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「大子町しあわせ＋（プラス）商品券」を配布します

新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、影響を受けている町民の皆さんと事業者の皆さ

んへの支援策として、町民の皆さんへ、町内で使用できる商品券を配布します。事業者（取扱

店舗）の皆さんへは、換金の際に、商品券の額に１０％上乗せした金額をお支払いすること

で、地域経済を応援します。

■対象者 令和３年５月１日時点において大子町の住民基本台帳に住民登録されている方

■商品券 １人当たり５，０００円（１，０００円券５枚綴り）

■配布時期 ６月下旬

■配布方法 世帯主あてに世帯人数分の商品券を送付します。

■使用期間 ７月１日（木）～１２月３１日（金）

■取扱店舗 商品券発送時に取扱店舗一覧を同封します。取り扱いを希望する事業者の方

は、６月２日（水）までに大子町商工会へ申し込んでください。３日（木）

以降も随時受け付けますが、商品券発送時に同封する取扱店舗一覧には掲載

ができませんので、ご承知おきください。

問合せ 観光商工課観光商工担当 ７２ １１３８ 大子町商工会 ７２ ０１９１

新型コロナワクチン接種クーポン券（接種券）

■紛失等による再発行について

クーポン券を紛失してしまった場合は、大子町コールセンターまでご相談ください。再発行に

は「接種券再発行申請書」の提出が必要です。申請は健康増進課の窓口で受け付けています。

■大子町に転入した方へ

４月１６日以降に大子町に転入した方で、新型コロナワクチン接種を希望する方は、クー

ポン券の発行申請が必要です。ただし、すでに２回接種している方は除きます。

〇申請からクーポン券発行までの流れ

①申請書にご記入の上、窓口または郵送で健康増進課に申請してください。

②申請の受付後、大子町が転入前の市町村に新型コロナワクチンの接種履歴の照会をします。

③接種回数等の照会後、クーポン券（接種券）を発行し、住民票上の住所に郵送します。

〇申請に必要なもの

・新型コロナワクチン新接種券発行申請書兼接種記録確認同意書（転入者用）

・転入前市町村が発行したクーポン券（接種券） ※回収します。

新型コロナワクチン接種でご不明な点がある場合は、大子町コールセンターまでお問い合

わせください。５月６月中は、土曜日もコールセンターを開設しています。受付時間は、平

日同様８：３０～１７：００です。

問合せ 大子町コールセンター ７６－８０７６
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任意の高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の助成

