思いが夢になる。希望が町になる。
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特集・2019
年度施政方針と予算
８年ぶり、
町で再開
７月 11 日、町内大川原に仮設店舗がオープンしました。

まちの話題
仮設店舗がオープン

商工会大川原事務所敷地に

町商工会大川原連絡事務所敷地
内に７月11日、かつて町内で営
業していた雑貨店と電器店が仮設
店舗をオープンさせました。
８年４か月ぶりに町内でお店を
再開したのは鈴木商店と滝本電器
です。今後整備を進める商業施設
がオープンするまでの間、仮設店
舗での営業となります。
初日から災害公営住宅の入居者
や馴染みのお客さんが訪れ、お茶
を飲みながら買い物を楽しんでい
ました。
営業はいずれも月、火、木、金
曜の午前10時から午後５時まで
です。

熱戦！地区対抗パークゴルフ

優勝は熊地区

大熊町地区対抗町民パークゴル
フ大会が７月13日、広野町の二
ツ沼総合公園パークゴルフ場で開
かれました。団体（地区対抗 ) 戦
と男女別の個人戦で争われ、久し
ぶりに再会した皆さんは、和やか
な雰囲気の内にも真剣にボールを
追いかけ、36ホールで競いなが
ら交流しました。
・団体①熊②夫沢③小入野
・個人▷男子①泉篤さん（熊）②
木田晴夫さん（熊）③石井弘さ
ん（小入野）▷女子①秋本良子
さん（熊川）②中原秀子さん
（熊）
③中野幸子さん（夫沢）

剣道に出場の２人、健闘
双葉郡スポーツ交流大会

双葉郡スポーツ交流大会が７月７日、広野町の広野中
学校体育館をメイン会場に開催されました。大会は野球、
バレーボール、グランドゴルフ、剣道、バスケットボー
ルの５競技で行われ、大熊町は野球と剣道にエントリー
しました。このうち、剣道に出場した牛来清政さん、渡
部雄介さんは健闘しましたが、ともに予選で敗退しまし
た。野球は悪天候で中止となりました。
広報おおくま 2019.8.1
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2 期分42 戸、12月から募集
大川原の災害公営住宅

帰還者向け災害公営住宅の２期工事を請け負う３事
業者が決まり、７月11日に町、県との間で基本協定が
結ばれました。2 期分は木造平屋建てで３ＬＤＫ22戸、
２ＬＤＫ20戸の計42戸を、1 期分の南側に整備します。
第１期と同様、県が代行整備した後に町が買い取る方式
です。12月に入居募集開始、来年３月完成、４月以降
に入居開始の予定です。総事業費は約13億円。

新庁舎でＮＨＫ番組収録

「明日へ

ふるさとグングン！」

NHK の復興支援番組「明日へ
みんなで創る

ふるさとグングン！

新しい町〜福島・大熊町〜（仮）」の収

録が７月６日、町役場おおくまホールで行われました。
町民、役場職員、東電社員、避難者などがタレントの
りゅうちぇるさんや NHK のキャスターと一緒に町再生
について意見を交わしました。番組は８月25日（日）午
前10 時５分から、総合テレビで放送されます。

役場庁舎でラジオ生放送
「風とロック CARAVAN 福島」

ラ ジ オ 福 島 の 公 開 生 放 送 番 組「 風 と ロ ッ ク
CARAVAN 福島」が６月22日、町役場おおくまホー
ルで行われました。会場は立ち見の方が出るほどの人気
ぶり。番組では、パーソナリティの箭内道彦さんと大熊
ゆかりのゲスト３人がトークを繰り広げ、大熊町の魅力
や町への思いを語りました。音速ライン、LOW IQ 01
の２組のアーティストによる生演奏もありました。

大野駅の除染状況を視察
町の検証委が初会合

ＪＲ常磐線の全線再開に向けた大野駅周辺の除染効果
を検証する大熊町除染検証委員会の初会合が６月 28 日、
開かれました。委員に委嘱された学識経験者ら５人は大
野駅を視察し、周辺の放射線量や今後の線量低減に向け
た取り組みなどについて、環境省や町の担当者から説明
を受けました。なお、委員長には河津賢澄・福島大共生
システム理工学類特任教授を選びました。
3
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まちの話題
登録有形文化財に登録
大川原の石田家住宅

町内大川原字西平の石田家住宅が国の登録有形文化財
に登録されることになりました。対象となったのは江戸
末期から昭和初期にかけて建てられた主屋、土蔵、籾蔵、
門の４件。この地域の上層農家の暮らしを伝える建築物
として国の文化審議会がその価値を認めました。現所有
者の石田宗昭さんは「大変光栄なこと。今後も大切にし
ていきたいです」と話しています。

大熊中生が新庁舎見学
学習旅行の３人

大熊中の２、３年生３人が７月８日、学習旅行で大熊
町内を訪れ、町役場新庁舎を見学しました。大熊中生が
新庁舎を訪れるのは初めてです。吉田淳副町長が３人に
「将来はぜひ町の復興に関わってください」と声を掛け
ました。町担当者から町の復興状況や新庁舎の概要など
の説明を受けました。また、福島給食センター、Ｊヴィ
レッジにも立ち寄りました。

大川原で福祉関連施設が着工
グループホーム、福祉センターなど

多くの町民の皆さんが安心して帰還できる環境を整え
るため、町が町内大川原に整備する福祉関連施設の建設
が着工しました。町役場東側の約5,800㎡に認知症高齢
者グループホーム、福祉事業者事務所、住民福祉センター
を整備します。来年２月の完成、４月以降の開所予定で、
総工事費は約 9 億8,700万円。７月17日には現地で安全
祈願祭と起工式が行われました。

本場のギョーザに挑戦
若松の男塾が教室

会津若松市の町民男性サークル「男塾」は 7 月19日、
町役場会津若松出張所でギョーザ作りに挑戦しました。
中国出身の町民大竹英子さんが講師となり、本場の作り
方を伝授しました。参加者は「心を込めて作る」という
教えを胸に、悪戦苦闘しながら楽しそうに挑戦していま
した。男塾は随時参加者を募集しています。ぜひ、一緒
に楽しみましょう！
広報おおくま 2019.8.1
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小学生が小噺に挑戦
教育と笑いの会

「出張

教育と笑いの会」が７月９日、会津若松市の

大熊中仮設校舎で開かれました。今年３年目となる取り
組みで、町の小中学生が参加しました。「落語教室」では、
上方落語家の桂雀太さんのアドバイスを受けた小学生が
高座に上がり、小噺に挑戦しました。児童は事前に練習
していたネタを披露して会場の笑いを誘い、満足げな表
情をしていました。

