思いが夢になる。希望が町になる。

広報
福島県大熊町

おおくま

畑のキウイフルーツを収穫。カット

した果実を見せていただきました。
震災前、町民に親しまれていた町の
特産品が、町内で再びみずみずしく
実りました。

懐かしい味︑

あざやかに
昨秋、町内大川原にお住まいの方が

1

2020

№ 570

進む「住む」環境の整備
大熊町長

生賃貸住宅が整備された大川原地区復興

昨年︑町役場庁舎や災害公営住宅︑再

る

拠点では︑新たに認知症高齢者グループ

月に大熊町長の大役を引き継ぎ︑微

力ながら︑町政運営に携わることとなり

ホームをはじめとする福祉施設が完成し

あ け ま し て お め で と う ご ざ い ま す︒去

ました︒託されたバトンの重みに身の引

道大熊インターチェンジの開通︑大川原

にとって転機の一年でした︒常磐自動車

﹁帰町元年﹂と位置付けた昨年は当町

いると思っております︒﹁戻りたい方﹂﹁戻

民﹂と呼ばれる方は︑三通りに分かれて

えております︒一つは﹁人﹂です︒現在﹁町

私は︑町の課題は大きく二つあると考

しずつではありますが整いつつありま

地区と中屋敷地区の避難指示解除︑町役

らない方﹂そして﹁新たに町民となる方﹂

そして住民を守る﹂の信条を胸に︑一日

場新庁舎の開庁︑災害公営住宅の入居開

です︒町との関わり方はそれぞれ違いま

す︒商業施設や交流施設などの計画と合

始︑いちご栽培施設の稼働など︑町復興

すが︑町民を守り︑そして町民と共に新

一日を全身全霊で取り組んでいく所存で

を実感する出来事が相次ぎました︒一方

しい古里大熊町が築かれていくよう導く

わせ︑着実に事業を進めてまいります︒

で日本列島を襲った台風や大雨は︑自然

ことが町政の使命であると考えます︒

県立大野病院敷地などが町内の帰還困難

戻ってきます︒これに合わせ︑駅周辺と

開となり︑大野駅にも９年ぶりに列車が

になります︒３月にＪＲ常磐線が全線再

今年︑町内は一段と復興を実感する年

復興計画が目指す町の将来像を着実に実

何を新たに検討するか︒改訂版・第二次

ぞ れ の エ リ ア で 何 を 進 め︑ 何 を 見 直 し︑

こ と が で き な か っ た﹁ 白 地 地 区 ﹂︒ そ れ

域の中で特定復興再生拠点区域に含める

特定復興再生拠点︑そして︑帰還困難区

られる出来事でした︒

区域では初めて避難指示が解除されま

現すべく︑取り組んでまいります︒

てまいります︒

の社会基盤整備をはじめ万全の準備をし

滞りを生じさせることがないよう︑周辺

変化することが予想されるため︑流れに

由化されます︒町内の人の流れは大きく

いさつとさせていただきます︒

一年を過ごせることを願い︑新年のごあ

で皆さまが多くの笑顔であふれ︑健康に

にもやって来ます︒こうした明るい話題

五輪イヤーの今年︑聖火リレーが町内

り規制が緩和され︑日中の立ち入りが自

す︒さらに下野上・野上の一部の立ち入

もう一つの課題は﹁土地﹂です︒大川原︑

災害に対する備えの重要性を再認識させ

す︒

き締まる思いですが︑﹁愚直に︑柔軟に︑ ます︒町内に住む方のための環境が︑少
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淳
吉田