肺炎球菌は、鼻やのど奥にいることがあり、肺炎の原因となる主な細菌です。あらかじめ

免疫をつくるためには、肺炎球菌ワクチンの接種が有効的です。

町では、定期接種を逃してしまった７０歳以上の高齢者の方にも、肺炎球菌ワクチンの接

種費用を助成しています。

接種を希望する方には接種券と予診票を交付しますので、詳しくは、健康増進課までお問

い合わせください。

■助成対象者

大子町に住民登録のある７０歳以上の方（定期接種対象者を除く。）で、今までに助成制度を利

用し、肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方（町外の助成制度も含む。）

※定期接種対象者は、今年度７０、７５、８０、８５、９０、９５、１００歳になる方です。

※定期予防接種の予診票（紫色）を紛失してしまった方は、再発行ができますのでご相談ください。

問合せ 健康増進課 ７２ ６６１１

不妊治療費助成のご案内

■対象となる治療

特定不妊治療（体外受精、顕微授精） ※治療内容は、茨城県不妊治療費助成事業の治療内容に準じます。男

性不妊治療（治療に至る過程の一環として行われる精子を精巣また

は精巣上体から採取する手術）をした方も助成対象です。

■助成対象者

次のすべてに該当している方が対象です。年齢の制限はありません。

１ 法律上の婚姻をしている夫婦で、夫または妻のいずれかの住所が大子町にあり、治療

が終了した時点で大子町に住所がある期間が１年以上ある方

２ 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医

師に診断され、特定不妊治療を受けた方

３ 夫および妻のいずれにも町税等の滞納がない方

■助成内容

１回の治療につき、２０万円まで（通算１０回）

男性不妊治療を行った場合は、１回の治療につき２０万円まで助成

※茨城県不妊治療費助成事業の対象となる方（県補助金該当者）は、先に県の助成を受けてください。

その場合、町の助成額は、１回の治療費総額から県の助成額を差し引いた額とし、２０万円を限度とします。

※令和２年度までに大子町不妊治療費助成事業を受けた方は、過去の助成回数を回数に含みます。

■申請期間

令和３年度内に治療が終了した方の申請期間は、令和４年３月３１日（木）まで

※県補助金非該当者は、治療終了日から起算して６０日以内に申請をしてください。

※申請手続、必要書類その他詳細については、健康増進課にお問い合わせください。

申請窓口・問合せ 健康増進課（保健センター内） ７２－６６１１
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令和３年度ひたちなか保健所（常陸大宮支所）各種相談

【精神保健相談】

■対象者 ご本人、ご家族、関係者等

■相談内容 精神科の専門医師、保健師等による面接相談（精神に関する病気や心の悩

み、対人関係の悩み、家族の関わり、日常生活についてなど）

■開催日時・場所（６月以降開催分）

本所開催分（１４：００～１６：００） 支所開催分（１４：００～１６：００）

第１木曜日

堤医師

第３水曜日

佐藤医師

第２水曜日

佐藤医師

（常陸太田合同庁舎）

第３水曜日

栗田医師

（常陸大宮支所）

６月 ３日 １６日 ９日 －

７月 １日 － － ２１日

８月 ５日 １８日 １１日 －

９月 ２日 － － １５日

１０月 ７日 ２０日 １３日 －

１１月 ４日 － － １７日

１２月 ２日 １５日 ８日 －

１月 ６日 － － １９日

２月 ３日 １６日 ９日 －

３月 ３日 － － １６日

■その他 費用は無料 ※事前に電話予約が必要です。

【ひきこもり専門相談】

■相談内容 ひきこもり当事者およびご家族からの相談

■開催日時・場所（６月以降開催分）

ひたちなか保健所
原則：第１金曜日

９：３０～１２：００
担当：西村都美子 臨床心理士

ひたちなか保健所常陸大宮支所
原則：偶数月 第３金曜日

９：３０～１２：００
担当：西村都美子 臨床心理士

６月 ４日 １８日

７月 ２日 －

８月 ６日 ２０日

９月 ３日 －

１０月 １日 １５日

１１月 ５日 －

１２月 ３日 １７日

１月 ７日 －

２月 ４日 １８日

３月 ４日 －

■その他 費用は無料 ※事前に電話予約が必要です。

問合せ 本所分 茨城県ひたちなか保健所 保健指導課 精神保健担当 代表

支所分 茨城県ひたちなか保健所常陸大宮支所 精神保健担当
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６月４日～１０日は「歯と口の健康週間」です