ありがとうございます

群馬県太田市在住で鏡文字の書道家・小林

英一さんが６月26日、大熊町役場を訪れ、
多数の作品を寄贈してくださいました。小
林さんは「これからも応援しています」と

話し、
渡辺利綱町長に作品を手渡しました。
震災後、作品を贈られて激励を受けてきた
現地連絡事務所職員「じじい部隊」の６人
も同席し、これまでの厚意に改めて感謝し
ました。

郡山北工、会津工、勿来工、喜多方桐桜の県内４高校の生徒さ
んがベンチやテーブルなどの家具を町に寄贈してくださいまし

た。高校生の豊かな感性でデザインされた家具は、災害公営

住宅の中庭や町役場新庁舎内で活用されています。７月11日、
町内大川原の災害公営住宅中庭で贈呈式が行われ、郡山北工の
生徒さんが作品の説明をしてくださいました。
７月16日、神奈川県平塚市のひらつな祭

町内で廃炉や町の復興に携

いました。３月10日に開いた
「ひらつな祭」

員有志の募金で購入した車

実行委員会の皆さんが寄付を届けてくださ
で、参加店舗が寄付を募って集めた浄財で
す。５月には復興応援のダルマを届けてく
ださっています。今回は実行委メンバーの
篠原憲一さんはじめ７人でお越しください
ました。
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わる３社が７月10日、社

いす３台を町に寄贈してく
ださいました。町役場新庁

舎で使ってもらいたいと、
寄贈を申し出てくださいま
した。

町からの大切な

お知らせ

この機会に自分のカラダと向き合いませんか
2019 年度大熊町総合健診が来月から始まります。意向調査で受診を希望した方には、健診日が近づいた段階で個別に案

内を送ります。まだ申し込んでいない方、
これを機会に自分のカラダと向き合ってみませんか？ご連絡をお待ちしています。

大熊町が実施する健診
健（検）診名
一般健診
・特定健診
・後期高齢者健診
・県民健康調査
※特定健診、後期高齢者健
診を受診した方は県民健
康調査の ｢健康診査｣ も
実施したことになります

対象者・対象年齢（※）

内

容

保険区分によって呼び方が異なっていますが、
内容はほぼ同じです
・身長・体重測定
【特定健診】
・血圧測定
・40 歳〜 74 歳の国保加入者
・血液検査
・40 歳〜 74歳の社会保険の被扶養者
・眼底検査
【後期高齢者健診】
・心電図
・75 歳以上の後期高齢者医療保険加入者
・腹囲測定
【県民健康調査】
・尿中塩分量測定等
・20 歳〜 39歳の方

40歳〜 74歳の社会保険
（本人）の方は町の一般健
診を受けられませんが、
がん検診受診の方に限り
県民健康調査を同時に受
けられます

・胸部レントゲン間接撮影
・喀たん検査（たんが出る方）

肺がん検診

40 歳以上

結核検診

65 歳以上

胸部レントゲン間接撮影

胃がん検診

20 歳以上

バリウム検査

大腸がん検診

20 歳以上

便潜血反応検査（便検査）

前立腺がん検診

50 歳以上の男性

ＰＳＡ値検査（血液検査）

肝炎ウイルス検査

40 歳以上の未受診の方

Ｂ型・Ｃ型肝炎検査（血液検査）

歯周病検診

20 歳以上

唾液検査

胃がんリスク検診

40 歳以上の未受診の方

ピロリ菌・ペプシノゲン値検査（血液検査）

※対象年齢は 2020 年３月31日時点の年齢。ただし後期高齢者健診は、健診日に75歳を迎えている人が対象

健康チャレンジ始めませんか
町は、今年度も「大熊町健康チャレンジ事業」を行います。

日々の健康行動や地域行事の参加でポイントを集めた方に「ふくしま健民カード」を差し上

げます。カードは県内のいろいろな店舗で利用でき、様々なサービスを受けることができます。
これを機会に、日々の生活を見つめなおし、健康に向けたチャレンジを始めてみませんか？

■対象

大熊町に住民登録のある 18 歳以上の方

■実施期間

８月１日〜 2020 年３月２日

（ポイントは 2019 年４月１日の行動から加算できます )

■参加方法

今月号の広報おおくまに同封した「大熊町健康チャ

■ポイントが集まったら

3,000 ポイントを達成した方には、記念品とともに

「ふくしま健民カード」を発行します。その後もポイン
トを貯めるとカードがランクアップし、その都度記念
品がもらえるほか、抽選で豪華プレゼントが当たる応
募はがきを差し上げます。

レンジ事業【記入台紙】
」を使って参加します。

記入台紙は 1 人 1 枚。1 枚で２人以上のポイント

をまとめることはできません。

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

詳しくは「ふくしま健民カード
専用サイト」でご確認ください

広報おおくま 2019.8.1
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町の総合健診が始まります
問大熊町役場

特定健診を受けましょう
特定健診は 40 〜 74 歳の方を対象と

した、生活習慣病予防のための健診で

す。糖尿病、高血圧、高脂血症などの
生活習慣病は初期段階でほとんど自覚

保健福祉課

各健診の日程
大熊町が主催するもの

■総合健診

症状がなく、静かに進行します。放置

開催地

わる病気を引き起こす恐れがあります。

会津若松市

９月 12 日（木）
午前８時〜 10 時
９月 13 日（金）

アピオスペース

郡山市

９月 24 日（火）
午前９時〜 11 時
９月 25 日（水）

ビッグパレットふくしま

すると心疾患や脳血管疾患など命に関

がん検診は無料です
早期発見・早期治療ができれば生存率

いわき市

大熊町

今年から町内で

総合健診を行います

今年度から大熊町内で総合

健診を実施します。

大熊町役場１階のおおくま

ホールで行いますが、会場が

受付時間

場

10 月２日（水）午前９時 30 分〜 11 時 30 分 大熊町役場いわき出張所
10 月３日（木）午前９時 30 分〜 11 時 30 分 いわき・ら・ら・ミュウ
10 月４日（金）
午前８時〜 10 時 30分
10 月５日（土）

