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町内で２事業再開

総務課

中通り連絡事務所
郡山市希望ケ丘 11-10
☎ 0120-24-1013（フリーダイヤル）

秘書広聴係

町内の避難指示が解除された地区にお住まいの方に対する配食サービス
と、外出支援サービスを再開しました。この事業は町が町社会福祉協議会
へ委託して行うものです。利用を希望する方は町への申請が必要ですので、
問大熊町役場 保健福祉課 福祉係
お問い合わせください。

お弁当をお届け

介護が必要な方の送迎

配食サービス

外出支援サービス

自分で調理が難しい方の自宅を定期的に訪問し、栄
養バランスのとれた弁当を提供します。併せて利用者
の安否確認を行います。
■対象（次のいずれかに該当する方）
・おおむね65歳以上の高齢者のみで生活している方
・重度心身障害者（身体障害者手帳３級以上または療
育手帳Ａの方）で、サービスを利用することが適当
と認められる方
■回数
１日１食（昼食）週５日以内（土日祝日は除く）
■利用料
１食あたり200円

介護が必要な方等で、公共交通機関や自家用車の利
用が難しい方を、送迎用車両で居宅と医療機関との間
を送迎します。
■対象（次のいずれかに該当する方）
・要介護２以上で、一般の交通機関を利用することが
困難な方
・身体障害者手帳２級以上または療育手帳Ａを持ち、
一般の交通機関を利用することが困難な方
・それ以外で緊急に車椅子等を利用しなければ移動で
きないと判断される方
※介護を要する方には介助者が同乗してください
■送迎範囲
南相馬市からいわき市中心部
■回数
月２回以内
■利用料
無料
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重度心身障害者
医療費受給者証の
期限は今月まで
重度心身障害者医療費の受