歯を失う主な原因は、歯周病と虫歯です。

これらは、悪化すると全身の健康に影響します。歯と口の働きは食事をする、おしゃべり

をするなど楽しい生活を送る上で重要です。

マスク着用が必須の時代！マスクの下は健康な歯と口ですか！？

定期的に歯科検診を受けて、歯と口の健康を保ちましょう。

問合せ 健康増進課 ７２－６６１１

５月３１日は「世界禁煙デー」、５月３１日～６月６日は「禁煙週間」です

喫煙は、がんや心筋梗塞、脳卒中などの生活習慣病を引き起こす大きな原因です。また、

受動喫煙は、喫煙する本人だけでなく、その煙を吸う周囲の人の健康まで脅かします。近年

では、受動喫煙による健康被害が大きな問題になっています。

禁煙、喫煙マナーを守って周囲の人々への配慮に努めましょう。施設、職場では禁煙に努

めましょう。望まない受動喫煙をなくすため、ご協力をお願いします。

問合せ 健康増進課 ７２－６６１１

中小企業・小規模事業者のための「特別相談会」の開催

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小・小規模事業者向け経営相談体制強化事業

として、大子町と茨城県よろず支援拠点が連携した合同の「特別相談会」を開催します。

相談費用は無料ですので、お気軽にご相談ください。

■日時 ６月２２日（火） １３：００～１７：００

■場所 役場会議室（個別にご案内します。）

■定員 ４社（要予約・先着順）

■内容 持続化補助金、雇用調整助成金などの国の支援策について

経営相談全般について（売上拡大、経営改善、資金繰り等）

クラウドファンディングやプレスリリース等について

■申込み ６月１７日（木）までに観光商工課へ電話で申し込んでください。

■その他 当日は、マスク着用などの感染症対策にご協力ください。

問合せ 観光商工課 ７２－１１３８ 

ハローワーク求人情報

毎週月曜日に町ホームページの求人情報を更新しています。右下の二次元バーコードから

「ハローワーク求人情報」をご覧ください。また、役場ロビー（１階）、観光商工課（２

階）にも求人情報のチラシを設置していますので、ご自由にお持ちください。
※ハローワークの休業日などによっては、月曜日に更新されない場合もあります。

問合せ ハローワーク常陸大宮（常陸大宮公共職業安定所）

℡０２９５－５２－３１８５ 
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消費者月間記念講演会「“消費”で築く新しい日常」