大熊町役場いわき出張所

10 月６日（日）午前８時〜 10 時 30 分

大熊町役場本庁舎

■乳がん検診

■子宮がん検診

11 月より順次開始する予定で

町の集団検診は終了しました

す。意向調査等で集団検診を希望

が、医療機関による施設検診を受

した方には、後日案内を発送しま

けられます。いわき市では 10 月

す。なお、今回の対象者は 2020

まで、会津若松市、郡山市、福島市、

年３月 31 日時点で 40 歳以上の偶

相馬地区では 12 月までです。ご

数年齢の女性です。

希望の方はお問い合わせください。

大熊町以外の健診

■県内他市町村
それぞれの市町村と調整の上、順次案内をお送りしています。ご希望に添

狭いため混雑することが予想

えない場合もありますので、ご了承ください。

場ください。

■県外自治体

されます。ご理解の上、ご来
子宮がん検診や乳がん検診

は町内で実施しませんので、
町外で受診してください。

所

10 月１日（火）午前９時 30 分〜 11 時 30 分 いわき・ら・ら・ミュウ

を高めることができます。大熊町では
この機会にぜひ受診してください。

日

９月 30 日（月）午前９時 30 分〜 11 時 30 分 いわき新舞子ハイツ

がんは日本人の死因の第１位です。

無料でがん検診を受診できますので、

月

委託先の公益財団法人結核予防会が契約している避難先の医療機関で受診
できます。７月に県の「県民健康調査」と一緒に、県外避難の方 ( 避難先を
県外に登録されている方 ) 全員に案内を送りました。申込期間は 12 月 27 日
まで、受診期間が 1 月 31 日までです。早めにご予約の上、受診してください。
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町からの大切な

お知らせ

夏休みに予防接種を受けましょう
問大熊町役場

保健福祉課

■接種方法

予防接種はお済みですか？予防接種は、ウイ

いずれも無料です。対象の方には、３月に通

ルスや細菌の毒性を弱めて作ったワクチンを体
の中に入れることによって、病気から身体を守

知しました。県外から県内、県内から県外へ転

反応をよく理解し、対象年齢になったら体調の

○県内の方

居する場合はご連絡ください。

るための免疫を作ります。予防接種の効果と副

直接実施医療機関にお申し込みください。

よいときに早めに接種しましょう。

大熊町の予診票を持参し接種してください

市区町村が主体となって行う定期予防接種は

○県外の方

無料ですが、時期を過ぎると自費となりますの

避難先の自治体へお問い合わせください

で、ご注意ください。

■種類と対象（必ず母子手帳を確認してから接種してください）
種類
麻しん・風しん混合

対象年齢

回数

１期

１〜２歳未満

１歳になったら、できるだけ早く

１回

２期

５〜７歳未満

就学前の１年間（年長児）

１回

11 歳（小学６年生になる方）

１回

初回：３歳

２回

追加：４歳

１回

９歳

１回

二種混合（ジフテリア・破傷風） 11 〜 13 歳未満

日本脳炎（※）

接種時期のめやす

１期

６か月〜７歳６か月未満

２期

９〜 13 歳未満

※ 1995 年 4 月 2 日〜 2007 年 4 月 1 日生まれの方で、1 期、2 期（合計 4 回）の接種が終わっていない方は 20 歳未満
までの間に受けることができます。2007 年 4 月 2 日〜 2009 年 10 月 1 日生まれの方で、1 期（3 回）の接種が終わっ
ていない方は 13 歳の誕生日の前日まで接種できます。2 期は 1 期の接種終了後、6 日以上の間隔をあけて接種できます

問福島県立医大

県民健康調査「県内小児健診」

放射線医学県民健康管理センター

☎ 024-549-5130（平日午前９時〜午後５時）
県と県立医科大学では、県民の皆さまの健康を見守り、

将来にわたる健康増進につなげていくため、県民健康調査

「健康診査」を実施しています。

※指定の避難区域等の市町村は、大熊町、田村市、南相馬市、
川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、双葉町、浪
江町、葛尾村、飯舘村および伊達市の一部

健康診査のうち、県内の医療機関で 15 歳以下の方を対

〇県外へお住まいの方には県外健診のご案内を別にお送り

対象の方には、受診のご案内を 6 月に発送しました。

※県外の健診は、案内送付時期や健診実施期間が県内の健

象とした県内小児健診を、12 月まで実施しています。

お子さんの健康状態を把握する機会ですので、受診をぜひ

しています。福島県内と県外、いずれかで受診できます
診とは異なりますのでご注意ください

ご検討ください。健診費用は無料です。

■検査方法

ださい。

案内をご覧ください。

案内を紛失された場合は、お問い合わせ先までご連絡く

■対象者

2011 年時に指定の避難区域等の市町村（※）の住民の

県内協力医療機関で健診します。詳しくはお送りしたご

〇 11 月、12 月は医療機関の混雑が予想されますので、

うち、2004 年 4 月 2 日から 2019 年 4 月 1 日までに生

早めの受診をお勧めします

まれた方 (0 歳〜中学校 3 年生まで )。

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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町内大川原の大熊町再生賃貸住宅に入居を希望する方を

再生賃貸住宅の入居者を
追加募集します

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でご確認くだ

問大熊町役場

生活支援課

さい。

■募集物件（住居間取り）

■住宅外観イメージ

・ 1 L D K：10 戸
・２ＬＤＫ：16 戸

町公式サイト

■入居時期

10月ごろの予定

■募集期間

８月１日（木）〜 16 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

・応募多数の場合は抽選となります
・駐車場は１戸に１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
※入居する住居間取りによって外観が異なります

緊急通報装置を貸し出します
要望活動

幹部ら要人への要望を行い、町の

町公式サイト

実情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。

＜経産省へ＞渡辺利綱町長、
鈴木光一町議会議長は６月
25日に経済産業省を訪れ、

日本原子力研究開発機構（Ｊ
ＡＥＡ）のサテライトオフィ
スをＪＲ大野駅周辺に整備
するよう、磯﨑仁彦副大臣
に要望しました。
ＪＡＥＡは東京電力福島第一原発の隣接地に、廃炉に向けた
燃料デブリやがれきの分析・研究を行う「大熊分析・研究セン
ター」を整備しており、サテライトオフィスはその分室的機能
を持つ施設。町はこれまで、大川原地区復興拠点内に整備する
よう求めてきましたが、今回、特定復興再生拠点区域（大野駅
周辺）にサテライトオフィスを整備するよう求めました。また、
分析結果の評価や情報発信機能を持たせ、地域住民の安心につ
なげる施設とすることも求めました。
磯﨑副大臣は「ＪＡＥＡに対し、しっかり整備に取り組むよ
う伝えます」と応じました。
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問大熊町役場

