思いが夢になる。希望が町になる。
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№ 564

初夏のじゅうたん
特集・2019 年度施政方針と予算
大熊町ひまわりプロジェクトの皆さんが植栽したポピーが、県道 35 号線沿いで鮮やかに咲き誇りました。

古里で

お店を

再開します

大熊町商工会大川原連絡事務所の敷

地内に７月中旬、２つの仮設店舗が

鈴木商店

鈴木真理さん

号線
67
東
町道

していた雑貨店・鈴木商店と電器店・
滝本電器です。町内での再開「第一

号」となる２店。帰還した町民の皆

ここが
仮設店舗
です

ひいおじいちゃんが大野駅前で大正２年に始めた

2
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鈴木商店は︑おじいちゃん︑父と受け継がれてき

た地域の雑貨店です︒小さいお店でしたが︑暮ら

しに必要なものをそろえ︑お客さんの多くはご近

所さんや顔見知りでした︒私は幼い頃から当たり

前のように母とともに接客をして育ち︑将来の仕
事は接客業だと思っていました︒

東日本大震災の日︑商品が散乱する中でも父母は

店を開け続けました︒すると︑ろうそくを求めて

お客さんが何人もやってきました︒本当に困った

とき︑必要なものを置いているお店が近くにある

のが︑人が暮らす地域だと思います︒大きなスー

パーに行けば何でもそろいますが︑小さな店だっ

て役に立つことがあるのだと︑あの時に実感しま
した︒

商工会から再開の案内をもらったとき︑やろうと

言い出したのは私です︒父母が一生懸命続けたお

店を終わらせたくなかったし︑帰還した町民の方

が不便な思いをしてほしくないと思ったからで

す︒父は私が苦労するからと反対しましたが︑﹁と

りあえずやらせてほしい﹂と頼み込みました︒仮

設店舗は父母と私で経営することになりました︒

とはいえ︑開店まで葛藤はありました︒そんなと

き︑昔のお客さんから﹁町に行く機会もめっきり

減ったけど︑真理ちゃんがお店を開くなら寄るよ﹂

と言われたことで︑後押しされました︒買っても

らえるに越したことはありませんが︑﹁暇だから

行こうかな﹂というお客さん大歓迎です︒お茶を

飲むスペースも作りましたので︑気軽に寄ってく
ださい︒

☎ 024-502-1117

ます。事業再開をご検討の方、営業赤字でお悩みの方、販

WEB

路拡大をお考えの方、廃業後の生活再建にお悩みの方、お

https//www.fsrt.jp

者の皆さんの事業・生業・生活の再建を支援するため、国、

県、民間が一体となって立ち上げました。

福島相双復興推進機構にご相談を

公益社団法人福島相双復興推進機構（福島相双復興官民合

町 で 事 業 再 開 を ご 検 討 の 方 へ

☎ 080-5030-2020

月・火・木・金の午前 10 時〜午後５時

★営業時間

気軽にご相談ください。

https//www.facebook.com/kanmingoudouteam/

facebook

オープンします。かつて町内で営業

さんがホッとできるようなお店にし
たいと願っています。

同チーム）は、東京電力福島第一原発事故で被災した事業

専門家による訪問、相談を通じて幅広い分野の支援を行い

特集 町内で事業再開

常磐自動車道

災害公営住宅
これが仮設店舗です

東電単身寮
滝本さん
夫妻

赤間崇店長は「お客さまと一緒にお店

※日祝休

確かな腕と量販店にないきめ細やかさで信頼され

午前９時〜午後３時

てきた眞照さん︑明るく笑顔の絶えない英子さん︒

午前８時〜午後６時

・土曜

年連れ添った夫婦が︑震災前と同様︑二人三脚

・月〜金曜

役場前店です。

で町の電器屋さんとして奔走します︒

ンスストアのヤマザキショップ大川原

店をリニューアルした３年後に震災

なく言ってください」と話しています。

眞照さん

舎向かいにオープンしました。

と原発事故がありました︒修行を経て︑１９７４

オ ー プ ン 第 一 号・ ヤ マ ザ キ シ ョ ッ プ 大 川 原 役 場 前 店

年 に 独 立 し て か ら 懸 命 に 働 き︑ 長 男 へ の バ ト ン

きる限り要望に応えたいので、気兼ね

タッチも考えていただけに︑本当に悔しかった︒

を作っていきたいと思っています。で

売店が６月３日、大川原の町役場新庁

避難したいわき市に再建した自宅には店舗スペー

震災後では初めてとなる一般向けの小

スを設けましたが︑よその町で店を開くことに引

商工会から仮設店舗の話を聞いた

★営業時間

け目を感じ︑結局オープンできませんでした︒
英子さん

時︑夫は商売として成り立つのかを心配していま

した︒しかし次第に︑町に帰ってくる人のお手伝

いをする毎日もいいかなと思うようになったよう

です︒私も︑お店を通じて町の人と再び会えるよ

うになったら素敵だと思い︑最終的には２人で再
開を決めました︒

かつてのお得意さんや災害公営住宅の入居者から

仕事の依頼が相次ぎ︑再開前から忙しく走り回る

まだ帰還する町民の方は少なく︑不

２人︒仮設店舗は町民が集う憩いの場にしたいそ
うです︒
英子さん

安はありますが︑震災前がそうだったように︑気

軽にお客さんが来て︑楽しく会話して情報交換す

始める前からあまり先のことは考え

る場になってほしいです︒
眞照さん

ません︒ただ︑町民の皆さんに頼りにされるのな

ら嬉しいし応えたいと思います︒体力が続く限り

「第一号」となったのは、コンビニエ

☎ 090-3360-2291・090-7330-5370

月・火・木・金の午前 10 時〜午後５時

★営業時間

46

頑張ります︒
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商工会大川原連絡事務所
震災前の
お店

滝本電器

滝本眞照さん・英子さん

まちの話題
双葉警察署大熊臨時駐在所が開所

双葉警察署大熊臨時駐在
所が５月29日、旧大熊町役
場大川原連絡事務所（大川
原第一集会所）内に開所し
ました。
町の安全安心を支える駐
在所が開設されるのは８年
ぶりです。今後は駐在所を
拠点として、同署地域交通
課の佐伯哲巡査長が平日、
町内に滞在します。
開所式では向山喜浩県警
本部長が「町の治安をしっ
かり守る決意のもと、住民
の帰還促進と町の復興を後
押しできれば幸いです」と
あいさつしました。
渡辺利綱町長は「交通、
防犯面の不安が増す中、駐
在 所 の 存 在 は 非 常に心強

テープカットで駐在所の開所を祝いました

駐在さんを紹介します

い」と感謝しました。

大熊町の皆さんは、気さくで優しいという印
象があります。ただ駐在所が開設されただけ
では、町民の皆さんが安心安全を体感するこ
とはできません。町民の皆さんと同じ目線に
立ち、一軒ずつお宅に顔を出し、名前を覚え

佐伯

哲さん

（香川県小豆島出身）

てもらい、コミュニケーションを図ります。
「姿の見える」活動を心掛け、皆さんの期待
に応えられるよう頑張ります。何かありまし
たら、気軽にお声掛けください。

保健協力員総会を開催
再任の 26 人に委嘱状

町保健協力員の総会が５月 31 日に大熊町役場で開か
れ、再任の保健協力員 26 人に委嘱状が交付されました。
総会では町の保健福祉体制や昨年度の保健事業の実績、
今年度の事業計画について、町から説明しました。また、
造成中の交流ゾーン・福祉ゾーンの説明も行いました。
保健協力員は町の保健事業にとって重要な役割を担って
おり、今後の活躍が期待されます。
広報おおくま 2019.7.1
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サツマイモを植えました
会津村で町の子どもたち

町立幼・小・中の子どもたち17人が 5 月28日、会津
若松市河東町の会津村でサツマイモの苗植えを行いまし
た。畑がある場所は「希望の丘」と呼ばれ、2013年か
ら毎年行われています。今年は300本の苗が準備され、
6 列の畝に素手やトングで手際よく植え、水かけ作業ま
で行いました。秋に収穫し、交流のある学校に送ったり、
蒸してみんなで食べたりするそうです。

親子で「調べる学習」
町の小中学生が研究会

「おおくま町調べる学習コンクール研究会」が 5 月
31日に大熊中で開かれ、帝京大学の鎌田和宏教授の講
義を受けました。百科事典を使って親子で調べ物に挑戦
したり、鎌田先生が「調べる学習を楽しもう」と題して
講義したりしました。町の小中学生は今回の授業で学ん
だことを生かし、それぞれの「調べる学習」の研究に取
り組みます。

行政区長会で施策に理解
重点施策の説明受ける

大熊町行政区長会が５月28日に町役場で開かれ、町の
重点施策に理解を深めました。土屋繁男区長会長が「帰
還が可能になったことで生じる課題に協力して対処し、
少しでも元の町に近づくよう我々も努力したい」とあい
さつしました。各区長は町側から重点施策や職員の体制
などに関する説明を受け、行政区の現状や課題に関わる
意見や質問を町当局に対して行いました。

町商工会が通常総会
会員事業所支援に尽力

大熊町商工会の通常総会が５月24日、いわき市で開か
れました。一部避難指示解除、町役場新庁舎の開庁等を
受け、2019年度は町内に暮らす方々が住みやすい便利な
まちづくりのため、町復興に積極的に協力することを確
認しました。会員事業所の事業継続や再開支援、営業損
害賠償問題の解決など、重点事業に引き続き取り組み、
会員事業所の支援に力を注ぐことも決めました。
5
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まちの話題
根本友子さん旭日単光章
春の叙勲で受章

