上の大子町国民健康保険被保険者

○大子町後期高齢者医療被保険者
　※どちらも前年度までの国保税や保険料に未納がないことが条件です。

助成対象者

4 月７日から

（予約の前に必ず申請をお願いします。）
申請期間

来年の 3 月末まで受診期間

町民課 国保年金担当申請窓口

健診機関 ドック費用の 7 割相当（上限 3 万円）助　成　額

健診機関 対象ドック 助成額 本人負担額

志村大宮病院 日帰ドック 29,000 円 13,000 円

日立総合病院 日帰ドック 29,000 円 12,800 円

茨城県メディカルセンター 日帰ドック 29,000 円 12,800 円

水戸済生会総合病院 日帰ドック 29,000 円 12,800 円

水戸赤十字病院 日帰ドック 30,000 円 12,900 円

東関東クリニック 日帰ドック 29,000 円 12,800 円

いばらき健康管理センター 日帰ドック 29,000 円 12,800 円

水戸協同病院 日帰ドック 29,000 円 12,800 円

国際医療福祉大学病院
日帰ドック

１泊ドック

29,000 円

30,000 円

12,800 円

34,900 円

筑波大学附属病院

つくば予防医学研究センター

上部消化管経　　有

鼻内視鏡検査　　無

30,000 円

30,000 円

38,200 円

25,000 円

国民健康保険 250 人、後期高齢者医療 50 人
※先着順により受付します。

募集定員

＊ 注　意 ＊
同一年度内に

・脳 ド ッ ク 助 成

・国 保 特 定 健 康 診 査

・後期高齢者健康診査
とは重複して受けられません。

○ やむを得ず表中の健診機関以外で受診する場合も助成の対象となります（助成額上限 28,000 円）。

　 取り扱いが表中の健診機関と異なりますので、希望する方は町民課国保年金担当へご連

絡ください。

○ 婦人科健診等のオプション項目は、助成の対象外です。希望する場合は、自己負担で追

加受診してください。

そ　の　他
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　大子町国民健康保険および大子町後期高齢者医療の加入者を対象に、令和 3 年度の

脳ドック健康診査費の一部助成（7 割助成）を行います。
※ 脳ドック健診費助成事業では、定員は設定していません。ただし、同一年度内に人間ドック助

成と重複して受けられません。

国保情報

ええががおお

【会社等を退職後に加入していた任意継続の期間が終了したとき】　国保に加入する届け出が必要です。

　≪届け出に必要なもの≫　● 任意継続の資格喪失証明書　● 本人確認ができる書類

【大学や専門学校等へ進学するとき】　他市町村へ転出しても届け出をすれば引き続き大子町の国保に加入できます。

　≪届け出に必要なもの≫　● 国保の保険証　● 在学証明書（卒業の際は不要）● 本人確認ができる書類

　　　※卒業した際は、大子町の国保を脱退する届け出が必要です。

問合せ　町民課　国保年金担当　☎ 76 － 8125

◆ 例えばこんなときも・・・

　春は就職や退職のシーズンです。

　国保の保険証をお持ちの方が、就職等により職場の健康保険に加入したり、退職等により職場の健康保険

をやめたりしたときは、忘れずに届け出をしてください。

【退職等により国保に加入するとき】
≪届け出に必要なもの≫

● 職場の健康保険を脱退した証明書

● 本人確認ができる書類

国民健康保険の
　　届け出を忘れずに！

　次のようなときは、必ず１４日以内に町民課窓口へ届け出をしてください。

◆ こんなときは届け出が必要です。

【就職等により国保をやめるとき】
≪届け出に必要なもの≫

● 加入した職場の保険証

● 今まで使用していた国保の保険証

● 本人確認ができる書類

　「助成対象者」、「申請期間」および「受診期間」は、人間ドックと同じ取り扱いとな

ります。

　希望する方は、町民課国保年金担当で、予約の前に必ず申請してください。

問合せ　町民課　国保年金担当　☎ 76 － 8125

脳ドック費用の一部助成も実施します

健診機関 本人負担額

ブレインピア南太田 6,900 円

聖麗メモリアル病院 8,910 円

聖麗メモリアル高鈴 8,910 円

健診機関 本人負担額

水戸ブレインハートセンター 6,900 円

那須脳神経外科病院 10,890 円

国際医療福祉大学病院 12,900 円
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原子力災害に関する豆知識 Vol.9

　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、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、事態の進展に応じ、町からの避難発令に基づき避難をするこ