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、わたしたちの日常は大きく変化しまし

た。消費者一人一人が「新しい日常」において、より良い行動について考え、社会情勢の変

化に適切に対応できるよう、大子町消費生活センターと一緒に学びましょう。

■日時 ６月１６日 水 １３：３０～１５：３０

■場所 文化福祉会館「まいん」 観光交流ホール

■定員 ２０人（定員になり次第締切）

■参加費 無料

■内容 １部 基調講演「“消費”で築く新しい日常」

２部 寸劇とクイズ「いらないモノ、買い取ります！クイズで学ぶ訪問購入」

【寸劇・クイズ】ＮＰＯ法人消費者サポートいばらき 劇団み～と

【講師・総評】 ＮＰＯ法人消費者サポートいばらき 理事長 元国士舘大学法学部教授 山口康夫氏

■申込み 事前に大子町消費生活センターまたは観光商工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

観光商工課観光商工担当 ７２－１１３８

学生の皆さんへ！ 就職面接会の開催

大学院、大学、短大、専修学校等（高校は除く。）の令和４年３月卒業予定者および既卒

未就職者（概ね卒業後３年以内）を対象に、県内企業を集めた「チャレンジいばらき就職面

接会」を開催します。

面接会は、午前の部と午後の部で参加企業を入れ替えて行われます。事前申込みが必要で

参加費は無料です。履歴書を複数枚お持ちください。外国人留学生も参加可能です。

詳しくは、お問い合わせ先までご連絡をお願いします。

■開催期日および場所

水戸会場（１日目） ６月２８日（月） 県水戸合同庁舎（水戸市柵町１－３－１）

水戸会場（２日目） ７月１５日（木） ホテルレイクビュー水戸（水戸市宮町１－６－１）

土浦会場（１日目） ７月 １日（木） ホテルマロウド筑波（土浦市城北町２－２４）

土浦会場（２日目） ７月 ２日（金） 県南生涯学習センター（土浦市大和町９－１）

■開催時間（全日程共通）

午前の部 １０：２０～１２：２０

午後の部 １４：００～１６：００

■参加予定企業数（午前・午後の部の合計）

水戸会場 １日目 ４０社 ・ ２日目 ８０社

土浦会場 １日目 ６０社 ・ ２日目 ６０社

■申込方法

チャレンジいばらき就職面接会のホームページ上でご案内します。ご案内時期は５月下旬～６

月上旬になる見込みです。都度、ホームページをご確認ください。

問合せ 茨城県労働政策課 ０２９－３０１－３６４５（直通）

ホームページ ・二次元バーコード
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巡回労働相談会の開催

■ハローワーク常陸大宮（常陸大宮公共職業安定所）

〇場所 中央公民館 ２階 第２研修室

〇日時 ６月１１日 金 １０：００～１２：００、１３：００～１４：３０

〇内容 就職に関する職業相談、求人に関する相談、雇用保険各種届の受理等

■いばらき就職支援センター

〇場所 中央公民館 ２階 第１・第２研修室

〇日時 ６月２５日 金 １０：００～１２：００、１３：００～１５：００

〇内容 求人受付、就職相談、職業紹介、内職相談、キャリアカウンセリング、適性診

断等

問合せ ハローワーク常陸大宮 ℡０２９５－５２－３１８５

いばらき就職支援センター ℡０２９４－８０－３３６６ 

令和３年度 労働保険年度更新の申告・納付のお知らせ

昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け労働保険年度更新の申告・納付期限

を延長しましたが、令和３年度の労働保険年度更新にかかる申告・納付期間は、例年どおり

の６月１日から７月１０日までとなります。申告の際は、年度更新申告書受理相談会をご利

用ください。

○労災保険率および雇用保険率は令和２年度と同率となります。

○申告書等の事業主証明欄の代表印の押印が不要となりました。

○労働保険料の納付については、口座振替制度をご利用ください。申請手続を一度行え

ば、翌年度以降も継続して口座振替により納付ができ、納付期限も延長されます。

※参考「納付日」

納期 第１期 第２期 第３期

口座振替利用無の場合 ７月１２日 １１月 １日 １月３１日

口座振替納付日 ９月 ６日 １１月１５日 ２月１４日

問合せ 茨城労働局 総務部 労働保険徴収室 ０２９－２２４－６２１３

水戸労働基準監督署 ０２９－２２６－２２３７

常陸大宮公共職業安定所 ０２９５－５２－３１８５ 

「令和３年度危険物安全週間」

６月６日（日）から１２日（土）は「危険物安全週間」です。

生活に欠かすことのできないガソリンや灯油などの危険物は、ひとたび使用を誤れば大災

害を招く危険性が潜んでいます。この機会に、ご家庭や事業所において、危険物の安全確認

についてもう一度見直してみましょう。

危険物安全週間推進標語 「事故ゼロへ トライ重ねる ワンチーム」

大子地方危険物安全協会危険物安全週間推進標語 「危険物 無事故のゴールへ さあトライ」

問合せ 消防本部予防課 ７２－０１１９
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令和３年度 大子町企業ガイドブック掲載企業を募集します

町内企業の魅力を発信し、若年者等の就職支援や雇用機会の拡大につなげることを目的に、企

業の業務内容や福利厚生などの情報を掲載した企業ガイドブックを作成します。ガイドブックに

掲載を希望する事業者の方は、下記の要件を確認し、観光商工課へお申し込みください。

■掲載要件 ①大子町内に事業所を有すること。

②新規採用の予定があること。

③掲載する原稿の作成や画像の提供に協力すること。

④町広報紙や町公式 （ 等）への掲載に同意すること。

■作成予定部数 ２，０００部

■配布先 成人式での配布や近隣市町村の高校や大学、専門学校、就労支援機関な

ど、町内だけでなく町外にも広く配布を予定。

■申込み ６月１８日（金）までに観光商工課へお電話ください。

問合せ 観光商工課観光商工担当 ７２ １１３８

おさがりバザール開催

大子町子育て支援センターでは、捨てるにはもったいない不要になった子ども服などを必

要とする方に“あげたり・もらったり”の活動「おさがりバザール」を行っています。

■おさがり品のお預かり期間 ５月２４日（月）～６月８日（火）

■集めているもの

子ども服 ベビー服～ ｃｍ 、スタイ・帽子等の小物、マタニティ用品、おもちゃ、ベビー用品等

一度お預かりした品物は基本的にはお返しできません。品物は名前を消してお持ちください。

■回収できないもの 穴、汚れがひどいもの、破損しているもの、ぬいぐるみ等

■おさがりバザール開催日時および場所

６月８日（火）１１：００～１７：００、９日（水）１０：００～１５：００

１０日（木）１０：００～１７：００、１１日（金）１０：００～１３：００

文化福祉会館「まいん」２階小会議室

～ 感染拡大予防対策のため、下記のご協力のもとご利用ください ～
・人数制限（約１０人ずつ） ・受付時に氏名、連絡先の記入

・マスクの着用 ・入室の際の検温、手指消毒

※どなたでも参加できますが、一家庭少人数でお越しください。
※今後の状況により中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