町は機会あるごとに大臣や党中央

保健福祉課

福祉係

町では、ひとり暮らしの高齢者や重度身体障がい者の方

の急病や災害、事故等の緊急事態に迅速で適切な対応を図
るため、緊急通報装置を貸し出します。

申請の際には、親族や近所の方など緊急時にご協力いた

だける方（協力員）2 人の承諾書が必要です。詳しくは、
保健福祉課福祉係までご連絡ください。
■対象者

①概ね 65 歳以上のひとり暮らし高齢者や寝たきり高齢者。
または、これらに準ずる方を抱える高齢者のみの世帯

②ひとり暮らしの重度身体障がい者
■対応場所

原則、福島県内。大熊町内でも利用できます。

■事業内容

大熊町が委託する警備会社より「緊急通報装置」を貸し

出します。緊急時に簡単な操作で通報できます。定期的に
警備会社から通話による安否確認を行います。
■利用料

東日本大震災および原子力災害に伴い、緊急通報装置の

貸し出しは当面の間、無料です。

町からの大切な

児童手当

児童扶養手当と特別児童扶養手当

現況届の提出はお済みですか
問大熊町役場

保健福祉課

受給者の方へ

問大熊町役場

子育て支援係

児童手当の給付を受けるには、毎年６月１日現在の状況

を記載した「現況届」の提出が必要です。

今年度分の現況届は、受給権のある方へ６月７日（金）

に郵送しました。提出がない場合、6 月分以降の手当が差

お知らせ

保健福祉課

子育て支援係

ご提出いただく書類があります
■児童扶養手当

現況届

受給者は年に一度、現況届の提出が求められています。

し止めとなります。まだ提出されていない方は、健康保険

提出がない場合、手当の支給が差し止められます。

■郵送で提出する場合

必要事項を記入して避難先自治体に提出してください。

証の写しと一緒に至急提出してください。
〒 979-1306
大熊町役場

大熊町大字大川原字南平 1717

保健福祉課

子育て支援係

宛

※同封の返信用封筒に切手を貼って郵送してください
■直接持参する場合
大熊町役場

保健福祉課または各出張所、連絡事務所の

窓口へ持参してください。

受給者の方には 8 月上旬に現況届が郵送されますので、

■特別児童扶養手当

す。提出がない場合、手当の支給が差し止められます。

受給者の方には 8 月上旬に所得状況届が郵送されますの

で、必要事項を記入して避難先自治体に提出してください。

未婚の児童扶養手当受給者の方へ

市民公開講座「トラウマと心の成長」

児童扶養手当を受給している未婚のひとり親に対し、

福島県精神保健福祉協会ふくしま心のケアセンターは

2019 年度の臨時・特別の措置として、給付金が支給さ

市民公開講座を開催します。専門家２人の講演から、ト

れます。忘れずに申請してください。
問大熊町役場

ラウマがもたらす影響について考えてみませんか？

問ふくしま心のケアセンター
☎ 024-983-4272

内 講演「東日本大震災とトラウマケア」
（講師：福島県立医科大学 主任教授

前田 正治 氏）

特別講演「トラウマがもたらす成長とは？」

（講師：長崎ウエスレヤン大学 准教授

時８月21日（水）午前10時〜正午

開 浩一 氏）

（午前９時45分受付開始）

保健福祉課

子育て支援係

■支給額

17,500 円

■申請期間

8 月１日（木）〜 2020 年 1 月 31 日（金）

■支給時期

原則として 2020 年１月に支給

■提出するもの

申請書、戸籍謄本、本人確認書類、振込先口座が確認で

場 いわき産業創造館企画展示ホール A・B

きるもの

（LATOV ６階）

■申請先

対 一般住民、医療・保健・福祉従事者等
定 100人

所得状況届

受給者は年に一度、所得状況届の提出が求められていま

避難先の市区町村窓口

費 無料

期８月13日（火）まで

申ふくしま心のケアセンターに電話で

女性のための電話相談・ふくしま
問大熊町役場

国民健康保険
加入・脱退手続きはお早めに
問大熊町役場

住民課

国保年金係

職場の健康保険等をやめたとき、または職場の健康保険

等に加入したときは国民健康保険・年金の手続きが必要で
す。町ホームページをご覧になるか、お電話でお問い合わ
せいただいた上で、14 日以内に届け出てください。

保健福祉課

長引く避難生活への不安や人間関係、女性が抱えるさま

ざまな悩みに対する相談を、女性の相談員がお受けします。
通話は無料です。県外へ避難している人も安心してご利用
ください。

どんな小さなことでもかまいません。秘密は厳守します

ので、一人で悩まず、まずはお電話ください。

☎ 0120-207-440（平日午前 10 時〜午後 5 時）
※いわき市で無料の面接相談を実施中（要予約）

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
国民健康保険、後期高齢者医療保険

お引っ越し
された方へ

に加入している方へ
問大熊町役場

住民課

国保年金係

国民健康保険高齢受給者証を郵送します

役場にも
教えてね！

国民健康保険高齢受給者証（70 歳から 74 歳の方）が

８月１日に更新されます。新しい受給者証は、役場に登録
されている避難先の住所へ郵送しました。有効期限の切れ
た証は、住民課国保年金係までお持ちいただくか、ご自身
で細かく切って破棄してください。

役場に届け出ていた避難先が変わった際は、
新しい避難先をお知らせください。届け出は大
熊町役場住民課（本庁舎）
、会津若松出張所、
いわき出張所、中通り連絡事務所の各窓口で受
け付けています。手軽にできる郵送や電話での
届け出も受け付けています。

後期高齢者医療保険証を郵送します
2018 年度の保険証は、有効期限が７月 31 日までです。

８月１日からご使用いただく 2019 年度の保険証を、７
月 23 日 ( 火 ) に簡易書留で郵送しました。

保険証が届かない場合は、住民課国保年金係までお問い

合わせください。

※現在ご使用いただいている一部負担金等免除証明書（青

■郵送の場合
役場にある「避難住民届」を記入して送るか、
次の項目を記載したメモを送ってください。

色の用紙）は、2020 年２月 28 日まで有効です。継続
してご使用ください

1. 記入者氏名
2. 大熊町の住所

住民税非課税世帯の方は

3. 対象者の氏名、生年月日
4. 避難先住所
5. 避難先の滞在開始日（住み始めた日）

入院時の各種療養費が減額されます
問大熊町役場

6. 電話番号および所有者名
7. 広報おおくまの送付を希望するかどうか

住民課

国保年金係

現在入院中の方またはこれから入院する予定がある方

で、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減

■電話の場合
会津若松出張所避難者名簿係までお電話くだ
さい。職員が必要事項をお尋ねします。
問大熊町役場会津若松出張所

避難者名簿係

額認定証」を提示することで、入院時食事療養費および入

院時生活療養費の標準負担額の自己負担額が減額されま
す。認定証の交付を希望する方は、住民課国保年金係まで
ご連絡ください。

減額認定は、申請した月の初日までしかさかのぼること

ができませんので、早めに申請してください。また、毎年
８月は認定証の更新月ですので、申請もれのないようご注
意ください。
なお、仮設住宅、借上げ住宅を退去する場合
には、「仮設住宅等使用終了届」を提出してく
ださい。