ヒマワリ畑で種まき
見ごろは８月

今春の叙勲で大熊町農業委員会長の根本友子さんが旭

町内大川原のヒマワリ畑で６月６日、大熊町ひまわり

日単光章を受章しました。根本さんは 2008 年から県内

プロジェクトによる種まきが行われました。沖縄県の交

唯一の女性会長として地域の農業発展に尽力。震災・原

流団体「福島・沖縄絆プロジェクト」が先日届けてくだ

発事故後はヒマワリを通じた活動などでリーダーシップ

さった種を、約 100 人の参加者が一列に並んでまきま

を発揮しています。受章については「身に余る光栄。こ

した。一部避難指示解除後初めての種まきとあって、参

れを励みに、町農業のためできることに引き続き取り組

加者の皆さんもうれしそうでした。照り付ける太陽の下、

みます」と話しています。

笑顔で作業していました。８月に見ごろとなる予定です。

アスリートと特別授業
元女子バスケ選手・岡田さん

トップアスリートによる特別授業「スポーツ笑顔の教
室」が 5 月 30 日、会津若松市河東町の熊町・大野小で
開かれました。今回の講師は元女子バスケットボール選
手の岡田麻央さん。体育館でチームになって行うゲーム
に取り組み、子どもたちと一緒に汗を流しました。トー
クの時間では、スポーツ選手として体験した挫折や夢に
ついて語り、子どもたちを楽しませました。

ありがとうございます
５月22日、神奈川県開

成町のふかわ裕一後援会様
が大熊町役場にお越しにな
り、義援金と同町の花・ア
ジサイの鉢植えをいただき
ました。同会には毎春、ご
訪問いただいています。

５月24日、大熊町出身

の元陸上選手・秋本真吾様
が大熊町役場にお越しにな
り、昨年の世界マスターズ
陸上で着用したユニホーム
と、自著３冊を寄贈してく
ださいました。

広報おおくま 2019.7.1
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おおくまホールで開かれた上映会

映画「薄暮」
、大熊で上映会
山本監督があいさつ

アニメ映画「薄暮」の上映会が６月16日、大熊町役場おおくまホールで開か
れました。制作にあたり、山本寛監督が大熊町民をインタビューしたという作品
で、震災で避難した男子高校生が登場する物語です。訪れた皆さんは、美しい映
像を楽しみながら、登場人物の心情に心を寄せていました。山本寛監督があいさ
つし、作品に込めた思いを「福島のため、被災三県のために作った作品。世界中
の方に見てもらい、福島はこんなに美しいところだと味わってもらいたいです」
と語りました。

つ ら い と き 元 気 に な れ る 映 画 山本寛監督から取材を受けた佐久間さん母娘
佐久間浩子さん

7
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一連の避難の経緯を

佐久間夢来さん

人を寄せ付けないと

ひと通り話しました。もし震災がなけ

いう女の子、震災で心に闇を抱える男

ればという思いや先々の不安などを思

の子、自分が重なり合うところがいく

うと、胸にこみ上げるものがありまし

つもありました。私が見てきたものが

た。熱心に聞いてくれて「僕たちも頑

そのまま映像になったような気持ちで

張るから、皆さんも頑張りましょう」

す。前向きな映画なので、これからつ

と言われ、希望が持てました。監督と

らいことがあったとき思い出します。

の出会いは財産。感謝しています。

きっと元気になれるはずです。

町からの大切な

通院支援送迎車を

お知らせ

大川原ー富岡駅間

７月１日から運行します

生活循環バスをご利用ください
大熊町大川原地区と富岡町を結ぶ生活循環バスが運

大熊町内の避難指示が解除された地区にお住まいで、

車の運転ができない方を対象とした
「通院支援送迎車」

行中です。富岡町内の医療機関や商業施設を経由し、

相馬市などの医療機関をご利用の方は、ぜひご活用く

す。皆さん、お気軽にご利用ください。なお、ご利用

ＪＲ富岡駅まで結びます。車体のまあちゃんが目印で

が７月１日（月）からスタートします。いわき市や南
ださい。

問大熊町役場

保健福祉課

にあたっては以下の事項にご注意ください。
問大熊町役場

子育て支援係

■対象（町内にお住まいで以下のすべてに該当する方）

・車の乗り降り、病院窓口などでの手続きが自分でできる方
・お近くのご家族が送迎できない方
■送迎エリア

■停車場所

大川原復興住宅、大熊町役場、富岡中央医院、
さくらモール・富岡診療所、富岡駅

■運賃
無料

南相馬市からいわき市中心部までの浜通り

■運行日

午前９時〜午後４時

■ご注意ください

■利用時間
■利用回数

月５回以内

■費用

※本事業は、大熊町社会福祉協議会

無料

への委託事業です

町公式サイト

・運転免許証のない方または車を運転できない方

企画調整課

平日と土曜（日祝と年末年始は運休）

・富岡町内だけで乗り降りはできません
・平日と土曜でダイヤは異なります

※運行ダイヤ等詳細は、町公式サイトをご参照ください

♪ご利用方法♪

♪停留所はこちら♪

①町に利用登録申込書を提出
まずは

利用するための
登録が必要です

（初回のみ）

大川原復興住宅

②利用の可否を決定して通知
利用決定通知書を
送ります

③社協に１週間前まで申し込む
社協で

大熊町役場

富岡中央医院

日程調整しますので
余裕を持って

申請してください

④希望をとりまとめ、相乗りで送迎

さくらモール・
とみおか診療所

出発時間には
遅れずに♪

富岡駅

内内容 時日時 場会場 対対象 費費用 持持ち物 定定員 申申し込み方法 期申し込み期限
問問い合わせ ☎電話番号 FAXファクス メールメールアドレス
WEB ウェブサイト
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information
支障木伐採にご理解願います
問大熊町役場

プレミアム付商品券

復興事業課

道路に面した私有地 ( 山林・宅地 ) から伸びた樹木など

コールセンターを開設しました
10月からの消費税率の引き上げに伴い、住民税が

がドライバーの視界を妨げ、交通事故につながる恐れがあ

非課税の方や子育て世帯への影響を緩和し、消費を喚

急に剪定や伐採を行うことがありま

事業が行われます。これに先立ち、町は７月 1 日から

ります。事故防止のため所有者にご連絡差し上げず、早

起・下支えすることを目的としたプレミアム付商品券
大熊町役場会津若松出張所内に「大熊町プレミアム付

す。恐れ入りますが、皆さまのご理

商品券コールセンター」を開設しました。

解、ご協力をお願いします。

問大熊町役場

■実施内容

・対象は、道路 ( 公道 ) 上に繁茂している樹木です

・剪定・伐採した樹木は原則、敷地内に置かせていただき

大熊町役場会津若松出張所２階

■受付時間

帰宅で交通の支障となる樹木などを見つけた方は、ご連

☎ 0800-800-5221

絡ください

福祉係

■場所

ます

・剪定・伐採されたくない樹木がある所有者、または一時

保健福祉課

午前 9 時〜午後５時（土日祝日除く）

■プレミアム付商品券とは

1 人あたり 25,000 円分の商品券を 20,000 円で購入で

り災証明書の発行を希望する方へ
問大熊町役場

税務課

り災証明書は、住宅を取り壊す前に被害の認定調査を

行った場合のみ発行されます。取り壊した後では調査がで
きず、り災証明書も発行できません。まだり災証明書をお
持ちでなく、発行を希望する方は、調査の申請を税務課に
行ってください。

※申請から半年以上調査の連絡がない場合は、お手数です

きます。購入には購入引換券が必要です。
■購入対象者

要申請

＜住民税が非課税の方＞

今年 1 月 1 日時点で大熊町に住民登録があり、今年度

の住民税が課税されない方

※非課税でも、生活保護等を受給している方や住民税が課
税されている方に扶養されている方は対象外

申請不要（直接引換券が郵送されます）

＜子育て世帯＞

2016年 4 月 2 日から今年 9 月30日までに出生した児

童の属する世帯主

がお問い合わせください

消防署から

犬の飼い主の皆さんへ
問大熊町役場

環境対策課

飼い犬の登録は居住している市区町村に届け出ることが

法律で定められています。飼い主の住民票記載住所に関わ
らず、現在住んでいる市区町村に登録してください。

大川原と中屋敷に住んでいて、犬を飼われた方は町での

手続きが必要ですので、環境対策課までお越しください。
■新しく犬を登録する方

登録料3,000円が必要です。

■前の市区町村ですでに登録した方

犬の登録は一生に一度だけのため、居住地等の変更とな

ります。登録料はかかりませんが、登録されているかその
場で前の自治体に確認しますので、あらかじめご了承くだ
さい。

■他の市区町村にお住まいで、犬の登録がお済みでない方
必ずお住まいの自治体に登録してください。また、まだ

町から登録を移動していない飼い主は必ず変更手続きをし
てください。
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★夏も本番、大雨も本番

梅雨が始まり豪雨災害

の危険が高まる季節です

が、皆さんはどのような
対策を考えていますか。

雨の降り方や降水量をもとに気象情報が発表され、

同時に土砂災害の警報も発令されます。警戒レベルは

「１」から「５」まであり、住民が取るべき行動の緊

急度は異なります。大雨が降ったらテレビやラジオ、
インターネットで情報を収集してください。

いつでも避難できる準備をしておき、雨の降り方に

注意し、早めの避難を心掛けましょう。
問 浪江消防署
富岡消防署

☎ 0240-34-4111
☎ 0240-22-2119

お知らせ
20歳〜 60歳の

第１号被保険者（65歳以上）の

国民年金に加入している方へ
問 大熊町役場

住民課

介護保険料

問大熊町役場

国保年金係

国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の

健康介護課

第 1 号被保険者の介護保険料は、必要な介護サービス

納付が「免除」または「猶予」される制度があります。東

費に応じ、各市町村が 3 年ごとに定めることとなってお

11 日時点で大熊町に住所を有していた方は、ご本人から

２）年度までの基準額が8,500 円（月額）× 12か月＝

京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、2011 年３月

の申請に基づき、国民年金保険料が全額免除されます（学
生の方は学生納付特例制度が優先されます）
。

り、大熊町では2018（平成30）年度から2020（令和
102,000円（年額）となっています。

なお、2019 年度の介護保険料は、昨年度同様に全額免

除となり、7 月中に免除対象者の方へ介護保険料年額決定

■申請の受付

2019（令和元）年度分の免除申請を、７月１日より受

け付けます。大熊町役場の各窓口（本庁舎住民課、会津若
松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所）または最寄
りの年金事務所でお手続きください。