問合せ 大子町社会福祉協議会 子育て支援センター ７２－１１２０

令和２年度 町のごみ処理実績のお知らせ

町では地球温暖化防止活動の一環として、資源ごみの分別収集により、燃やすごみの削減に取

り組んでいます。その資源ごみの売り払い金は町の収入となり、ごみ処理経費に活用されていま

す。新聞紙、雑誌、段ボール、雑がみ、容器包装廃プラスチック類等は貴重な資源ですので、今

後も資源ごみとして分別し、燃えないごみの日に排出するようご協力ください。

ごみ処理量 焼却ごみ量 資源ごみ量
資源物

売り払い金額 円
資源化率 ％

問合せ 環境センター ７２－３０４２ 
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大子町ファミリー・サポート・センター協力会員を募集します

大子町ファミリー・サポート・センター（ファミサポ）は、地域の中で「子育ての助けを

してほしい方（利用会員）」と「子育ての手助けができる方（協力会員）」が会員となり、

一時的な子育てを助け合う有償ボランティア組織です。

■募集要項 子育ての援助をすることに興味がある方。心身共に健康な２０歳以上の方。
※資格がなくても大丈夫です。

■活動内容 保育サービス（お子さんのお預かり）、送迎サービス、その他必要な支援
※家事や買い物の援助、病児保育、宿泊を伴う活動はありません。

■活動報酬 援助活動が行われたとき、利用会員が協力会員に直接支払います。

活動時間 ７：００～１７：００（１２ ２９～１ ３は除く。）

報酬額
１時間ごと７００円

※ただし、早朝・夜間・土日・祝日は、１時間ごと８００円

■保障 活動中の事故やケガ等に備え、傷害保険、賠償責任保険、子ども傷害保険に

一括加入します（自己負担金はありません。）。

問合せ 大子町社会福祉協議会 大子町子育て支援センター ７２－１１２０

令和３年度大子町公民館講座 キッチンガーデン講座

キッチンガーデンは、自宅の庭で野菜や果樹、ハーブなど、食べられる植物を彩りも考え

ながら植えて育てる、「収穫」と「観賞」を兼ねた食べることを目的とした楽しみ方です。

今回は、プランターとトマトやバジルなどを使って先生が教えます。

■日時 ６月１９日（土） １３：００～１５：００

■用意するもの 園芸用はさみ、手袋、汚れてもよい服装

■参加費・定員 ５００円 ２０人程度

■講師 森谷和江 先生

■申込方法 中央公民館（電話または来館で受付）
※申込書に必要事項を記入し提出してください。申込書は、中央公民館にあります。

※電話で申込みの際は、氏名、住所、電話番号をお伝えください。

■申込期間 ５月２０日 木 ～６月１８日（金）

申込み・問合せ 大子町教育委員会事務局生涯学習担当

令和３年度大子町公民館講座 初めてのヨガ講座

ヨガをはじめてみませんか？誰にでもできる簡単なヨガを教えます。ぜひご参加ください。

■日時 ６月３０日（水） １８：３０～２０：００

■用意するもの ヨガマット、タオル、飲み物、動きやすい服装

■参加費・定員 ５００円 ２０人程度

■講師 大関慧美 先生

■申込方法 中央公民館（電話または来館で受付）
※申込書に必要事項を記入し提出してください。申込書は、中央公民館にあります。

※電話での申込みの際は、氏名、住所、電話番号をお伝えください。

■申込期間 ５月３１日 月 ～６月２９日（火）

申込み・問合せ 大子町教育委員会事務局生涯学習担当
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「大地の恵み じゃがいも掘りと食べて楽しむイベント」の開催

茨城県北ジオパーク構想の農園で育てたじゃがいも（アンデスレッド）を掘る体験と掘り

たてを「じゃがバター」で味わうイベントです。※事前申込みが必要です。

■開催日時 ６月２６日 土 １０：００～１２：００ ※雨天時変更あり
※ 定員は設けませんが、新型コロナウイルス感染対策のため、３密を避ける対応をします。

■場所 パークアルカディアケビン村管理棟前集合（常陸大宮市山方 ）

ジオパーク農園移動

■対象 一般・家族

■料金 円（ 家族） ※じゃがいも詰め放題（５㎏弱）、じゃがバター食べ放題費用含む。

■主催 茨城県北ジオパーク推進協議会・インタープリターネットワーク

申込み・問合せ パークアルカディア・森林科学館（月曜日休館） 担当：岩倉

 