られる場合がありますので、加入している医療保険の保険
者にお問い合わせください。

問大熊町役場 生活支援課
大熊町役場会津若松出張所 庶務係
大熊町役場いわき出張所

また、社会保険等その他の医療保険に加入している方は、

加入している保険から標準負担額減額認定証の交付を受け

住民生活係

■標準負担額減額認定証の有効期限（2019 年度分）

・発 効 日 ：８月１日から 2020 年７月 31 日までのうち、
申請のあった月の１日

・有効期限：2020 年７月 31 日
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お知らせ
東京電力による移動費用の賠償
問大熊町役場

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

賠償対策係

東京電力では、2018 年４月以降も、個人の避難・帰宅

等にかかる費用のうち「その他の移動費用（例：同一世帯

ＡＤＲセンターは、原発事故による東京電力への損害賠

内での移動費用）
」などは、賠償を継続しています。

償請求について、和解の仲介を行っています。

詳しくは、今月号に同封した東京電力からのお知らせを

どなたでも申立てができます。ぜひご活用ください。

ご覧いただき、
ご不明な点や請求書類をご希望される方は、
以下までご連絡ください。

★これまでに、多くの和解が成立しています
８割以上の約 19,200 件で和解成立、賠償金支払の実績

■賠償を継続している項目

（今年６月までに終了した約 23,900 件中の速報値）

① 一時立入にともなう移動費用

■事例①

③ その他の移動費用（例：同一世帯内での移動費用）

たが、関東地方に単身赴任中であった夫について、毎週末

② 検査受診にともなう移動費用

原発事故当時、大熊町の自宅を住民票上の住所としてい

■「その他の移動費用」の例

に妻子が生活している自宅に帰宅していたことなどから、

原子力発電所の事故に起因して世帯内での別離を余儀な

くされ、2018 年４月以降もやむを得ず同一世帯内での移

国の指針に定められた精神的損害の全額が賠償された事例
（2016 年６月１日和解成立

動費用のご負担を余儀なくされている。

公表番号 1372 を参照）

■事例②

■お問い合わせ・書類請求先

申立人が所有する大熊町内の土地
（登記上の地目は山林）

福島原子力補償相談室

の財物損害について、

☎ 0120-926-404

・別荘地の区画の一つとして販売されていること
・周辺に住宅が点在していること
・樹木が生育していないこと
・近くまで上水道が敷かれていること

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

などから準宅地として評価した額が賠償された事例
（2017 年５月 12 日和解成立 公表番号 1270 を参照）

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
料で相談できます。

問 大熊町役場

企画調整課

※和解事例は、申立人の個別事情に基づいた和解例で
あり、一般的に適用される基準ではありません
※ＡＤＲセンターホームページでは、1,500 以上の

＜会津若松市＞

時８月22 日（木）午後２時〜５時

和解事例を紹介しています。このほか、一部を抜粋
した和解事例集も用意しています

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の

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

●

県北支所（福島市市民会館 503 号室）

郡中東口ビル２階）

●

会津支所（会津若松市一箕町松長 1-17-62）

●

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

で、ご了承ください）
■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
無料

◇電話でのお問い合わせ、申立書式の送付お申し込みは、
☎ 0120-377-155（平日午前 10 時〜午後 5 時）まで

ADR センターの
ウェブサイト

和解事例

■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）

■申込方法

各会場、開催日の２週間前まで企画調整課に電話で

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
敬老会
今年は９月 17 日（火）です

今年度もいわき市で敬老会を開催します。 懐

かしい方たちと再会し、ふるさとの話に花を咲か

せませんか？歌謡ショーやお食事もご用意しま
す。皆さまお誘い合わせの上、ご参加ください。
問大熊町役場

保健福祉課

子育て支援係

時 ９月 17 日（火）

午前 11 時〜午後 1 時 15 分（予定）

（受付は午前 10 時 30 分〜）

場スパリゾートハワイアンズ

（いわき市常磐藤原町蕨平 50）

※対象の方に「大熊町敬老会出欠確認票」を郵送
しました。まだ提出していない方は忘れずにご
提出ください

東京 2020 オリンピック

第 31 回ふくしま駅伝

聖火リレーランナー募集

選手募集

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）

■公募期間
８月31日（土）まで
■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、
必要事項を入力して応募。
・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
福島県福島市杉妻町２番 16 号
■その他
ふくしまプラス 2020
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「ふくしまプラス 2020」をご
確認ください。
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問大熊町役場

教育総務課

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）
■コース
白河市〜福島県庁前
■募集対象
中学生以上
■募集締切
8 月30日（金）まで
※９月から合同練習に取り組み、合宿、ロードレース
大会等に参加します。応募者には後日詳細をお知ら
せします

お知らせ

読書を語る会

参加者募集
問大熊町教育委員会

「読書の町

おおくま」を進める町教育委員会では、読書を通じて避難生活を送る町民の皆さんに心

を潤してもらうことを目的として「読書を語る会」を開催します。

道中に読書を楽しみ、宿泊先では読書について語り合う場を設けます。読書を通して親交を深めませ

んか。さらに、作家ゆかりの地や生家、文学館などを訪れ、作品だけでなく作家の人物像を知ることで、
より深く、文学作品に触れる旅です。ご参加お待ちしています。

時９月 28 日（土）〜 29 日（日）

内日本の近代詩に不滅の足跡を残した「日本近代詩の

場伊香保温泉

父」萩原朔太郎。今回は群馬県を訪れ、朔太郎を始

ホテル松本楼

（群馬県渋川市伊香保町伊香保 164）

め前橋ゆかりの詩人たちに触れる旅です。伊香保温

※ JR 郡山駅集合・解散

泉でおすすめの本や読書について語り合いましょう。

定 30 名程度

①記念館・文学館散策

費一人 12,000 円

期９月６日（金）まで

・萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館

申申し込み方法は、広報おおくま８月 15 日号に

・竹久夢二伊香保記念館

同封する申込書をご確認ください。

・徳冨蘆花記念文学館
②司書による講話

☎ 0120-26-3844

④懇親会

LINE ID okuma.staﬀ0041

FAX 0242-26-3786

③読書を語る会（お勧めの本紹介・グループ懇談）

火災警報器の設置促進で
消防署が全戸訪問します

熱中症を予防しましょう
問 富岡消防署

問 富岡消防署

☎ 0240-22-2119

☎ 0240-22-2119
県内で住宅用火災警報器が未設置の住宅における火災に

よって多数の死者が発生しています。住宅火災による死者
が発生しない安全な地域となるよう、双葉郡内にお住まい
の世帯を全戸訪問して、住宅用火災警報器の設置を促進し
ます。ご理解とご協力をお願いします。

熱中症とは、室温や気温が高い中で体内の水分や塩分な

どのバランスが崩れて、体温の調節できなくなり、体温上
昇、めまい、体のだるさ、ひどいときには、けいれんや意
識の異常などの障害を起こす症状のことです。

家の中でじっとしていても室温や湿度が高いために、体

から熱が逃げにくく熱中症になる場合がありますので、注
意しましょう。

火災警報器
取り付けていますか？

！

取り付け後は、定期的に

熱中症対策の
ポイント

作動を確認しましょう

・涼しい場所に移動
・体を冷やす
・安静にする

・水分と塩分を補給する

※普段通りに会話や歩行ができない場合などは急いで医療
機関を受診してください

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
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information
環境省