大熊町役場保健福祉課子育
て支援係宛

貼付けて郵送ください

※同封の返信用封筒に切手を
■直接持参する場合

午前９時 分～正午

場 大熊町役場会津若松出張所

調理実習室

人

対 大熊町民

定 先着

格の更新の時期となりまし

ください

いわきの各事務所へ持参して

期 ７月 日 金
( ま
) で電話で
問 大熊町役場会津若松出張所

持 エプロン、三角巾

本 庁 舎 ま た は 会 津、 郡 山、 費 ３００円

た。現在使用されている受給

問 大熊町役場

ますので、ご注意ください。
対象の方には、更新手続き
についての通知を７月上旬に
郵送しましたので、ご確認く

☎０２４０（ ）７１９７

子育て支援係

保健福祉課

者証は７月 日で無効となり

給資格をお持ちの方、受給資

15

保健福祉係

法務局富岡出張所の
出張窓口

書類の提出が必要です。提出

なお、更新手続きには次の

康相談窓口を本庁舎保健福祉

学の放射線の専門家による健

７月から毎週木曜、長崎大

会議室（富岡町本岡字王塚

学びの森２階研修室または

場富 岡 町 文 化 交 流 セ ン タ ー

時 毎週第一・第三木曜日

を忘れると、８月以降の医療

課に設置します。どんな些細

午前 時～午後３時

費等の助成ができなくなりま

総務課

になる際はあらかじめ保健福

■取扱事務

☎０２４６（ ）５６７０

■予約先（相談は予約制）

・登記相談に関する事務

付

・証明書等に関する事務の受

■必要書類

保健福祉課

・登記申請に関する事務
問 大熊町役場

健康教室「作って
食べてしゃべろう会」

暑中お見舞い申し上げま

す。今回は糖尿病基本食の実

時 ８月２日（金）

ちしております。

て提出してください
大熊

習です。皆様のご参加をお待

※お持ちの手帳の写しをすべ

精神障害者手帳の写し

・身体障害者手帳、
療育手帳、

・健康保険証の写し

費受給者証

祉課にご確認ください。

☎０２４（５３４）１９８３

問 福島地方法務局

10
・大熊町重度心身障害者医療

る時間が異なります。おいで

なお、日によって相談でき

ださい。

６２２の１）
い。

な相談でもお気軽にご相談く

放射線専門家による
健康相談窓口を設置

26

す。忘れずに提出してくださ

ださい。

23

■郵送で提出する場合
〒９７９―１３０６
町大川原字南平１７１７

※お住まいの最寄りの法務局

でも相談できます

2

30

35

■今後のスケジュール
・住民税が非課税の方への申請案内の送付
→７月下旬～８月上旬
※子育て世帯は申請不要
・プレミアム付商品券の購入引換券送付
９月中旬～ 12月下旬
・プレミアム付商品券の購入引換期間
10月１日～２月29日
・プレミアム付商品券の利用期間
10月１日～３月15日
※避難先で購入したい方は、避難先自治体へ詳
細をお問い合わせください
10月からの消費税率引き上げに伴い、住民
税が非課税の方や子育て世帯への影響を緩和
し、消費を喚起・下支えすることを目的とした
プレミアム付商品券事業が行われます。
大熊町民で対象の方は、避難先のプレミアム
付商品券を購入できます。購入する際は「大熊
町プレミアム付商品券購入引換券」と「届出避
難場所証明書等」を持参し、避難先の購入窓口
で購入してください。なお、引換券の申請は必
要です。
問 大熊町プレミアム付商品券コールセンター
☎ 0800-800-5221
（平日午前９時～午後５時）