マイナンバーカード（個人番号カード）の休日申請受付

マイナンバーカードは、申請により無料（紛失等を除く。）で交付される、本人確認とマ

イナンバーの確認が１枚でできる唯一のカードです。

町民課では、大子町に住民登録されている方を対象に、職員が申請のサポートをしていま

す。「申請の仕方がわからない」等の理由からマイナンバーカードを作成していない皆さ

ん！ぜひこの機会に作成してみませんか？

■休日の受付日時 ６月１３日（日） ９：００～１２：００

■受付場所 町民課

■申請・受取方法

〇申請時のみ来庁し、マイナンバーカードは、後日、本人限定受取郵便で受け取る場合

・持参するもの （※）Ａを２点またはＡとＢを各１点＋通知カード

〇申請と受取時に来庁し、マイナンバーカードを町民課窓口で受け取る場合

・持参するもの 申請時は（※）ＡまたはＢを 点

受取時は（※）Ａを１点またはＢを２点＋交付通知書（はがき）

＋通知カード

※マイナンバーカードの即日交付はできません。申請から交付まで１か月程度かかります。

※平日の受付時間は、８：３０～１７：１５（水曜日は１９：００まで）です。

※電子証明書の更新を希望する方は、マイナンバーカードを持参してください。

本人確認書類（※）

Ａ

運転免許証、運転経歴証明書（平成 年 月 日以降に交付されたもの

に限る。）、旅券（パスポート）、住民基本台帳カード（顔写真付き）、在留

カード、身体障害者手帳 など

Ｂ

健康保険証、介護保険証、年金手帳、後期高齢受給者証、限度額認定証、

医療福祉費受給者証（マル福）、学生証、社員証、生活保護受給者証、母子

手帳 など

問合せ 町民課町民担当 ７２－１１１２
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－ 次回の発行は、６月７日 月 です。 －

オリンピック聖火リレー特別観覧エリア観覧希望者募集

７月４日（日）に「東京 オリンピック聖火リレー」が大子町にやってきます。

町では、新型コロナウイルス感染症対策として、人数を制限した「特別観覧エリア」を設

け、ランナーを歓迎します。特別観覧エリアでの観覧を希望する方は、下記によりご応募く

ださい。※一般観覧エリアは地図でご確認ください。

■リレー開催日時 ７月４日（日） 出発予定時刻１２：３０ 到着予定時刻１２：４８

■リレールート 滝本バス停～袋田の滝吊り橋

■観覧募集エリア 袋田の滝 第一観瀑台

■募集定員 １５人 ※応募多数の場合は、抽選となります。

■応募期間 ５月２０日（木）～６月１５日（火） １７：００必着

■応募方法 観覧希望申込書に必要事項を記入の上、郵送、 、 等のいず

れかでお申し込みください。
※申込書は、町ホームページまたはまちづくり課窓口でも配付しています。

■募集要項等 ・大子町在住の方に限ります。小学生以下の方は、保護者の同伴が必要です。

・申込者以外の方は入場できません。応募は 人１回のみです。

・当選発表は、入場券の発送をもってかえさせていただきます。

・当選した方以外は特別観覧エリアでの観覧ができませんので、当日は入場券を忘れ

ずにお持ちください。入場券がない場合は、観覧をお断りする場合があります。

・マスクの着用、手指消毒、検温等のご協力をお願いします。

申込み・問合せ まちづくり課東京オリンピック聖火リレー準備室

：

保存版 令和３年度 健診・がん検診のしおりの訂正

令和３年３月２０日発行の保存版令和３年度健診・がん検診のしおりの２ページ目「高齢

者健康診査の検査内容」に誤りがありましたので、お詫びして訂正します。

＜高齢者健康診査＞

検査内容

訂正前

問診、尿検査、血圧測定、身体測定、腹囲測定、糖代謝・脂質・肝機

能検査、尿酸・クレアチニン検査、詳細項目検査（心電図、眼底検

査、貧血検査）

訂正後

問診、尿検査、血圧測定、身体測定、糖代謝・脂質・肝機能検査、

尿酸・クレアチニン検査、詳細項目検査（心電図、眼底検査、貧血検

査）※腹囲測定はしません。

問合せ 健康増進課 ７２－６６１１