お盆期間中の業務休止
問大熊町役場

個人事業税

復興事業課

納税通知書を送ります

■除染・解体

問相双地方振興局

■中間貯蔵施設への輸送

☎ 0244-26-1126

８月 10 日（土）〜 18 日（日）

県税部課税課

８月 11 日（日）〜 18 日（日）

※中間貯蔵施設内での作業は、この期間中も実施します

課税第一チーム

個人事業税は、県内に事務所、事業所を設け、物品販売

業や不動産貸付業など、法律で定められている事業を行う
個人の方に納めていただく県の税金です。

中間貯蔵施設見学会

2018 年分の所得について課税となる方には、2019 年

度個人事業税の納税通知書を８月９日（金）に発付します

問福島地方環境事務所
中間貯蔵部

中間貯蔵総括課

☎ 024-563-1293
問大熊町役場

環境対策課

ので、納期限の９月２日（月）までに納付をお願いします。
なお、課税額が１万円以上の場合は、８月と 11 月の２回
に分けて納付となります。 所得税の確定申告時期等によっ
て納税通知書の発付時期が遅れることがあります。

中間貯蔵工事情報センターは、中間貯蔵施設工事の進捗

を紹介するため、施設の様子をバスでご覧いただく見学会

を月１回実施しています。今月は８月 23 日（金）に実施
します。参加を希望される方は、お申し込みください。
■お申し込み先

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

広野窓口

（広野町役場産業振興課内）☎ 0240-23-5586

中間貯蔵工事情報センター

WEB「働きたいネット」で検索

☎ 0240-25-8377

■行くしかない !! 就職面接会 in 南相馬（求職者向け）

県道251号線の一部で通行止め
常磐自動車道大熊インターチェンジの整備に伴う橋

梁拡幅工事のため、県道251号線（小良ヶ浜・野上
線）の一部で通行止めを実施しています。
問 NEXCO 東日本

☎ 0246-34-0077
問大熊町役場

いわき工事事務所

復興事業課

時８月 27 日（火）午後１時〜３時
（受付開始午後０時 30 分）

場 万葉ふれあいセンター（南相馬市鹿島区寺内迎田２２）
※雇用保険受給者は求職活動実績になります。参加証明書
を発行します

■働くひとの心のケア（企業向け）

現場付近を通行の際は、迂回路をご利用ください。迂回

路は現地の誘導員にお尋ねください。ご不便をおかけしま
すが、ご理解・ご協力をお願いします。

内 職場のハラスメント予防・対策講座
時８月21 日（水）午後２時〜５時
場 LATOV ６階いわき産業創造館
（いわき市平字田町 120）

■通行止め（迂回）期間

定 20社 50 名

９月 30 日（月）まで

町道

西20

秋葉台ゲート

号線

期８月６日（火）まで
■建設機械運転技能講習（個人向け）

場 南湖建設機械講習所（いわき市小名浜字宮下
127-3）
大野病院
定 各 10 人

【フォークリフト運転技能講習】

）
麓線
（山
号線

時８月 27 日（火）〜 30 日（金）

大野駅

通行止め区間

県道

期８月 18 日（日）

【小型移動式クレーン運転技能・玉掛け技能講習】

大野幼

迂回路
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内 参加企業 21 社による申込不要・履歴書不要の面接会

※証明写真を無料撮影、応募書類のプレゼントがあります

大野小

時９月３日（火）〜８日（日）
大熊町役場
県道 20 日（火）
期８月
小良
ヶ浜・
※企業向けの講習も行っています。詳細は「働きたいネッ
野上
線（2
51号
ト」をご確認ください
線）
双葉翔陽高

【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（８月１、17

〜 20、23 〜 27日、９月 18、19、
27 〜 30 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
日と同じです

■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 2019.8.1
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８月 ＆９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

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

９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

曜日

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

スクリーニング場

②加倉
③高瀬
④中屋敷
⑤大川原
⑥高津戸
⑦毛萱・波倉

※ ※

年

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

※ ※

2019 年
9月

10 月

2020 年

11 月

12 月

3月

13

14

18

19

15

16

13

14

13

14

曜日

金

土

金

土

金

土

金

土

金

土

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
世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯
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

広報おおくま 2019.8.1

※ ※ ※ ※

100 100 100 100 100
世帯 世帯 世帯 世帯 世帯

日
毛萱・波倉

150 150 150 150 150
世帯 世帯 世帯 世帯 世帯

150 150 150 150 150
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
月

150 150 150 150 150
世帯 世帯 世帯 世帯 世帯

バス立ち入り︵加倉・毛萱︶

①津島活性化センター
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立ち入り
休止

教えて

おおちゃ
ん

ヘルシーライフ

まだ若いから、元気だから、自分は大丈夫だと思って
いませんか？
「あの時に…」と後悔しないためにまずは自分の体を
知ることが大切。
自分の体を知ったら、今のうちから対策をとっていき
ましょう。

♦♦♦

健診のここがすごい♦♦♦

年に１度の健診を受けましょう

大熊町の特定健診受診率
（国保法定報告より）
年度

受診率

（平成）

（％）

27

43.5

1 受けなきゃ損 すべて無料

28

44.8

自覚症状のない生活習慣病を予防できるのは健診だ
け。病気になるその前に、健診で早期発見・早期対策
につなげましょう。

29

46.1

「年々受けてくれてい
る人が増えています、
今度はあなたも！」ま
だ申し込んでいなくて
も間に合います。
詳細は８ページをご覧
ください。

2 受けっぱなしはもったいない
健診だけでなく、その後のサポートも無料です
健診の後は保健師や管理栄養士によるサポートを利用
しましょう。

3 みんなで受けて保険料を安く
健診を受けて病気を防げば医療費が減り、みんなの国
民健康保険料が安くなる！今年はみんなで健診を受け
ましょう！

管理栄養士のおススメレシピ

♦たたきキュウリの辛味和え

（１人分 13 キロカロリー、コレステロール０mg、 食物繊維 0.6g）

●● 材料（２人分）●●
★キュウリ…１本
★塩
…0.6g
★ショウガ…８ｇ
★赤唐辛子…適量

A

ごま油

…小さじ ½

砂糖

…小さじ ½

しょうゆ…小さじ ⅓
酢

…小さじ ⅓

●● つくり方 ●●
①キュウリをすりこぎで軽くたたいてか

ら４つ割りし、４、５cm にカットして
ボウルに入れて塩を振り混ぜ合わせる
② 20 分ほど置き、水分を捨てる

③ショウガは千切りし、辛子は種を取っ
て小口切り
④フライパンにごま油を熱し、③を入れ
てさっと炒める。火から下ろして A を
加える
⑤キュウリの入ったボウルに加えて混ぜ
合わせる