とがあります。その場

合、中央公民館におい

て衣類や避難時に使用

した自動車等への放射

性物質の付着状況を検

査し、状況に応じて簡

易除染を行います。

　検査場所は避難者が

集中し混雑が予想され

るため、ラジオなどか

ら発信される町からの

情報に注意し、検査場

所では、町職員の指示

に従って慌てず落ち着

いて行動してください。

汚染あり

避難所へ 汚染なし

簡易除染

専門の医療機関に搬送

汚染なし 汚染あり

避難退域時検査の流れ

ＵＰＺ内東
海

第
二

発
電

所
か

ら
30km

境
界

盛金･北富田

下小川コミュニティセンター

①大子町文化福祉会館

②大子町立中央公民館

【凡例】

　　　：避難経路

　　　：一時集合所

　　　：避難所

　　　：避難退域時検査場所

　　　　兼避難所

●車や衣服などに放射性物質がついていないか調べます。

●検査の結果、基準値を超える場合には、簡易除染を行い

  ます。

●専門的な医療が必要な方は、指定の医療機関へ搬送します。

避難退域時検査場所に到着したら？

●自家用車が使用可能な方は自家用車、それ以外の方は

　一時集合所からバス等で移動してください。

避難退域時検査場所に向かうには？

大子町立中央公民館

避難退域時検査場所

盛金・北富田

地区名

町民（盛金・北富田）が向かう避難退域時検査場所は？

避難退域時検査場所

大子町消費生活センターだより

◆トラブル防止のポイント

電力の小売りが全面自由化となり、電力会社や料金メニューを自由に選べるようにな

りました。その一方で、電話勧誘や訪問販売をきっかけとした契約切り替えに関するト

ラブルが増えています。

電力会社を切り替える際には、氏名、住所のほか、供給地点特定番号など、検針票に

記載された個人情報が必要になります。事業者からそれらを聞き出されて、消費者が気

付かぬうちに契約が切り替えられていたという事例もありますので、注意しましょう。

① 大手電力会社をかたって勧誘してくるケースもあります。新たに契約する事業者名や連絡先をしっか

り確認しましょう。

② 契約切り替えを検討する場合は、料金プランだけでなく、料金の算定方法もよく説明してもらいましょ

う。また、他社と比較する場合は、契約期間や契約解除時の違約金の有無などの条件を確認しましょう。

③ 検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう。電話や訪問時に氏名や住所、供給地点特定番号などを聞

かれても、契約する気がない場合は教えないようにしましょう。

④ 電話や訪問で勧誘を受けて、契約の切り替えをした場合、法定の契約書面を受け取った日を含めて８日

以内であれば、原則としてクーリング・オフができます。

　もしも、トラブルに巻き込まれてしまったり、少しでも不安に感じたりしたら、お早めに大子町消費生

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

　　　　　9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00（土日・祝日、年末年始を除く。）

電力の小売全面自由化 ～契約切り替え時のトラブルに注意～

問合せ　総務課　総務担当　☎ 72－1114
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カレンダーカレンダー 2021年４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

３月 29 日～４月４日 慈泉堂病院

５日～  　11日 保内郷メディカルクリニック

12日～  　18日 久保田病院

19日～  　25日 慈泉堂病院

26日～５月２日 保内郷メディカルクリニック

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１期

納期限は、４月30日（金）です。

税務課　☎72－1116

日時　　４月８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

　　　　４月１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 16,178人（－40）

　　男 7,971人（－19）

　　女 8,207人（－21）

★世帯数 7,244戸（－  6）

町の人口と世帯
（令和３年３月１日現在）

４月の
納付のお知らせ

４月の
広域無料法律相談の
お知らせ

延長窓口のお知らせ

（前月比）

日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課

1日 木

2日 金

3日 土

4日 日

5日 月 お知らせ版４月５日号発行

6日 火 定期健康相談 保 13：30～15：00 一般 健

7日 水

8日 木

9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

10日 土

11日 日

12日 月 健康教室 文 13：30～15：00 一般 健

13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

14日 水 飲用井戸水水質検査 保 10：00～11：00 一般 健

15日 木

16日 金

17日 土

18日 日

19日 月

20日 火

広報だいご５月号発行

お知らせ版４月20日号発行

定期健康相談 保 13：30～15：00 一般 健

21日 水

22日 木 物忘れ（認知症）相談 保 13：00～16：00 要予約 包

23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

24日 土

25日 日

26日 月
こころの相談 保 13：00～16：00 要予約 健

健康教室 文 13：30～15：00 一般 健

27日 火 定期健康相談 保 13：30～15：00 一般 健

28日 水

29日 木 昭和の日

30日 金
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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

３月１日に大子清流高等学校、３月 11日に町立中学校４校で、卒業式が行われました。

コロナ禍の中、規模を縮小、人数を制限して挙行されました。

ご卒業おめでとうございます。

卒　　業　　式
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