兼減免決定通知書を発送します。ただし、転入者の方等で
減免対象とならない方には、7 月中に介護保険料額決定通
知書を発送します。

※ 2011年 3 月11日時点で大熊町以外の避難指示区域等
に住所を有していた方は、減免が適用される場合があり
ますので、ご相談ください

申請書の郵送を希望される方は住民課国保年金係までご

連絡ください。申請書は大熊町または日本年金機構のホー
ムページからもダウンロードできます。
■対象となる期間

2019（令和元）年度分（2019 年 7 月分〜 2020 年 6

月分）
。過去期間は 2 年 1 か月前までさかのぼって申請で
きます。

■免除が承認された期間の年金額

免除となった期間の年金額は、保険料を納付した場合の

年金額の 2 分の 1 で計算されます。
■追納について

今年度も保育料を助成します

免除期間の保険料は、10 年以内であれば、後から保険

料を納付（追納）することができます。ただし、承認され

原発避難者特例法に基づき、避難先で保育所、認定

た期間の翌年度から起算して、３年度目以降に追納する場

こども園、地域型保育等（以下「保育所」）に入所し

合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せ

ている町の児童の保育料を、昨年度に引き続き助成し

されます。

ます。なお、10月に予定されている幼児教育の無償化

■申請書提出後の注意点

後は、対象となる保育所や保育料が見直される予定で

日本年金機構での審査後（おおむね２〜３か月後）に審

等が届く場合があります。

問大熊町役場

す。

査結果通知が送付されます。通知が届くまでの間に納付書

保健福祉課

子育て支援係

■対象者

東日本大震災により被災し、現在大熊町に住民票を有し、

避難先の保育所等に入所している児童の保護者
■対象となる保育料

国民健康保険税の
納税通知書を送付します
問大熊町役場

保護者が納付した保育料のうち、大熊町保育所徴収基準

額を超えた額
税務課

2019 年度国民健康保険税の納税通知書を、７月 12 日

（金）に発送します。

今年度については、世帯主の方が原子力災害の被災者で

※徴収基準額は、保護者の所得や児童の年齢等により算定
されます

■助成対象期間

2019 年３月から 2020 年２月入所分まで

※申請書の郵送をご希望の方は保健福祉課までご連絡くだ
さい

あれば全額減免になりますので納付の必要はありません。

■提出先

す。お手元に届きましたら、課税額と減免額をご確認くだ

※申請書は、町公式サイトからダウンロードするか、子育

国民健康保険税納付書の代わりに減免通知書を同封しま
さい。

内内容 時日時 場会場 対対象 費費用 持持ち物 定定員 申申し込み方法 期申し込み期限
問問い合わせ ☎電話番号 FAXファクス メールメールアドレス
WEB ウェブサイト

大熊町役場

保健福祉課

子育て支援係

て支援係にご連絡ください
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次世代避難者支援補助金
申請書を送付しました

被災者生活再建支援制度のご案内
被災者生活再建支援制度は、自然災害（原子力発電

東日本大震災以降（2011 年３月 12 日）に生まれ

所事故による長期避難は対象外）により居住する住宅

次世代避難者支援補助金を交付しています。対象とな

に支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。

たお子さん、結婚により大熊町に転入された方に対し、

が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯
問 大熊町役場

る方に６月 17 日、申請書を郵送しました。申請はお
早めにお願いします。

問大熊町役場 住民課 住民係

生活支援課

■支給対象世帯

2011年３月11日時点に大熊町に住んでいた方で、地

■実施期間

震や津波により

■補助金額

・住宅が大規模半壊した世帯

■対象

※やむを得ずの解体とは、倒壊防止や住むために必要な補

2025（令和７）年度まで

・住宅が全壊した世帯

各年度５万円

・住宅が半壊し、やむを得ず家屋を解体した世帯

・2011（平成 23）年３月 12 日以降に生まれたお子さん

修費等が著しく高額になるため解体した場合

（出生後転入者は対象外）

※被災時に現に居住していた世帯が対象ですので、
空き家、

（夫婦どちらかが初婚で、配偶者は大熊町サポート補助

■半壊解体について

・2011 年３月12日以降に結婚し、大熊町に転入された方

別荘、他人に貸している物件などは対象外

金の対象者）

半壊解体の方が申請できるのは、解体をした後です。

登録がある方

た場合は「半壊解体」と同じ扱いになりますので、差額分

・上記の方でかつ基準日（今年４月１日）に大熊町に住民
※大熊町・双葉町生活サポート補助金の対象者は対象外
■申請者

・結婚による転入者は本人
・お子さんの場合は保護者

※補助金は申請者の口座に振り込み
■申請方法

対象者に送付した申請書に必要事項を記入後、昨年度の

口座を変更される方、今年初めて申請される方は通帳見開
頁の写しを、婚姻転入者で今年初めて申請される方は戸籍

謄本を添えて同封の返信用封筒で住民課へ提出してくださ
い。

を申請できます。

■支援金の支給額
基礎支援金

住宅の損壊程度
複数世帯
支給額
単数世帯
加算支援金
住宅の再建方法
複数世帯
支給額
単数世帯

全壊
100 万円
75 万円

大規模半壊
50 万円
37 万 5 千円

半壊解体
100 万円
75 万円

建設・購入
200 万円
150 万円

補修
100 万円
75 万円

賃貸住宅
50 万円
37 万 5 千円

※賃貸住宅は公営住宅、仮設住宅、借上住宅を除く

■申請期限

基礎支援金、加算支援金ともに 2020 年４月 10 日まで

■申請期限

2020（令和２）年３月 31 日（火）まで

町は機会あるごとに大臣や党中央幹
部ら要人への要望を行い、町の実情

要望活動

また、すでに大規模半壊で請求した方も、家屋を解体し

に沿った支援や緊急を要する対策の
実施などを求めています。詳細は町
公式サイトでご確認ください。

※基礎支援金の申請期間内に解体が終了しないと「半壊解
体」として申請できないため、当町は郡内各町村、県と
ともに、さらなる申請期間の延長を国に求めています

■必要な書類
・基礎支援金

①被災者生活再建支援金支給申請書

②り災証明書（原本）※税務課へお問い合わせください
③住民票（世帯全員の写し）

④振込先口座の写し（口座番号・名義人フリガナ記載部分）
・加算支援金

住宅の建設・購入、補修または賃借が確認できる契約書

の写し（住宅が購入されていることが確認できるもの。そ
＜県、県議会、県教委へ＞６月17日、双葉地方町村会の要望
活動に、渡辺利綱町長が参加。双葉地方の復興のための49項
目の要望書を内堀雅雄知事、吉田栄光県議会議長、鈴木淳一教
育長に手渡しました。双葉地方町村議長会の一員として鈴木光
一議長も参加しました。
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の際、契約した建物の所在地、購入（契約）金額、契約日、
工期、契約の際の押印箇所が写しに含まれていることをご
確認ください）

※個別事情により追加で資料をご用意いただく場合があり
ますので、あらかじめご了承ください

お知らせ
大熊町選挙管理委員会より

大熊町選挙管理委員会では、参議院議員選挙を７月４日（木）

公示、21日（日）投票と想定し、下表のとおり投票所と開票所

を設ける予定です。なお、詳細は６月下旬に避難先住所へ郵送し

参議院議員選挙
投・開票所の
ご案内
■期日前投票所
市町村

た「選挙のお知らせ」に掲載しました。不在者投票を行うための
投票用紙請求書も同封しました。「選挙のお知らせ」が届いてい
ない方は、選挙管理委員会へお問い合わせください。

なお、請求書様式は町公式サイトの「申請書ダウンロード」か

らも入手できます。

問 大熊町選挙管理委員会（大熊町役場総務課内）
☎ 0120-26-3844

日時

投票所

住所

いわき市

７月５日 ( 金 ) 〜 20 日 ( 土 )
午前 8 時 30 分〜午後 8 時

大熊町役場いわき出張所
（第一会議室）

いわき市好間工業団地 1-43

大熊町

７月 15 日 ( 月 ) 〜 20 日 ( 土 )
午前 8 時 30 分〜午後７時

大熊町役場
（第一会議室）

大熊町大川原字南平 1717 番地

いわき市※

７月７日（日）
午前 11 時〜午後 4 時

八幡台やまたまや
（会議室）

いわき市植田町八幡台 6

福島市

７月 13 日（土）
午前 11 時〜午後 4 時

福島県青少年会館
（第六研修室）

福島市黒岩字田部屋 53 番 5

白河市

７月 13 日（土）
午前 11 時〜午後 4 時

福島県白河合同庁舎
（大会議室）

白河市字昭和町 269

南相馬市

７月 14 日（日）
午前 11 時〜午後 4 時

福島県南相馬合同庁舎
（401 会議室）

南相馬市原町区錦町 1-30

郡山市

７月 14 日（日）
午前 11 時〜午後４時

大熊町役場中通り連絡事務所
（会議室１）

郡山市希望ヶ丘 11-10

会津若松市

７月 20 日（土）
午前８時 30 分〜午後７時

大熊町役場会津若松出張所
（第五会議室）

会津若松市追手町 2-41

※公示後に郵送する投票所入場券には記載されていませんが、開設します
■移動投票所
市町村
日時
７月 16 日（火）
広野町
午後２時〜３時
７月 17 日 ( 水 )
いわき市
午前 10 時〜 11 時
７月 17 日（水）
いわき市
午後２時〜３時
７月 18 日（木）
田村市
午後２時〜３時
■当日投票所
市町村
日時
７月 21 日（日）
大熊町
午前７時〜午後７時
７月 21 日（日）
会津若松市
午前７時〜午後５時
７月 21 日（日）
いわき市
午前７時〜午後５時
７月 21 日（日）
郡山市
午前７時〜午後５時
■開票所
市町村
大熊町