＜今年の抱負＞
適度な運動と

オリンピック観戦

新年ごあいさつ

人の流れ変化する一年に

特集 新年ごあいさつ

あけま し て
おめで と う

効果ある支援策の継続を
大熊町議会議長

上げます︒

に過ごせる年でありますようお祈り申し

新しい年を迎え︑皆さまが明るく元気

ら︑大熊町の復興を目指してまいります︒

に細心の注意を傾けて監視を行いなが

除染や廃炉作業︑中間貯蔵施設の進展

ります︒今後は交流︑商業︑福祉等の公

もほとんどの部屋に町民が入居されてお

果たしました︒第１期整備の公営住宅に

が解除され︑行政機能も町内での再開を

昨年は中屋敷・大川原地区の避難指示

を大切にしたいと考えております︒

けず︑あきらめずに取り組んでいく姿勢

ていないことも事実でありますが︑くじ

す︒多くの町民にとってまだ先は見通せ

あり︑長い時間を要するものではありま

並行していかなければ成し得ないもので

町の再生は経済と生活が成り立つことと

益的施設が順次完成する予定であり︑町

内全域の環境整備に向けた起点となるこ

期間が経過する中で︑状況も大きく変

す︒本年は春ごろに予定しているＪＲ常

該当区域の除染作業が進められていま

生拠点区域整備計画に基づき︑引き続き

一方︑帰還困難区域内では特定復興再

う︑またつながりが保てるよう取り組ん

果のある各種の支援策が継続されるよ

限を迎える制度も出始めている中でも効

の町民であるという思いが続く限り︑期

ろも様々であると推察されますが︑大熊

とが期待されています︒

磐線全線開通を見据え︑駅周辺やアクセ

でまいります︒

化しており︑皆さまのお考えになるとこ

ス道路の先行解除を見込んでいます︒課

題はあるものの︑復興に向けた動きは計

月に新体制となり︑私

ました︒今後とも皆さまの安定した生活

も議員各位の推挙を受けて議長に就任し

町議会は昨年

め︑いまだ見通しの示されない地域も順

を願い︑引き続き様々な課題に向き合う

画的に進んでおります︒事業を着実に進

次着手できるようにしていかなければな

あります︒全町避難から９年が過ぎよう

の︑多くの地域が帰還困難区域のままで

一部地域で避難指示が解除されたもの

とご多幸をお祈り申し上げ︑新年のごあ

申し上げますとともに︑皆さまのご健勝

ぬご支援︑ご協力を賜りますようお願い

て努力を重ねてまいりますので︑変わら

べく︑議員全員が一丸となり一体となっ

りません︒

とする中︑避難先での定着も進みつつあ

いさつに代えさせていただきます︒

ます︒

どうぞ本年もよろしくお願い申し上げ

りますが︑私たちのふるさとに放射線の

懸念なく自由に立ち入りができ︑寝泊ま

りができる︑いかようにも選択できる環
境を整えていく必要があります︒
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健太郎
吉岡
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ござい ま す

諦めず復興を追求します

＜今年の抱負＞

生活習慣を改善して

体調管理に努めたい

（大野駅周辺）

避難指示解除

立入規制緩和
住民説明会を開催しました
ＪＲ常磐線の全線再開
を控え︑大野駅周辺の避
難指示解除と野上・下野
上地区の一部立入規制緩
和に関する住民説明会が
月 日と 月１日︑県
内３会場で開かれまし
た︒解除と規制緩和の方
針については﹁復興を進
める上で必要だ﹂とのご
意見があるなど︑町とし
てはおおむねご理解を得
られたと受け止め︑今年
３月を目標に︑国や県と
協議していく方針です︒

避難指示が解除されるエリア

（下野上・野上の一部）

11

避難指示が解除される道路

30

立入規制が緩和されるエリア

12

すでに解除されているエリア
自由通行できる道路

問 大熊町役場

環境対策課

県立大野病院
常磐道大熊ＩＣ

ＪＲ大野駅
大熊町役場
旧庁舎

大野小
双葉翔陽高

大熊町役場
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特集 避難指示解除・立ち入り規制緩和に係る住民説明会

主な質疑応答

Q
A

震災前の状態に戻してほしいのが我々
の思い。農地の脇の法面など除染して
いないところがある。希望があれば再
除染してくれるのか。
法 面は、土を剥 ぐと壊れてしまう恐

Q

最近また盗難が増えている。見回り隊

A

見 回り隊のパトロールのエリアに緩

れがあり、その場にあった施工方法で
除染しています。再汚染や取り残し等
の除染の効果が維持されていない箇所
が確認されれば、個々の現場の状況に
応じて原因把握に努め、必要な対策を
講じます。（環境省）

Q

農道や歩道に放置されている車両を早

A

所 有者を確認して承諾を得て撤去し
ています。現場を確認して進めます。
（環境省）

Q

立入規制の緩和区域について、清掃済
みのところでは普段の服装でいいが、
清掃していなければ長袖着用などの指

期に片付けるべき。

示がある。どこまでやれば清掃したこ
とになるのか。物品の持ち出しについ
ても、どれが持ち出しできないのかき

A

ることを目的としてお願いしている
もので、長時間立ち入っていなかっ
た家屋で作業する際は、長袖・長ズ

ボン、マスク等の着用をお願いする
ものです。持ち出し物品については、
13,000cpm を基準としてスクリーニ
ング場で検査しています。
（内閣府）
町で住宅の屋内清掃費用に対する補助
を実施中です。自宅の放射線量に不安
がある場合には、希望に応じて町でも
計測を行うことができるよう準備して
います。（町）
5
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和区域を追加するほか、防犯カメラは
設置場所の見直しを検討しています。
警察とも連携を強化し、防犯体制の強
化に努めます。
（町）

Q

上下水道の整備はどのくらい進んでい
るのか。

A

上水道は、立 入規制緩和区域でほぼ
点検が終わっており使用可能ですが、

Q

ちんと教えてほしい。

放 射性物質が体に付着するのを避け

だけでは足りないのではないか。

下水や浄化槽といった排水の方が整備
できていないので利用できない状態で
す。下水道については、熊町小学校の
下にある第 6 処理場の復旧に向けて
整備を進めています。駅前の管路は、
復興の状況をみて検討していきます。
（町）
0.23 μ Sv/h が除染の目標と聞いて
いたが、3.8 μ Sv/h と何が違うのか。
3.8 μ Sv/h までは自分が受けても大
丈夫ということか。