31

７月 日（金）まで

■期限
19

避難先でも購入できます
プレミアム付商品券

を行います。

助金」の第 次・第 次公募

一部を補助する「グループ補

設備の復旧等に要する経費の

事業者が、被害を受けた施設・

を受けたことがない方は、ぜ

まだ一度も肝炎ウイルス検査

る の を 防 ぐ こ と が で き ま す。

期に治療すれば重い病気にな

もに保管してください。

業再開等支援補助金

は２０２０年２月 日まで免

県経営金融課から

震災時に福島県原子力被災

受けましょう。ご家族や周り

なお、介護サービス利用料
除されます。

なお、グループ補助金を申

の方々にも肝炎ウイルス検査

■福島県原子力被災事業者事

※転入者の方等は介護サービ
市町村内で事業を行ってい

請するためには、２者以上で

介護保険負 担 割 合 証
を郵送しま す
元）年７月までの介護保険負
ス利用料が免除対象になら

た中小事業者が、店舗や事務
時に必要な経費の一部を補助

所整備など、事業を再開する

を作成し、県から認定を受け

グループとして復興事業計画

構 成 さ れ る グ ル ー プ を 組 み、 の受診を勧めてください。

☎０２４（５２１）８６５３

９、 月（総合健診期間中）

・実施期間

います

★肝炎ウイルス検査を行って

する「福島県原子力被災事業

ひ早めに肝炎ウイルス検査を

担割合証をお持ちの方に、８
ない場合がありますので、

29

保健福祉課

る必要があります。

第８次公募を行います。
■福島県創業促進・企業誘致
に向けた設備投資等支援補

大熊町総合健診会場

・実施場所

・対象者

今年度 歳以上で今まで一

いて事業を行っていなかった

子力災害時に 市町村内にお

内で新たに創業する方や、原

福島県原子力被災 市町村

約１００人に１人が感染して

の感染症と言われ、日本人の

イルス性肝炎は、国内最大級

胞が壊れていく病気です。ウ

イルスに感染して、肝臓の細

ウイルス性肝炎は、肝炎ウ

問大熊町役場

希望確認を行います。

方には、総合健診時に受診の

込みされた方で、検査対象の

７月 日は肝炎デー

方が 市町村内で事業展開を

いると推計されています。

肝臓は「沈黙の臓器」と言

度も受診したことがない方

行う時に、店舗や事務所整備
部を補助する「福島県創業促

われ、肝炎ウイルスに感染し

状がありません。知らない間

進・企業誘致に向けた設備投
募を行います。

に病状が進行し、気づいた時

には肝硬変や肝がんなど命に

かかわる病気になっていま

■グループ補助金
震災時に福島県原子力被災

す。肝がんの原因の約 ％が

肝炎は、早期に発見し、早

肝炎です。

市町村内及び津波浸水地域
内（いわき市、相馬市、新地
町）で事業を行っていた中小

保健衛生係

保健福祉課

大熊町実施の総合健診を申

・申し込み方法

などの事業に要する経費の一

助金

10

40

問 福島県経営金融課

者事業再開等支援補助金」の

41

28

問 大熊町役場

合計 463 万円以上

合計 346 万円以上

有効期限が２０１９（令和

月以降の負担割合証を郵送し
ご相談ください

いいえ
はい

42

80

２人以上の場合

２人以上の場合

340 万円以上

１人の場合
280 万円以上

12

ても、ほとんどの場合自覚症

12

資等支援補助金」の第７次公

12

３割負担
２割負担
１割負担

その他の合計所得金額
同一世帯に 65 歳以上の方が

年金収入＋

3

ます。
記載内容をご確認の上、

本人の合計所得金額が 220 万円未満

12

12

はい
いいえ

はい
いいえ
はい
いいえ

年金収入＋
その他の合計所得金額
同一世帯に 65 歳以上の方が
１人の場合

必ず介護保険被保険者証とと

65 歳以上で本人の合計所得金額が 160 万円以上

熊地区
絆パークゴ ル フ 大 会
第４回熊地区パークゴルフ
大会を開催します。多数の参
加をお願いします。
日（土）

午前８時 分受付

時 ７月
場 広野町二ツ沼パークゴルフ

場
日（月）まで

費 ５００円（昼食付き）
期 ７月

※各区長までご連絡ください
☎０９０（７９３４）００４７
（一区長・佐久間住夫）
（二区長・池田義明）

費 ２０００円
対 大熊町民の皆さん
期 ８月５日（月）まで

☎０９０（８４２３）６５１５
０２４（９５４）８８７８

（斎藤重征）
（半沢佐田幸）

☎０９０（３６４６）３８１５

ふるさとおおくま会
がるタブレットを楽しみま

内 ちょっとの操作で視野が広

せんか？（初めての方大歓
日（火）

迎！タブレット講習）
時 ７月

午前 時～正午
場 草野公民館（いわき市平泉

大熊町いわき会

アー

日（木）

内 会津フルーツ狩りバスツ

時 ９月

駅、好間第一仮設住宅駐車

日（木）午前 時～

時 ７月

場
は午前９時集合

場 泉公民館（いわき市泉町四

）

人

対 大熊町民の皆さん

定 先着

期 ８月

日（土）まで

☎０９０（８９２９）９０１６

（坂本）

費 無料

（伊藤）

☎０９０（９７４６）６４１９
（玉沢優子）

（宮本）

☎０９０（５１８８）８１６３
（宮本）

☎０９０（５１８８）８１６３

費 お問い合わせください

丁目 の

費 ２０００円

※調理にご協力いただける方

（介護に関するお話、昼食） ※バス乗降場所：植田駅、泉

内 介護について理解しよう

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）

☎０９０（４３１９）３３４８
（寺阪玲子）

4

☎０９０（３６４３）２９６７
崎向原 ）
持 タブレット

（事務局・石田和枝）

☎０９０（７３２６）７４４４

日（土）午前 時～

大熊町役場みんなの広場
☎０９０（３７５４）７８４９

天神岬

場 大熊町大川原地内、楢葉町

時 ９月

天神岬宿泊

内 大川原でバーベキュー＆

茨城おおくま友の会

（石橋英雄）

なつ祭り in おおくま

☎０９０（２２７０）８１３８
☎０９０（９５３１）４５９１
（愛場誠）
☎０９０（３５３１）９７７６
（冨田睦子）

大熊町山田会
内み ん な で 楽 し く バ ー ベ

日（土）午前 時～

キュー
時 ８月

場 遠野オートキャンプ場

19

☎０９０（４５５７）６１２１
（三区長・藤田昭俉）

おおくま中 通 り 会
内会 津 五 薬 師 め ぐ り バ ス

日（火）

ツ アー
時 ８月

午前９時出発

費 １０００円

人

10

盆踊り♪
９月７日 土
屋台♪
午前 11 時 ～ バーベキュー♪

31 45

10

ＦＡＸ

定 先着

11

おかえり！
28

30

場 大熊町役場中通り連絡事

務所集合

10

18

13

10 23

28

10

50

27

22

20

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きます。権

利関係等の疑問について、無料
で相談できます。

問大熊町役場企画調整課

【会津若松市】
時８月22日（木）

午後２時～５時
場 大熊町役場会津若松出張所

【いわき市】
時８月27日（火）

午後２時～５時
場 大熊町役場いわき出張所

【郡山市】
時８月28日（水）

午後２時～５時
場 大熊町役場中通り連絡事務所

■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
■対象
町内の中間貯蔵施設建設予定
地内に不動産を所有している方
■相談料
無料
■相談時間
１回につき 50 分以内（各会
場３組までの事前予約制）