日時
７月 21 日 ( 日 )
午後８時開票開始

投票所

住所

復興公営住宅下北迫団地（集会所）

広野町下北迫字上大吹 7-6

復興公営住宅下神白団地（集会所）

いわき市小名浜下神白字館ノ腰 9-1

復興公営住宅大原団地（集会所）

いわき市小名浜大原字丙新地 86-1

復興公営住宅石崎南団地（集会所）

田村市船引町船引字石崎 69

投票所
大熊町役場
（第一会議室）
大熊町役場会津若松出張所
（第五会議室）
大熊町役場いわき出張所
（第一会議室）
大熊町役場中通り連絡事務所
（会議室１）
開票所
大熊町役場（おおくまホール）

内内容 時日時 場会場 対対象 費費用 持持ち物 定定員 申申し込み方法 期申し込み期限
問問い合わせ ☎電話番号 FAXファクス メールメールアドレス
WEB ウェブサイト

住所
大熊町大川原字南平 1717 番地
会津若松市追手町 2-41
いわき市好間工業団地 1-43
郡山市希望ヶ丘 11-10

住所
大熊町大川原字南平 1717 番地
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町公式 サ イ ト

災害公営住宅の入居者を

おおくま

店

追加募集します
それぞれの場所で
頑張っている
大熊の皆さんを
ご紹介します

町内大川原の大熊町災害公営住宅に入居を希望する

方を追加募集します。期限内に申込書を町にご提出く
ださい。入居要件や家賃など、詳しくは町公式サイト

■募集物件

２LDK １戸

大黒さん

（いわき市）

生活支援課

３LDK ４戸

■入居時期

居心家

問大熊町役場

でご確認ください。

10月ごろの予定

■募集期間

７月１日（月）〜 19日（金）※当日消印有効

■注意事項

・申込書、募集要項は町役場本庁舎、各出張所、連絡事務
所の窓口に設置しています。郵送希望の方はご連絡くだ
さい

・室内を見学できますので、ご希望の方はご連絡ください
・応募多数の場合は抽選となります
・駐車場は１戸に２台分です

・家賃は収入に応じて８区分されます
・ペット飼育可です

西大和久にあった「スタジオ№１」の秋本
耀司さん・浩志さん父子が、４月にいわき
市で始めた居酒屋です。いわき市といえば

夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動
問大熊町役場

「大黒様の宝くじ」。店舗物件の黒壁も特徴
的だったので、お店の名前に採り入れたそ
うです。
おススメはこだわりの半熟卵と特製タルタ
ルソースをのせた「チキン南蛮」
。耀司さ
んが栽培するソバを使った「そばがき」も
メニューに加えました。ドリンクは天然ゆ
ず果汁を使った「大黒サワー」が人気です。
スタジオ№１は広いホールが好評で、社交
ダンスやカラオケを楽しむ人でにぎわいま
した。震災で終わりにするのではなく、耀
司さんとの足跡を一つでも残したかったと
いう浩志さん。「前のように広くはありま
せんが、居心地のよいお店です。気軽に遊
びに来てください」と話しています。
ーひとくちメモ−
☎ 0246-23-3337
♥午前11時〜午後２時午後５時〜９時♥
月曜休♥いわき市平字堂ノ前 4-8
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環境対策課

夏は暑さや行楽等による疲労、開放感による無謀運転な

どが増加し、交通事故が多発する傾向があります。このた

め県民一人一人の交通安全意識を高め、交通ルールの遵守・
正しい交通マナーの実践を習慣づけ、県民総ぐるみで交通

事故防止を図るため「夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動」
を実施します。
■期間

７月16日（火）〜 25日（木）まで 10 日間

※県下一斉広報強化日

７月 16 日（火）、19 日（金）

■運動スローガン
うしろでも

シートベルトを

みんながね

ルール守れば

■年間スローガン
■運動の重点

つけようね
ほら笑顔

・子どもと高齢者の交通事故防止

・道路横断中の交通事故防止とゆずりあい運転の実施

・飲酒運転、無免許運転および速度超過など悪質・危険な
運転の根絶

・自転車の事故防止

（特に福島県自転車安全利用五則の周知徹底）

・全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい
着用の徹底

町からの大切な

（高卒程度）を行います

町では2020（令和２）年度の職員（高

卒程度）採用候補者試験を行います。欠格
事由など詳細は町公式サイトの要綱をご覧

町公式サイト

大熊町職員採用候補者試験

お知らせ

ください。ご不明な点はお問い合わせくだ

問大熊町役場

さい。

総務課

■試験職種・採用予定人員
一般事務（若干名）

■受験資格

1998（平成10）年４月２日から2002（平成14）

年４月１日までに生まれた者で高校を卒業または卒業
見込みの者。

■合格者の採用

■試験の方法

・合格者は採用候補者名簿に登載され、成績順に町長

高校卒程度で次により行います。

が採用する者を決定します。この採用候補者名簿の

・第１次試験
①教養試験

職員として必要な一般知識および知能について、択

一式による筆記試験

有効期間は原則１年間です。

・初任給は町の給料表によるが、この他扶養手当、住
居手当、通勤手当、超過勤務手当、期末手当・勤勉
手当などが、それぞれの支給要件に応じて支給され

②職場適応性検査

公務の職業生活への適応性について検査

・第２次試験

第１次試験合格者に対して、主として人物及び一般

常識について個別面接による試験および小論文試験
■第１次試験の期日

ます。

■受験手続き

①申込用紙の請求

申込用紙は、大熊町役場総務課で交付を受けるか、

町公式サイトからダウンロードしてください。
②申込の方法

９月22日（日）

申込用紙に必要事項を記入し、大熊町役場総務課に

■第１次試験の会場

提出してください。

富岡町文化交流センター学びの森

（富岡町本岡字王塚 622-1)

※第２次試験の期日、会場については、第１次試験の

③受付期間

７月17日（水）から８月16日（金）まで

（平日午前８時30分〜午後５時15分）

合格通知の際にお知らせします

福島広域雇用促進支援協議会から
問 福島広域雇用促進支援協議会

ふくしま大卒等合同就職面接会

広野窓口

2020 年３月新規大学等を卒業予定の方、2017 年

（広野町役場産業振興課内）☎ 0240-23-5586

３月以降に大学等を卒業し、現在就職活動をしている

WEB「働きたいネット」で検索

方を対象に、正社員で雇用する計画のある県内企業と
の面接会を開催します。
問 福島労働局

■雇用に係る支援制度研修会および助成金活用術セミナー
（企業向け）

内 雇用に係る補助金や助成金など支援制度の「特徴、改正
点を学ぶ研修会と、実務上の成功例・失敗例をもとに
活用法を学ぶセミナーを同時開催

時７月19日（金）午前10時〜午後４時
場会津アピオスペース

定 30社程度（１社２人まで）
期７月16日（火）まで

職業安定課

☎ 024-529-5396

内 ユースエール認定企業を中心に県内企業250社が参加
予定の合同就職面接会

時 ８月８日（木）午後１時〜４時

場 ビッグパレットふくしま（郡山市南二丁目52）
■その他

・事前申し込み不要

・参加事業所は開催 1 週間前までに福島労働局ホームペー
ジで公開します

・事業所ブースで人事担当者との面談、ハローワーク等各
機関による職業相談、情報提供等を行います

内内容 時日時 場会場 対対象 費費用 持持ち物 定定員 申申し込み方法 期申し込み期限
問問い合わせ ☎電話番号 FAXファクス メールメールアドレス
WEB ウェブサイト
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2019年度自衛官等募集
問自衛官募集コールセンター
☎ 0120-063792
■募集種目

・一般曹候補生・航空学生・自衛官候補生（男子、女子）
2019 年度の募集人員につきましては、決定次第、自衛

双葉地方広域市町村圏組合
職員採用候補者試験

双葉地方広域市町村圏組合は 2020 年（令和２）年

度職員（一般事務・消防）採用候補者試験（高校卒業
程度）を行います。なお、詳細については組合ホーム
ページでご確認ください

問双葉地方広域市町村圏組合事務局総務課
☎ 0240-22-3333

官募集ホームページでお知らせします。

2020 年 3 月高等学校卒業予定者または中等教育学校

卒業予定者のための試験は、原則として 2019 年 9 月 16
日（月）以降に行います。

内容が変更になる場合があります。変更事項は自衛官募

集事務ホームページ等でお知らせしますので、ご確認くだ
さい。

■採用予定日

2020（令和２）年４月１日

■試験職種・採用予定人員・職務内容等
・一般事務

若干名、双葉地方会館または出先機関で事務に従事

・消防

若干名、消防本部または消防署で消防業務に従事

双葉准看オープンスクール＆学院説明会
問公立双葉准看護学院

☎ 0244-32-0990（担当：庄司、大和田）
公立双葉准看護学院では７月20日（土）
、
オープンスクー

ルと学院説明会を開きます。

内オープンスクール（血圧測定、妊婦体験、高齢者体験、
沐浴体験、手洗いチェッカー）
、学院説明会、進路相談

時７月20日（土）午前９時〜正午
場公立双葉准看護学院

（南相馬市原町区萱浜字巣掛場 45-76）

８月に廃炉国際フォーラム
第 4 回福島第一廃炉国際フォーラムが８月 4 日
（日）
、

5日
（月）
の 2 日間、
富岡町といわき市で開催されます。
問 福島第一廃炉国際フォーラム事務局
☎ 03-3496-3005

1 日目は富岡町文化交流センター「学びの森」で、総合

■受験資格
・一般事務

1990（平成２）年４月２日から 2002（平成 14）年

４月１日までに生まれた方で自動車運転免許（普通自動
車以上）取得または 2020（令和２）年３月末日まで免
許取得見込みの方（学歴は問いません）

・消防

1996（平成８）年４月２日から 2002（平成 14）年

４月１日までに生まれた方で自動車運転免許（普通自動
車以上でＡＴ限定は除く）取得または 2020（令和２）

年３月末日まで免許取得見込みの方（学歴は問いません）

※身体の基準は、
・胸囲

身長の概ね２分の１以上であること

・聴力

正常であること

・視力

両眼とも矯正視力が０．７以上であること

・その他

精神及び身体に障害がないこと。結核性疾患そ

の他感染性疾患がないこと

■第１次試験の期日
9 月 22 日 ( 日 )