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
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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）
内自由遊び、身長体重測定、食事や育児の個別相談

時８月６日（火）
、27 日（火）午前９時 30分〜11時30 分

27日は
「親子リトミック」

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

健康介護係（夏目）

ボールプールもあるよ♪

地域包括支援センター

のほほんクラブ（会津）
内クリアせっけんつくり
時８月 22 日（木）

午前９時 30 分〜正午

場大熊町役場

会津若松出張所
調理室

対 60 歳以上

定先着 20 人

持エプロン 費 500 円
期８月１日（木）

〜 13 日（火）※電話で

問 大熊町役場

会津若松出張所

（新田）

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

男塾（会津）
内木地挽き体験

させる教室です。

時８月23日（金）

時８月 19 日（月）、26 日（月）午前９時 30 分〜 11 時 30 分

場 丸祐製作所

内 シナプソロジー、ストレッチ、音楽に合わせた体操
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

午前９時30分〜正午

（会津若松市町北町

上荒久田字村北 78）

対 60歳以上 持なし

持 動きやすい服装、下履き、

定先着20 人

申 電話で前日までに

※電話で

飲み物

問 大熊町役場いわき出張所

費 500 円

期８月１日（木）〜13日（火）
問大熊町役場会津若松出張所（新田）

健康介護係（浜本）

出前！健幸講座 in 梨の実サロン（いわき）
内料理教室「おいしく続ける減塩料理」
時８月 28 日（水）午前 10 時〜正午

場梨の実サロン平
費 300 円

対どなたでも

持エプロン、三角巾

ここいーな郡山（郡山）
内こけ玉つくり

時８月21日（水）

午前10時〜 11時30分

場大熊町役場

中通り連絡事務所
会議室１・２

対 60歳以上

申８月１日（木）

定先着20人

※電話で

申８月１日（木）

〜 21 日（水）

問梨の実サロン

☎ 0246-38-3236

費 500 円

持汚れてもいい服装、飲み物
〜 13日（火）※電話で

問 大熊町役場

中通り連絡事務所

（岩谷）

★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
19

広報おおくま 2019.8.1
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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
熊３区