■「医療費のお知らせ」を送ります
国民健康保険に加入している方へ、町から「医療費のお知らせ」を
送付します。
これは、国民健康保険証を使って医療機関等を受診した医療費の総
額をお伝えし、健康管理への認識を深めていただくことや受診した医
療機関等の把握に役立てることを目的とするものです。
国民健康保険に加入している方が2018年３月から今年２月までの
一年間に受診した医療費について、世帯ごとに作成し、世帯主宛にお
送りします。個別にお送りすることはできません。８月中旬に発送す
る予定です。
また今後は２か月に一度、はがきでお知らせします。
問大熊町役場 住民課 国保年金係
■お知らせする内容
・受診者氏名
世帯の中で、国民健康保険に加入し、対象期間中に医療機関等を受
診した方がいれば、その方のお名前を表示します
・医療機関等の名称
受診した病院や薬局名を表示します
福島県以外の医療機関は「○○都道府県医療機関」と表示されます
・受診年月
2018年３月から今年２月までの期間で受診した年月を表示します
・入通区分
入院、通院、歯科、調剤等を表示します
・日数
その月の受診日数（回数）を表示します
・医療費の額
該当の医療機関等で 1 か月にかかった医療費の総額を表示します
保険診療以外の金額（入院時の差額ベッド代、診断書作成料等）は
含みません
・一部負担金額
支払った一部負担金を表示します
≪注意事項≫
・医療費の請求ではありません
また、通知を受け取ったことによる手続きはありません
・医療費の適正化を図るための事業ですので、診療内容等の問い合わ
せをいただいても回答できません
・世帯の中に医療機関を受診した方がいない場合は送付されません

■申し込み方法
事前予約の先着順ですので、

町公式
フェイスブック
おおくま広報室

ご連絡をお願いします
■申し込み期限
開催日の２週間前まで

5

町公式
ホームページ

東京 2020 オリンピック聖火リレーランナー募集
■公募期間

７月１日（月）～８月31日（土）

■公募人数

59人（中学生以上で県内 59 市町村からゆかりのあるランナーを１人ずつ選出）

■応募方法

・応募フォーム

TOKYO2020 ふくしま情報サイト「ふくしまプラス 2020」のトップページから応募フォーム
に入り、必要事項を記入して応募。

・郵送

所定の応募用紙に必要事項を記入し、下記に送付（８月31日の消印有効）。
送付先：東京 2020 オリンピック聖火リレーふくしま実行委員会事務局
住

所：〒 960 － 8670

■その他

福島県福島市杉妻町２番 16 号

全国的に共通している聖火ランナーの基本応募要件等については、東京 2020 組織委員会ホー

ム ペ ー ジ（URL：https://tokyo2020.org/jp/special/torch/olympic/torchbearer/） で 確
認してください。福島県の応募用紙や応募フォーム、募集要項等のランナー募集などの情報は
TOKYO2020 ふくしま情報サイト「ふくしまプラス 2020」に掲載しています。
問福島県聖火ランナー募集コールセンター

☎ 0570-200502（平日午前９時～午後５時）

第 31 回ふくしま駅伝の選手を募集します
ふくしま駅伝（市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会）は、

「ふくしまづくり 新たな挑戦で」をスローガンにタスキを

つなぎ、震災からの一日も早い復興を願い開催されます。
大熊町は第１回から昨年の第 30 回大会まで、全ての大

会に出場してきました。31 回目となる今回も、順位アッ
プを目標に大会まで取り組んでいきたいと思います。

走ることが大好きな方、ふるさとのために走りたいと

思っていただける方の参加を待っています。
一緒に大熊町のタスキをつなぎましょう‼

■日時

11月17日（日）

区間

選手

1区

4.0 ｋｍ 女子

2区

8.2 ｋｍ 中・高生男子またはシニア

3区

5.8 ｋｍ 中学生男子またはシニア

4区

7.3 ｋｍ 男子

5区

6.4 ｋｍ 高校生または中学生男子

6区

8.3 ｋｍ 男子

7区

5.4 ｋｍ 中学生男子

8区

4.1 ｋｍ 中学生男子

9区

3.0 ｋｍ 中学生女子

10 区

9.3 ｋｍ 男子

11 区

3.9 ｋｍ 女子

■募集対象 中学生以上

12 区

7.0 ｋｍ 男子

■募集締切 8 月30日（金）

13 区

4.6 ｋｍ 男子

問大熊町役場

14 区

5.7 ｋｍ 中・高生男子またはシニア

※９月から合同練習に取り組み、合宿、ロードレース大会

15 区

3.4 ｋｍ 中学生女子またはシニア

16 区

8.4 ｋｍ 男子

■コース

白河市～福島県庁前

教育総務課

等に参加します。応募者には後日詳細をお知らせします
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