※午前９時〜受付、10 時〜教養試験、午後０時 10 分〜
適性検査

■試験会場

双葉地方会館（富岡町小浜 553-1）

プロデューサーに立命館大学の開沼博准教授、対話ナビ

■発表

知りたいこと」をテーマに廃炉について「知る」
「話す」
「語

受験番号を掲示するほか、受験者全員に通知します。

ゲーターに浜中順子さんを迎え、
「１Ｆ廃炉について一番

10 月下旬頃までに組合掲示場、組合ホームページ等に

り合う」セッションを行います。また、同時開催で福島県

■第２次試験

生セッション」を開催します。

■受付期間

廃炉プロジェクト」をテーマに廃炉の現状や海外事例を紹

■申込用紙の請求先

内外の若者を対象に、
地域の将来と廃炉について考える「学
2 日目はいわき芸術文化交流館アリオスで「地元共生と

介するセッションなどを行います。

※両日とも参加は無料ですが、事前の申し込みが必要です

ので、HP をご確認ください（http://ndf-forum.com）
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第１次試験合格通知の際にお知らせします。
７月 17 日（水）〜８月 16 日（金）
双葉地方広域市町村圏組合事務局総務課
〒 979-1111

富岡町小浜 553-1

お知らせ
中間貯蔵施設に係る弁護士無料相談会
町では中間貯蔵施設の建設に伴い町民の皆さまが抱

える不安や諸問題に対応するため、弁護士による相談
会を開催しています。権利関係等の疑問点について無
問 大熊町役場

料で相談できます。

企画調整課

文科省 ＡＤＲセンター
（原子力損害賠償紛争解決センター）から
ＡＤＲセンターは、原発事故による東京電力への損

＜会津若松市＞

害賠償請求について、和解の仲介を行っています。

時７月19日（金）午後２時〜５時

どなたでも申立てができます。ぜひご活用ください。

場大熊町役場会津若松出張所

★ＡＤＲセンターの特徴

＜郡山市＞

○東京電力に請求していない、支払額に不満、支払

時７月24日（水）午後２時〜５時

を拒否された方など、どなたでも利用可

場大熊町役場中通り連絡事務所

○８割以上で和解成立、賠償金支払いの実績（昨年

＜いわき市＞

末までに終了した約 23,000 件のうち）

時７月25日（木）午後２時〜５時

○裁判より簡単な手続で、ご本人様おひとりで申

場大熊町役場いわき出張所

立可能（昨年、約 65％が弁護士なし）

■相談できること

中間貯蔵施設建設に伴う契約、地上権、相続等について

（法律相談であり、補償価格に関する相談はできませんの
で、ご了承ください）

○仲介委員（弁護士）が、円滑、迅速、公正に、
賠償を実現させる和解を目指す
○担当調査官（弁護士）が、丁寧にお話をうかがう
など、申立て後の手続をサポート

■対象者

大熊町内の中間貯蔵施設建設予定地内に不動産（土地、

建物）を所有されている方
■相談料

○仲介費用は無料（ただし、センターへの郵送料、
電話代は利用者負担）
★申立の方法

無料

申立書をご準備ください。申立書は以下の方法に

■相談時間

１回につき50分以内
（各会場３組までの予約制。先着順）

■申込期限

各会場、開催日の２週間前まで企画調整課にお申し込み

ください

より入手可能です。
①福島県内の事務所・支所に来所
②フリーダイヤルにお電話
③ＡＤＲセンターのホームページからダウンロー
ド
書き方が分からない場合には、事務所・支所かフリ

福島地方法務局富岡出張所の窓口変更
福島地方法務局富岡出張所は帰還準備のため、７月

から９月まで窓口の開設場所が変更となります。
問福島地方法務局総務課

■開設日時

毎月第１、第３木曜日

■場所

☎ 024-534-1983

ーダイヤルにて丁寧に案内します。
問原子力損害賠償紛争解決センター
（平日午前９時～午後５時）
●福島事務所（郡山市方八町 郡中東口ビル２階）
●県北支所（福島市市民会館 503 号室）
●会津支所（会津若松市一箕町松長 1-17-62）

午前 10 時〜午後３時

富岡町文化交流センター学びの森

２階研修室または会議室（富岡町本岡字王塚 622- １）

■取扱事務

・登記申請に関する事務

不動産登記事務の受付等（会社に関する事務は除く）

・証明書等に関する事務

登記事項証明書（成年後見に関する証明書は除く）、地

●相双支所（南相馬市役所北庁舎 2 階）
●いわき支所（いわき市平字小太郎町
いわきセンタービル４階）
※松長の会津支所は、毎週月・火・木曜のみ開所。
第２・第４水曜日は、大熊町役場会津若松出張所にて窓
口を開設。

◇お電話でのお問い合わせ、申立書式の送付申込み
は、
☎0120-377-155
（平日午前 10 時～午後 5 時）
まで。

図の写し等および印鑑証明書の交付請求の受付

※請求の際には収入印紙および郵券をお近くの郵便局で購
入いただきます（各証明書は後日郵送）

・登記相談に関する事務

予約制☎ 0246-35-5670。最寄りの法務局でも相談可

内内容 時日時 場会場 対対象 費費用 持持ち物 定定員 申申し込み方法 期申し込み期限
問問い合わせ ☎電話番号 FAXファクス メールメールアドレス
WEB ウェブサイト

ＡＤＲセンターのウェブサイト
ADR
センターのウェブサイト
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内部被ばく検査を実施します

ん
おおちゃ

教えて
51

放射性物質

ボディカウンター）を実施します。検査会場によって
申し込み先が異なりますので、お間違えのないようご

被ばく線量
問大熊町役場

町民の皆さんの長期的な健康管理と放射線による健

康影響の不安軽減を目的に、内部被ばく検査（ホール

注意ください。

問大熊町役場 保健福祉課

環境対策課

放射線は常に私たちの身の回りに存在します。
「安

全なのは、どの程度？」という疑問に答えるのは、

≪移動式のバスでの検査≫

とても難しいです。

・会津若松市（大熊町役場会津若松出張所）

れる放射性物質、宇宙からの放射線（宇宙線）の影

・郡山市（大熊町役場中通り連絡事務所）

線を受けています。飛行機の機内では、より宇宙線

・いわき市（大熊町役場いわき出張所）

普段生活しているだけでも、食べ物や土壌に含ま

響で１年間に 2.1 ｍ Sv（ミリシーベルト）の放射

の影響を受け、
0.16 ｍ Sv の放射線を受けます。0.16
ｍ Sv は 160 μ Sv（マイクロシーベルト）です。

帰還困難区域に一時立ち入りした方が１日で 30

μ Sv の放射線を受ける場合があります。したがっ
て、１往復の搭乗で５回立ち入りするのとほぼ同じ
放射線量です。

７月29日（月）…午後、30日（火）…一日
７月31日（水）…午後、８月１日（木）…一日
８月５日（月）…午後、

６日（火）、７日（水）、８日（木）、９日（金）…一日

期検査日の10日前まで。先着順

問大熊町役場内部被ばく検査コールセンター
☎ 0120-501-223

≪各施設での検査≫
■県内

身の回りの放射線

自然・人工放射線からの被ばく線量

・平田村（震災復興支援放射能対策研究所）
※毎週金曜午後、甲状腺検査も同時実施
・福島市（福島県労働保健センター）

・いわき市（ときわ会いわき泌尿器科）
問大熊町役場

保健福祉課

保健衛生係

・福島市（福島市保健福祉センター）

・白河市（白河市表郷保健センター駐車場）

・いわき市（福島県いわき合同庁舎駐車場、大久公民館駐
車場、小名浜市民会館駐車場）

問福島県県民健康調査課
☎ 090-7901-1306

受付専用ダイヤル

・会津若松市 ( 会津若松市河東保健センター駐車場 )
・楢葉町 ( ふたば復興診療所駐車場 )
・浪江町 ( 浪江町役場駐車場 )
問福島県県民健康調査課
☎ 080-5744-0334

受付専用ダイヤル

※障がいのあるお子さんを対象とした検査≫
・福島市（福島県立医科大学）
問福島県県民健康調査課
出 展： 国 連 科 学 委 員
会（UNSCEAR)2006
年 報 告、 原 子 力 安 全 研
究 協 会「 新 生 活 環 境
放 射 線（ 平 成 23 年 ）」、
ICRP103 他より作成
出 典： 環 境 省 放 射 線
による健康影響等に関
する統一的な基礎資料
上巻放射線の基礎知識
と健康影響 平成30年
度版
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☎ 024-521-8219