2019（令和元）年度の臨時総会と懇親会を開きます。

おかえり！

お忙しいとは存じますが、万障繰り合わせの上、ご家族お
そろいでご参加ください。皆さまのご参加をお待ちしてい

なつ祭り in おおくま

ます。

時８月31日（土）

※午後３時〜受付＆チェックイン、５時〜臨時総会、
６時〜懇親会（開始前に集合写真を撮影します）

９月７日 土
午前 11 時 〜

場 母畑温泉八幡屋（石川町）

※バスを運行します（大熊町役場いわき出張所午後２時、
一箕町長原地区仮設住宅午後 2 時出発）

費 1,000円（宿泊の有無にかかわらず、中学生以上）

※交通費補助（1 世帯当たり県外 5,000 円、
県内 2,000 円）

盆踊り♪

屋台♪
バーベキュー♪
音楽ステージ♪

大熊町役場みんなの広場

期 送付したはがきで８月15日（木）まで
☎ 090-4557-6121（区長・藤田昭俉）

※イベントに合わせてバスを運行します（予約制）
・行き

下野上 1 区女性部

・帰り

親睦会を開催します。今年はバス旅行を組み込んで企画

しました。最少催行人数10人に満たない場合は中止とし

〜栃木なかがわ水遊園観光〜旅館へ（19 日）旅館〜那
須方面観光〜昼食〜泉駅前（午後３時着予定）

会場発

☎ 0246-85-5237（おおくままちづくり公社）

誘い合わせの上、ご参加くださいますようご案内します。
（18 日）ＪＲ泉駅を午前９時出発〜笠間稲荷観光〜昼食

午後３時30分

富岡駅発

問おおくまコミュニティづくり実行委員会事務局

ます。途中参加を希望する方はご相談ください。皆さまお
時 9 月18日（水）〜 19日（木）1 泊 2 日

午前10時10分

大野 1 区・2 区

内 駅前地区（大野 1 区・2 区）パークゴルフ交流会

時９月13日（金）午後０時30分集合

場栃木県那須塩原市・塩原温泉「光雲荘」
（宿泊先）

場 広野二ツ沼パークゴルフ場

費 35,000 円（入館料、昼食代等含む。参加人数により

（広野町下迫字大谷地原 65-3）

増減あり）

期８月31日（土）まで※詳細は申し込み時に連絡します

期８月15日（木）まで

☎ 090-5591-8120（高野）☎ 090-8928-3755（吉田）

☎ 090-7321-3318（武内）☎ 090 5189 0933（但野）

☎ 090-9535-8404（中里忠良）
☎ 090-2605-1937（小椋吉雄）
☎ 090-1937-6955（高崎信市）

熊２区

６月 29 日、いわき市の湯本温泉

吹の湯で震災後６回目の総会・絆交
流会を開きました。交流会には石田
仁副町長を来賓に迎え、県内外から
73 人が集い、夜遅くまで楽しい時

間を過ごし、次回の再会を約束して
散会しました。

（区長・池田義明）
団体名

県内

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

拠点

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

広報おおくま 2019.8.1

20

町民掲示板
大熊町山田会

おおくま中通り会

時８月10 日（土）午前10時〜

時 ８月20 日（火）午前９時出発

内 会津五薬師めぐりバスツアー

内 みんなで楽しくバーベキュー！

場 大熊町役場中通り連絡事務所集合

場 遠野オートキャンプ場
費 1,000 円

費 2,000 円

定 先着50人

対 町民の皆さん

期 ８月５日（月）まで

☎ 090-8423-6515 FAX024-954-8878（斎藤重征）

☎ 090-7326-7444（石田和枝）

☎ 090-3646-3815（半沢佐田幸）

大熊町いわき会

内 会津フルーツ狩りバスツアー

茨城おおくま友の会

※バス乗降場所…植田駅（午前７時）
、泉駅（７時20分）
、

時９月28日（土）午前10時〜

時９月19日（木）

好間第一仮設住宅駐車場（７時50分）

費 2,000 円

対 町民の皆さん

期８月31日（土）まで

内 大川原でバーベキュー＆天神岬宿泊

場 大熊町大川原、楢葉町天神岬 費 お問い合わせください

定 先着45人

☎ 090-3754-7849（玉沢優子）

☎ 090-8929-9016（坂本）☎ 090-5188-8163（宮本）

☎ 090-4319-3348（寺阪玲子）
大熊町婦人会

6 月15日、磐梯熱海温泉華の湯で第42回定期総会を開

古滝屋温泉日帰りお茶会

時８月21日（水）午前10時〜午後３時

催しました。来賓に迎えた町長、教育長、教育総務課長か

費 入浴料800円（個人負担） 持 タオル、昼食

た。今年は役員改選があり、２人の新役員を決めました。

場 古滝屋（いわき市常磐湯本町三函 208）

ら町の現状を聞き、婦人会の活動を励ましていただきまし

※無料送迎バスあり

事業計画で今年もふるさとまつりに参加協力することを決

〜いわき駅（ミスタードーナツ前）〜 NHK バス停前〜プ

りに針を持った

営住宅（３号棟前）〜マルト湯本店前〜古滝屋

戦苦闘しながら

いわき出張所〜北好間団地復興公営住宅（12号棟前）

め、総会後にバザーで販売する商品を作りました。久しぶ

ラザ大将軍いわき店前〜マルト泉店前〜泉本谷団地復興公

会員もいて、悪

☎ 080-6007-6824（市川）☎ 090-5187-2234（堀本）

も和やかに楽し

すまいるサロン

しました。

時８月26 日（月）午前10時〜午後３時
場 大熊町役場いわき出張所

２階調理室

スイートめろん

持 マイカップ、おむすび（昼食）

内 シャインマスカット食べ放題とワイナリー見学

☎ 080-1830-5567（小林）

（日帰りバス旅行、昼食はほうとうの和膳）

時 ９月７日（土）

おおくま町会津会

※出発・つくば駅午前６時15分、守谷駅６時 55 分

内 可月亭（材木町） 時８月７日（水）午前10時

帰り・守谷駅午後６時10分、つくば駅６時50分頃

場 町役場会津若松出張所集合
内 千葉方面に旅行

場山梨県（甲信地方）

費大人7,000 円、４歳以上 4,000 円

時８月21 日（水）午前10時

※４歳未満はランチ希望 2,000 円、ランチなし 1,000 円

場 町役場会津若松出張所集合

期８月 10 日（土）まで

☎ 090-7078-2327（山本）

（８月お休み）ママだってやってみ隊
団体名

☎ 090-2888-5789（高木由記子）
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

佐久間康一

090-3122-0371

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

いわき市南部
浜通り南部
いわき市

石橋

英雄

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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☎ 080-5229-2006（星川美智子）
積小為大の会

おおくまいわき友の会
大熊町山田会
県内

いひと時を過ご
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090-7078-2327（山本三起子）

町 室
長

人材をはぐくむ

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

から

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

渡辺 利綱

片付けごみの回収
・ごみステーション回収

毎年参加している研修のテーマが︑今年は地域づ
くりでした︒専門家の講演を聞いて面白かったのが
﹁人口減だが︑人材増の地域が出始めている﹂とい
う話でした︒首都圏に人口が流れ︑地方は過疎が進
む一方です︒そもそも国の人口が減少し続けること
が確実視され︑国家の衰退を危惧する声さえありま
す︒そんな中︑魅力的な人材が集まる地方が︑全国
にはあるのだというのです︒例えば本県の三島町や
昭和村です︒桐たんすやからむし織など伝統工芸の
後継者として︑地元の方だけでなくよそから来て挑

戦する人がいるそうです︒人口は減っても活気は失
われていない︒そんな地域があるのです︒
人口ゼロまで経験したわが町は︑これからどんな

地域づくりを目指せばいいのか︒答えは簡単に見出
せません︒我々より先に避難指示が解除された近隣
自治体も︑帰還率は上がっていないようです︒一人

でも多くの人に帰ってきてもらい︑一人でも多くの
人に町民として加わってもらう︒それが理想ではあ

ります︒しかし住んではもらえなくても︑大熊まで
来てくれる人を増やせないでしょうか︒そのための

場所や催しを提供し︑集まった人たちに心地よく過

ごしてもらい︑また来たいと思ってもらうことが︑
まずできそうなことではないかと思います︒

多様な人材を受け入れられる町を目指すことは︑

優れた人材を育てることと同じくらい重要なことで
す︒それは古里を後世に残すため︑自分たちの世代

に課せられた責任でもあります︒

各 種 お 問 い 合 わ せ 先

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

●人のうごき

こどもの名

親の名

住

所

大 畑 条 治

孝二・かおり

清

水

横 川

翠

和 真 ・ 歩 未

西

平

志 賀 昂 太

邦 博 ・ 絵 美

錦

台

花むこ
髙 橋

雅

ご結婚おめでとう
住

所

花よめ

郡 山 市

住

松 本 莉 佳

死亡者名

年齢

木田カネヨ
勝 見 房 雄
松 本 泰 治
蓬 田 精 一
佐 藤 秀 德
吉 田 タツイ
志 賀 タツ子

95
76
73
88
84
102
93

住

歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳

●居住の状況

所
大

おくやみ申し上げます

所

湯 の 神
北
向
西
平
東
平
東大和久
南
台
中 央 台

※ 2019 年６月

︱ 編集後記 ︱

町役場新庁舎の開庁後︑お

おくまホールでイベントが相

次ぎました︒映画の上映会に

ラジオの公開生放送︑テレビ

の公開収録などです︒これほ

どの人が集まるものかと驚く

イベントもありました︒決し

て広いスペースではありませ

んが︑それでも今は役場周辺

くらいしか人が集まる場所は

ありません︒限られたスペー

スですが︑工夫次第でにぎわ

いを創出できるのだと感じま

した︵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 10,323 人 郡山市
世帯数 3,807 世帯 いわき市
町内居住推計
白河市
人口
703 人 須賀川市
喜多方市
相馬市
（2019 年７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
196 川俣町
秋田県
17 大玉村
山形県
42 鏡石町
福島県
7,845 天栄村
茨城県
478 下郷町
栃木県
204 檜枝岐村
群馬県
82 只見町
埼玉県
356 南会津町
千葉県
262 北塩原村
東京都
254 西会津町
神奈川県
169 磐梯町
新潟県
179 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
8 金山町
岐阜県
5 昭和村
静岡県
17 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
21 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
25 葛尾村
鹿児島県
1 新地町
沖縄県
8 飯舘村
計
10,323
計
（2019 年６月 30 日現在）

人数
203
705
1,080
4,666
63
95
39
99
31
58
270
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
65
8
65
27
16
11
66
0
6
2
31
0
7,845
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書庫から一枚

5

２０１９年８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

…町保育所

★その他
…手際よく餅つきする大人を、離れ
た場所から子どもたちが見つめてい
ます。あんこやきな粉で食べるのを
楽しみにしているようです。

第５６５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

賦課係

23 - 7154

管理係

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