■県外

青森県、宮城県、茨城県、新潟県、石川県、滋賀県、愛媛県、

広島県、長崎県等の地域で受けることができます。日程な
ど詳細はお問い合わせください。

問（広島県以外）福島県県民健康調査課
☎ 024-521-8219

（広島県）広島大学病院緊急被ばく医療推進センター

☎ 082-257-5862

【一時立ち入り受付コールセンター】
☎ 0120 − 220 − 788（フリーダイヤル）
一時立ち入りをする際には申し込みが必要です。
実施スケジュールをご確認の上、コールセンターへお電話でお申し込みください。

■申込受付時間
平日………午前８時〜午後８時
土日祝日…午前８時〜午後５時

・資料の送付先を変更する場合は、必ずコールセンターに変更内容をご連絡ください
・予約時は問い合わせ番号を伝えていただくと、手続きがスムーズに進みます。問い合わせ番号は各世
帯固有の番号です

・立ち入り休止日にやむを得ぬ事情 ( 命日による墓参の立ち入り等 ) により立ち入りを希望する場合は、
事前（10日〜２週間前まで）に環境対策課へご相談ください

◆ 2019年度の一時立ち入りの注意点◆

◆限定開催日の注意点◆
左ページ「マイカーでの立ち入

り」の表内にある※の日（７月10、
11、31日と８月１、17 〜 20、23
〜 27日）はスクリーニング場と巡

回対応車が限られているため、各種
制約があることをご理解の上、お申
し込みください。
■受入世帯数

１スクリーニング場当たり１日

20世帯（鍵開けが必要な世帯の受

入は10世帯とします。上限に達し
たら予約を締め切ります）
。
■予約受付期間

立ち入り日の前日まで（当日受付

はしません）
。
■注意事項

・緊急時に連絡が取れるよう、でき
るかぎり携帯電話やスマートフォ
ンを持参し、GPS 機能をオンにし
てください

・夏季は熱中症の恐れがあります。
健康に不安がある方は無理に立ち
入らないでください

・その他のルールは通常の立ち入り

■立ち入り回数

年間30回が上限ですが、状況を踏まえ31回目以降も認める場合がありま

す。

■立ち入り時間

午前９時から午後４時までの最大７時間です。

■当日受付

５つのスクリーニング場で実施します。午前 9 時〜正午にお越しください。

（浪江町）津島活性化センター、加倉、高瀬
（富岡町）高津戸、毛萱・波倉

スタッフに当日受付を希望する旨と「問い合わせ番号」
、世帯主の氏名を

お伝えください。

※お盆、お彼岸の時期とその後の期間（８月17日〜 27日、9 月27日〜10月
４日）や水、木曜日の開催日は受付できません。事前にお申し込みください

※事前に予約した方に比べ、受付に時間がかかる可能性があります
■帯同車両台数

世帯主車両と同行するご親戚や引っ越し業者等の車両は、津島活性化セン

ター、加倉、毛萱・波倉の各スクリーニング場で受付する場合は 5 台まで
可能です（世帯主車両と合わせて６台）
。ただし高瀬、中屋敷、大川原、高
津戸の各スクリーニング場については、これまで同様２台までです。

◆当日の注意点◆
立ち入り当日は次のものを忘れずにご持参ください。

①立入者名簿（３枚複写式。事前に立ち入る方全員のお名前、生年月日、連
絡先をもれなくご記入ください）

②免許証などご本人確認できるもの（立ち入る方全員分）

③世帯主からの委任状（世帯主のご家族を除く代理人による立ち入りの場合）

※中継基地で通行証、個人線量計、防護装備等をお渡しします。お帰りの際、
中継基地で返却し、スクリーニングを受けていただきます

広報おおくま 2019.7.1
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７月 ＆８月

実施スケジュールや最新の予約
状況は専用ホームページでご覧
いただけます。
（http://www.ichijitachiiri.com）

一時立ち入りスケジュール
マイカーでの立ち入り

マイカー
立ち入り

立ち入り
休止

７月

日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

スクリーニング場

バス立ち入り︵加倉・毛萱︶

①津島活性化センター
②加倉
③高瀬
④中屋敷
⑤大川原
⑥高津戸
⑦毛萱・波倉

※ ※

※

※ ※

※

８月

日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

スクリーニング場

②加倉

バス立ち入り︵加倉・毛萱︶

①津島活性化センター
※

③高瀬
④中屋敷
⑤大川原
⑥高津戸
⑦毛萱・波倉

150 150 150 150 150 150
世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯
150 150 150 150 150 150
世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

100 100 100 100 100 100
世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯
100 100 100 100 100 100
世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯
100 100 100 100 100 100
世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯
150 150 150 150 150 150
世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯

※

※ ※ ※ ※

100 100 100 100 100 100
世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯

※立入者数等を制限して開催します ( 右ページ参照）

バスでの立ち入り
年

2019 年

月

8月

9月

10 月

2020 年
11 月

12 月

3月

日

９

10

13

14

18

19

15

16

13

14

13

14

曜日

金

土

金

土

金

土

金

土

金

土

金

土

毛萱・波倉
スクリーニング場

大熊町

申し込み締切日

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯
7 月８日
（月）

8 月12日
（月）

9 月17日 10月14日 11月12日 2 月13日
（火）
（月）
（火）
（木）

※各月のバス立ち入り初日の１か月前までにお申し込みください
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教えて
♦♦♦

おおちゃ
ん

ヘルシーライフ

LDL コレステロールを下げる工夫 パート３

何を食べる？♦♦♦

1 食物繊維をしっかりとろう
食物繊維にはコレステロールの吸収を抑える働きが
あります。食物繊維を含む「野菜」や「海藻」を意識
して摂取しましょう。

2 青魚や大豆製品をとろう
LDL を下げる効果があると言われている EPA は体
内ではほとんど作ることができない必須脂肪酸の一種
です。青魚には多くの EPA が含まれています。また、
大豆に含まれるイソフラボンにも LDL コレステロー
ルを下げる効果があると言われています。毎日の食事
に取り入れるよう心掛けましょう。
どんな食べ物がいいの？

大豆製品

野菜

魚

マイワシ、マグロ、サバ、ブリなど

果物

海藻

脂肪燃焼に効果的な運動！（その３）

ウォーキング
今回ご紹介するのは「有酸素運動」です。簡
単にできるのはウォーキング（散歩）でしょう
か。より脂肪を燃焼するためのポイントをご紹
介します。
まずは無理せず１日 1,000 歩
（約 10 分）増やすことからスタート
・歩幅は普段より少し広く
・背筋を伸ばす
・足を着くときは、かかとから
・かかとを着くときは、ひざを伸ばす
・あごを引く
・目線は 10 〜 20 ｍ先を見るように
・ひじを約 90 度曲げ、腕を軽く振る
・つま先は真正面を向くように
有酸素運動の前に筋トレなどの無酸素運動をし
て脂肪燃焼アップ！次回からは、町民の健康課
題第２位の「血糖について」です。

管理栄養士のおススメレシピ

♦エビとアスパラのマヨ炒め

（１人分 103 キロカロリー、コレステロール 92mg、 食物繊維 0.7g）

●● 材料（２人分）●●
★冷凍エビ
…20 尾
★アスパラ（細め）…５本
★塩・コショウ
…少々
★マヨネーズ…大さじ２
★あらびきコショウ…少々

●● つくり方 ●●
①エビを茹でる

②アスパラは斜め切り
③フライパンに油をひき、
アスパラを炒める
④軽く火が通ったらエビを
入れ炒める
⑤塩、コショウ、マヨネー
ズ、あらびきコショウで
味を調える

内内容 時日時 場会場 対対象 費費用 持持ち物 定定員 申申し込み方法 期申し込み期限
問問い合わせ ☎電話番号 FAXファクス メールメールアドレス
WEB ウェブサイト

広報おおくま 2019.7.1
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すこやかライフ
保健センター

問 大熊町役場 保健福祉課 保健衛生係・包括支援係

子育てひろば（いわき）

のほほんクラブ（会津）

内自由遊び、身長体重測定、食事や育児の個別相談

時７月９日（火）
、23 日（火）午前９時 30分〜11時30 分

９日は
「歯の話」

場大熊町役場いわき出張所２階

申不要

対未就学児と保護者（祖父母も可）持 飲み物、おむつ
問大熊町役場いわき出張所

地域包括支援センター

健康介護係（夏目）

ボールプールもあるよ♪

内草木染め

時７月 18 日（木）午前９時 30 分〜 11 時 30 分
場大熊町役場会津若松出張所

対 60歳以上 定先着20 人

調理室 費 500 円

持エプロン

申電話で７月１日（月）〜 12 日（金）
問 大熊町役場会津若松出張所（新田）

男塾（会津）
内餃子作り教室

時７月 19 日（金）午前９時 30 分〜正午
場 大熊町役場会津若松出張所

費 300 円

調理室

対 60歳以上 定先着20 人

持 エプロン、三角巾

申電話で７月１日（月）〜 12 日（金）

脳力アップ教室（いわき）
認知症予防のため、頭と体を動かしながら脳を活性化

させる教室です。

内 シナプソロジー、ストレッチ、音楽に合わせた体操

時７月１日（月）
、８日（月）午前９時30分〜 11時30分
場 小名浜公民館

３階視聴覚室

対 60歳以上（３月末時点の年齢）定先着25人

持 動きやすい服装、下履き、飲み物
問 大熊町役場いわき出張所

申電話で前日までに

健康介護係（浜本）

時７月 12 日（金）午前10 時〜 11 時 30 分

会議室１・２

対 60歳以上 定先着20 人

申電話で７月１日（月）〜８日（月）
問 大熊町役場いわき出張所

今年度は「手軽にできる旬の料理」をテーマに、いわき

市内３会場で行います。料理を通して交流を深めません
か。

内夏野菜でスタミナメニュー

時７月 19 日（金）午前10 時〜午後１時

場草野公民館（いわき市平泉崎字向原 28-1）
対 60 歳以上

定先着 20 人

申電話で７月１日（月）〜 12 日（金）

内トールペイント（ペン立て）

費 500 円

わくわく健康料理教室

費 300 円

ここいーな郡山（郡山）
場大熊町役場中通り連絡事務所

問 大熊町役場会津若松出張所（新田）

持エプロン

健康介護係（浜本）

いわき市で子宮がん検診
７月 11 日（木）、12 日（金）
、いわき市で子宮が

問 大熊町役場いわき出張所

健康介護係（浜本）

★高齢者に関する困りごとは、町地域包括支援センターへ
ご連絡ください

★母子手帳をもらった県外在住の妊婦さんに、町から送る
ものがありますので、保健福祉課へご連絡ください

今年の総合健診について
町主催の総合健診を会津若松市、郡山市、いわき市

ん検診を実施します。意向調査で申し込んだ方には、

で実施します。意向調査を提出していない方でも、こ

方でも、検診前日までに町役場の各出張所または本庁

出したかどうか、お忘れの方は電話でご連絡ください。

６月中旬にご案内を送付しました。申し込んでいない
舎保健福祉課へ申し込めば受診できます。

なお、県内の施設検診を希望した方には準備でき次

第、ご案内をお送りします。

問大熊町役場
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保健福祉課

れから提出すれば受診できます。自分が意向調査を提
県外にお住まいの方へは、７月に健診のご案内を送

ります。届いたら内容を確認の上、受診を希望する方

は同封の医療機関リストを参考に、
受診してください。
問大熊町役場

保健福祉課

各地のコミュニティ団体や行政区、同級会などの案内です

町民掲示板

おおくまパークゴルフ協会

内第１回浜・中・会津交流パークゴルフ大会
時７月21日（日）※雨天決行

おかえり！

午前９時受付、９時15分開会式、９時30分競技開始

場大川ふるさと公園パークゴルフ場

なつ祭り in おおくま

（下郷町沢田字下林1911）

費 1,500円（当日納入）※昼食は各自ご用意ください
期７月10日（水）まで

申実行委員へ電話等で①氏名②ふりがな③年齢④性別⑤電
話番号をお知らせください

９月７日 土
午前 11 時 〜

※７月17日（水）以降のキャンセルは参加費用の納入を
お願いします

☎ 090-6228-9776（冨田英市）
☎ 090-2606-7311（秋本勝美）
☎ 090-2273-4187（尾内武）

☎ 090-3598-8700（土屋繁男）

盆踊り♪
屋台♪

バーベキュー♪

大熊町役場みんなの広場
問おおくまコミュニティづくり実行委員会事務局
☎ 0246-85-5237（おおくままちづくり公社）

野馬形区

熊川区

６月２日、震災後７回目の総会・懇親会を五浦観光ホテ

５月11日（土）
、いわき市湯本温泉「ホテル美里」で平

ル別館大観荘で開き、県内外から 44 人が集いました。

成30年度総会と懇親会を開催しました。県内外から37名

画、予算案を審議し、承認されました。

持補助金運用を承認され、令和元年絆維持補助金運用予定、

来は不透明です。それでも、
久しぶりの再会に旧交を温め、

れました。

総会では経過報告、会計報告および令和元年度の事業計
町役場が大川原で業務を開始した現在も、野馬形区の将

夜遅くまで楽しい時間を過ごすことができました。

これからも絆を大切に深め合い、元気な再会を誓い合っ

て散会しました。
（区長・土屋繁男）
団体名
県内

熊川地縁団体設立の詳細を説明、活発な議論をして承認さ
総会後の懇親会では、各人の近況報告やらカラオケで盛

り上がりました。翌朝は次回の参加を約束し別れました。
今回参加できなかった方、次年度はぜひ参加してください。

拠点

代表

お問い合わせ先

こらんしょ大熊

県北地方

菅野

充史

090-2361-7451（泉広隆）

大熊町の明日を考える会

県中地方

太田

文代

080-1808-8333

中通り

斎藤

重征

090-8423-6515

おおくま中通り会
茨城おおくま友の会

茨城県内

玉澤

優子

090-3754-7849

積小為大の会

茨城県内

浅野

秀蔵

080-1657-7286

栃木県内

松本

光清

090-5838-1258（武内都）

埼玉県内

倉嶋

要三

090-7934-8508

スイートめろん

県外

の参加を得て、総会では30年度の活動、収支決算、絆維

栃木おおくまの会
埼玉・おおくま友の会
ひまわりサロン
フレンドリー東北

茨城県南部

埼玉県川口市
仙台市

内内容 時日時 場会場 対対象 費費用 持持ち物 定定員 申申し込み方法 期申し込み期限
問問い合わせ ☎電話番号 FAXファクス メールメールアドレス
WEB ウェブサイト

梶原美智雄

080-5229-2006（星川美智子）

島田由紀子

080-5431-0123

木幡

090-4314-8444

伸夫
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町民掲示板
大熊町いわき会

おおくま町会津会

時７月18 日（木）午前10時〜

時７月３日（水）午前10時

内 介護について理解しよう（介護に関するお話と昼食）

場 町役場会津若松出張所集合

※調理にご参加いただける方は９時集合

場 泉公民館（いわき市泉町四丁目13-11）
費 無料

内 本宮市・イングリッシュガーデン

申 不要

☎ 090-9746-6419（伊藤）☎ 090-5188-8163（宮本）
ふるさとおおくま会

内ちょっとの操作で視野が広がるタブレットを楽しみませ
んか？（初めての方大歓迎、タブレット講習）

時７月23 日（火）午前10時〜正午

内 大熊町・本庁舎見学

時７月17 日（水）午前10時

場 町役場会津若松出張所集合
☎ 090-7078-2327（山本）
スイートめろん

内 シャインマスカット食べ放題とワイナリー見学

場 草野公民館（いわき市平泉崎向原 28）

（日帰りバス旅行、昼食はほうとうの和膳）

時 ９月７日（土）

持 タブレット

☎ 090-2270-8138（石橋英雄）

※出発・つくば駅午前６時15分、守谷駅６時 55 分

☎ 090-9531-4591（愛場誠）

帰り・守谷駅午後６時10分、つくば駅６時50分頃

☎ 090-3531-9776（冨田睦子）

場山梨県（甲信地方）

大熊町山田会

※４歳未満はランチ希望 2,000 円、ランチなし 1,000 円

費大人7,000 円、４歳以上 4,000 円
期８月 10 日（土）まで

内 みんなで楽しくバーベキュー！

☎ 080-5229-2006（星川美智子）

時８月10 日（土）午前10時〜

☎ 090-2888-5789（高木由記子）

場 遠野オートキャンプ場
費 1,000 円

定 先着50人

☎ 090-7326-7444（石田和枝）

栃木おおくまの会

古滝屋温泉日帰りお茶会

参拝しました。ちょうど年に一

場 古滝屋（いわき市常磐湯本町三函 208）

た行事を垣間見ることができま

去る 5 月27日に古峰神社を

時７月17 日（水）午前10時〜午後３時

度の例大祭で、古式にのっとっ

費 入浴料800円（個人負担） 持 タオル、昼食

した。天狗やカラス天狗の大き

※無料送迎バスあり

いわき出張所〜北好間団地復興公営住宅（12号棟前）

なお面が出迎えてくれました。
ゆったりと古峯園（日本庭園）

〜いわき駅（ミスタードーナツ前）〜 NHK バス停前〜プ

の花や木を見たり、小さな滝や

営住宅（３号棟前）〜マルト湯本店前〜古滝屋

した。お昼は100畳の部屋で宿

ラザ大将軍いわき店前〜マルト泉店前〜泉本谷団地復興公

☎ 080-6007-6824（市川）☎ 090-5187-2234（堀本）
すまいるサロン

内 特別展見学＆懇親会

時７月13日（土）午前11時〜午後２時

２階調理室

場 茨城県近代美術館※集合は美術館前

持 マイカップ、おむすび（昼食）
☎ 080-1830-5567（小林）

団体名

拠点

代表

お問い合わせ先

大熊町いわき会

いわき市

伊藤

憲顕

090-9746-6419

いわき市

池田

義明

090-3643-2967

いわき市南部

三瓶

道教

090-2958-4174

石橋

英雄

ふるさとおおくま会
すまいるサロン
古滝屋温泉日帰りお茶会

浜通り南部
いわき市

熊谷美香子

090-2270-8138
080-1830-5567（小林和子）

いわき市

市川

スミ

080-6007-6824

おおくままち北浜グループ

浜通り北部

小林

五藏

080-1814-9819

おおくま町会津会

会津若松市

浅野

孝

ママだってやってみ隊

会津若松市

三瓶

美和

090-6259-7933（阿部智英子）

白河市

深代

賢治

090-9531-1595

もみの木
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☎ 080-1657-7286（浅野秀蔵）

おおくまいわき友の会
大熊町山田会
県内

坊のランチをいただきました。
積小為大の会

時 7 月29日（月）午前10時〜午後３時
場 大熊町役場いわき出張所

池に涼を求めたりして散策しま

広報おおくま 2019.7.1

090-7078-2327（山本三起子）

問福島地方環境事務所 浜通り南支所（廃棄物担当）
☎ 0240-25-8993

被災家屋の解体申請受付窓口

環境省では、除染実施区域（中屋敷、大川原）および特
定復興再生拠点区域内の被災家屋等の解体申請を受け付
けています。解体を希望する際は、必要書類等の確認のた
め、事前に次の窓口までお問い合わせください。
場大熊町役場いわき出張所 駐車場スペース内
時平日午前８時30分〜午後５時15分
問高島テクノロジーセンター（環境省業務受注業者）
☎ 0120-700-908

木村 政文

大熊町全域のごみステーションに出された片付けごみを
回収しています。
・個別回収
除染実施区域（中屋敷、大川原）および特定復興再生拠
点区域内に住居がある方については、粗大ごみ等の個別回
収や東京電力による片付けサポート等も実施しています。
片付けのためのフレコンバッグが必要な際は、お申し込み
ください。
■お申し込み先
大熊町片付けごみサポートセンター☎ 0120-50-8832

から

片付けごみの回収
・ごみステーション回収

大学の入学式でボート部に勧誘され︑４年間在籍
しました︒両手にマメができ︑尻の皮がむけ︑それ
を繰り返して堅くなるようになったら一人前だと言
われるような厳しい部活動でした︒私は大いに鍛え
られたと同時に︑多くのことを学びました︒励まし
合った仲間の大切さは言うまでもありませんが︑組
織とは何かを深く考えるようになったのも︑ボート
に打ち込んだからかもしれません︒
私が取り組んだエイトという種目には︑８人の漕
ぎ手の他︑コックスと呼ばれる指示役がいます︒最

後方に陣取り︑前方を向き︑漕ぎ手の動きにズレは
ないか︑バランスは保たれているかなど︑ボート全
体に目を配ります︒戦況を見極めて敵チームと駆け

引きをする重要な役目も担います︒漕ぎ手は後ろ向
きのため︑指示を信じるしかありません︒極限状態
で﹁もっと漕げ﹂と叱咤するコックスを敵のように
思うこともありました︒しかし︑やみくもに漕ぐだ

けでは勝利することはできないのです︒
大熊町の教育長を仰せつかり︑３か月が過ぎまし
た︒町教育の将来は課題山積の中︑町内での学校再

開を目指していきます︒学校の存続は大熊町の存続
にもかかわる問題であり︑教育委員会の枠にとらわ
れない全庁的な議論が必要だと考えています︒これ
まで培った経験を生かしながら︑全体を見渡し︑場
合によってはコックスのような﹁敵役﹂になること
も覚悟して︑自分自身と組織を鼓舞したいと考えて
います︒

各 種 お 問 い 合 わ せ 先

教育長室

コックス（舵手）

町内の灯油回収

ご家庭に残置されている灯油等の回収を受け付けていま

す。回収を希望される方はお申し込みください。

※回収は環境省、受付は東京電力ホールディングスが行っ
ています
■回収の対象となるもの
すべての石油類および塗料等（ポリタンク、オイル缶等
は容器ごと回収します）
■回収できないもの
汚染度の高い灯油容器等、ホームタンク、暖房器具、車
両、農機具等の廃油
■お申し込み先
東京電力ホールディングス 福島復興本社大熊町グループ
☎ 080-6842-2349（平日午前９時〜午後５時）
被災家屋の損壊調査
り災証明書の発行を希望される方は、家屋を取り壊す前
に必ず被災家屋の損壊調査（家屋調査）が必要です。取り
壊した後では調査ができなくなります。まだ申し込みされ
ていない方はご連絡ください。
問大熊町役場

税務課
除染と中間貯蔵施設の全般に関するお問い合わせ
環境省では、除染と中間貯蔵施設に関するお問い合わせ
を受け付ける総合窓口を設置しています。
問 除染と中間貯蔵施設に関するお問い合わせ窓口
☎ 0120-027-582
（日祝日を除く午前９時30分〜午後６時15分）
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こんにちは赤ちゃん

こどもの名

親の名

●人のうごき
住

所

加藤

澪

達 也 ・

恵

新

町

太田

昊来

隆 介 ・

萌

熊

町

近藤

桜希

・ 夏 美

古

舘

藁谷

湊音

章 太 ・ 優 未

向

畑

菅野

星音

綾
功

・由利江

花むこ

住

所

花よめ

住

所

千葉美紀夫

いわき市

加井たか子

中 央 台

伊賀大流

中 央 台

秋 元 舞 香

富 岡 町

おくやみ申し上げます

死亡者名

鈴
西
石
鈴

木
内
黒
木

照
文
重
モ

年齢

雄
郎
子
ト

78
80
77
90

住

歳
歳
歳
歳

●居住の状況

東大和久

ご結婚おめでとう

所

羽 山 沢
熊
町
西大和久
大

※ 2019 年５月

︱ 編集後記 ︱

町役場新庁舎の２階にある

ラウンジからは︑太平洋まで

見渡せます︒手前の常磐自動

車道を大小の車が行き来しま

す︒窓際にカメラを設置して

日没までの動画を撮影してみ

ました︒駐車場に多くの車が

出入りし︑来庁者が外を歩き

ます︒辺りが暗くなり始める

と︑敷地内の動きは少なくな

り︑静寂に包まれていくのが

分かります︒今後は定点動画

でも町の様子を伝えたいと思

います︵村井︶

大熊町公式
大熊町

Facebook

公式サイト

おおくま広報室

https://www.town.okuma.fukushima.jp/
https://www.facebook.com/town.okuma.fukushima/
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福島県内
福島市
住民基本台帳
会津若松市
人口 10,327 人 郡山市
世帯数 3,799 世帯 いわき市
町内居住推計
白河市
人口
694 人 須賀川市
喜多方市
相馬市
（2019 年６月１日現在） 二本松市
田村市
都道府県
人数
海外
1 南相馬市
不明
0 伊達市
北海道
35 本宮市
青森県
20 桑折町
岩手県
3 国見町
宮城県
197 川俣町
秋田県
17 大玉村
山形県
42 鏡石町
福島県
7,844 天栄村
茨城県
479 下郷町
栃木県
202 檜枝岐村
群馬県
82 只見町
埼玉県
357 南会津町
千葉県
260 北塩原村
東京都
256 西会津町
神奈川県
169 磐梯町
新潟県
181 猪苗代町
富山県
6 会津坂下町
石川県
10 湯川村
福井県
8 柳津町
山梨県
6 三島町
長野県
10 金山町
岐阜県
5 昭和村
静岡県
16 会津美里町
愛知県
5 西郷村
三重県
5 泉崎村
滋賀県
0 中島村
京都府
7 矢吹町
大阪府
15 棚倉町
兵庫県
6 矢祭町
奈良県
0 塙町
和歌山県
4 鮫川村
鳥取県
0 石川町
島根県
0 玉川村
岡山県
3 平田村
広島県
1 浅川町
山口県
2 古殿町
徳島県
0 三春町
香川県
0 小野町
愛媛県
2 広野町
高知県
0 楢葉町
福岡県
23 富岡町
佐賀県
3 川内村
長崎県
2 大熊町
熊本県
2 双葉町
大分県
8 浪江町
宮崎県
24 葛尾村
鹿児島県
1 新地町
沖縄県
8 飯舘村
計
10,327
計
（2019 年５月 31 日現在）

人数
203
723
1,083
4,672
63
95
40
99
31
61
276
5
45
5
2
0
42
11
0
0
0
0
2
1
1
6
9
14
3
0
0
0
0
21
19
17
0
16
1
0
0
0
3
2
0
7
7
64
9
67
28
16
11
25
0
6
2
31
0
7,844
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書庫から一枚

4

２０１９年７月１日号

し、
撮影日や撮影趣旨が分からなくなったものが数多くあります。
誰かの思い出のワンシーンかもしれない一枚を紹介します。この
写真について、何かご存じの方、情報をお寄せください。
総務課

…不明

★撮影場所

大熊町役場旧庁舎の書庫に保管されている写真は、震災で散乱

問大熊町役場

★撮影年月日

秘書広聴係

…梨選果場

★その他
…大熊の特産物・梨の選果場内の様
子です。奥から手前に梨が流れるラ
インがあって、大きさや糖度別に仕
分けていたのでしょうか。

第５６４号

大熊町役場連絡先
総務課

課名

企画調整課

税務課

発行・大熊町役場総務課秘書広聴係

印刷・北斗印刷株式会社

住民課
保健福祉課

環境対策課

★本庁舎 ☎ 0120-26-3844（代表）
係名

23 - 7568

行政係

23 - 7569

財政係

23 - 7582

管財係

23 - 7579

企画振興係

23 - 7584

原子力行政係

23 - 7586

賠償対策係

23 - 7643

管理係

23 - 7154

賦課係

23 - 7158

徴収係

23 - 7159

住民係

23 - 7146

国保年金係

23 - 7143

福祉係

23 - 7196

子育て支援係

23 - 7197

保健衛生係

23 - 7419

介護保険係

23 - 7226

包括支援係

23 - 7238

生活環境係

23 - 7829

消防交通係
生活支援課

住所：大熊町役場

いわき出張所

電話番号（0240）

秘書広聴係

放射線対策係

23 - 7831

生活支援係

23 - 7444

住宅支援係

23 - 7456

〒 979-1306

〒 970-1144

大熊町大川原字南平 1717

復興事業課

復興係
復旧係
坂下ダム

産業建設課

2 3-7 0 6 8（復興）
2 3- 7 0 9 1（建築）
2 3 - 701 9

32 - 2318
※番号注意

議会事務局

産業係
建設係
用地係
出納係
庶務係

23
23
23
23

教育総務課

生涯学習係

2 3 - 75 3 2

用地対策室
出納室

議事係

★各出張所・連絡事務所
課名
会津若松出張所

教育総務課
※文化財担当は
新庁舎

いわき出張所
中通り連絡事務所

いわき市好間工業団地 1-43

会津若松出張所
中通り連絡事務所

係名

-

709 5
7138
7791
7149

2 3 - 78 4 0

電話番号

庶務係
避難者名簿係
保健福祉係

総務係
学校教育係
生涯学習係

0242 - 26 - 3844

スポーツ振興係
住民生活係
健康介護係
生活支援係

0246 - 36 - 5671
024 - 983 - 0686

〒 965-0873 会津若松市追手町 2-41
〒 963-8035 郡山市希望ケ丘 11-10