A

避 難指示解除は年間 20mSv 以下であ

ることが要件となっています。換算す
ると１時間あたり 3.8 μ Sv。ただこ
れは危険と安全の境界ではなく、国際

的に年間 100mSv 以上が健康へ少し
影響を与えることが現れ始める目安の
値となっている数値です。加えて、政
府としては、防護措置の取り組みを進

めることで、個人が受ける追加被ばく
線量を、長期目標として年間１mSv
以下となることを目指していく方針と
しています。
（内閣府）

まちの話題
町内初の登録有形文化財に
大川原の石田家住宅
昨年 12 月、町内大川原字西平の石田家住宅（石田宗昭
さん所有）が、国の文化財登録原簿に正式に登録されました。
登録されたのは主屋・土蔵・籾蔵・門で江戸時代末期
から昭和初期にかけて建てられました。町はこの地域の
生活を物語る代表的な建造物として残すため、町民の方
からのヒアリングなどを通して保存活用計画の策定を進
めています。

優良読書グループ受賞
熊町小学校図書ボランティア
熊町小学校図書ボランティアが、公益財団法人読書推
進運動協議会から優良読書グループとして表彰されまし
た。この団体は、保護者の有志による図書ボランティア
とし 2000 年に発足。毎月、昼休みのお話会を実施し、
震災後も会津若松市内に再開した熊町・大野小で続けて
きた読み聞かせ活動等が評価されました。

千葉の復興支援イベントに出演
大熊町相馬流れ山踊り保存会
大熊町相馬流れ山踊り保存会が 11 月 30 日、千葉市「き
ぼーる」で開催された東日本大震災被災者支援・復興イ
ベントに招待されました。会員 17 人が参加し、相馬流
れ山踊りを披露。
勇壮な踊りで会場は盛り上がりました。
来場者は「今年は台風で被災したが、踊りを見て勇気を
もらえた」と話していました。

町内でキウイ復活の試み
有志団体発足、大川原で栽培
町内で新たにキウイフルーツの栽培を始めようと町職
員や関係者ら有志が 12 月 10 日、おおくまキウイ再生
クラブの設立総会を開きました。同クラブは町内大川原
地区でのキウイ栽培を通じて、特産品の復活による古里
の誇り回復やイベントでの町民同士の交流、関係人口の
拡大などを目指します。総会では、会員らが３月に大川
原で予定するイベント内容について話し合いました。
広報おおくま 2020.1.1
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TOWN TOPICS

町民ワークショップ

駅前整備のあり方議論
大野駅前周辺整備に関する町民ワークショップが 11
月 21 日、町役場で行われました。町民 19 人が参加し、
今後進んでいく駅前周辺の整備について意見を交わしま
した。
参加した町民からは、「新たなコミュニティの形成に
向けた町内整備が必要ではないか」、「町の情報発信力を
強くすべきではないか。30、40 年後を見据え様々な形
で大熊町を発信してほしい」、「アーカイブ施設の整備に
限らず、被災現場にも訪れることができる仕組み作りも
進めてほしい」等の意見が出ました。町は今後も町民と
の意見交換等を行い、整備計画を検討していきます。

佐久間さん、２種目で全国３位
全日本シニアバドミントン選手権
11 月に県内で開かれたバドミントンの全日本シニア
選手権で、佐久間文子さんが２種目で３位に入賞しま
した。佐久間さんは 70 歳以上女子ダブルス、70 歳以
上混合ダブルスの２種目に出場。今回入賞したことで
2021 年にスペインで開かれる世界シニア大会の出場権
を獲得しました。佐久間さんは入賞を町長に報告、「世
界大会という目標ができた。自信を持って出場できるよ
う練習に励みたい」と抱負を述べました。

要望活動

町は機会あるごとに大臣や党中

梶山弘志経済産業大臣が12月16日に大熊町を訪れ

町公式サイト

央幹部ら要人への要望を行い、 ました。梶山氏は避難指示の先行解除を控えるＪＲ大
町の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。

野駅前や避難指示解除の見通しが立てられていない特
定復興再生拠点区域外の住宅地、８月に稼働したいち
ご栽培施設などを視察しました。
また、町役場で吉田淳町長や吉岡健太郎町議会議長
らと意見交換。「（視察で）共通認識を持つことができ
た。しっかりと寄り添った対応をして、できることを
しっかりとやっていきたい」と述べました。

説明を聞く梶山経産相（右）

7
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＜梶山経産大臣への要望＞
①福島第一原発の廃炉・汚染水処理を安全・確実に行う
②帰還困難区域は全域の除染・解体・避難指示解除により帰還
を促進する
③企業誘致や産業創出、商業施設の再開を支援する

町からの大切な

お知らせ

民生委員・児童委員を紹介します
全国民生委員・児童委員の一斉改選に伴い 12 月２日、町民生委員・児童委員の委嘱状交付式

を町役場本庁舎で行い、11 人の新任を含め全 27 人を委嘱しました。任期は同日から３年です。
問大熊町役場

委員の方をご紹介します。

保健福祉課

阿部 智英子さん

井戸川 洋子さん

尾内 ハツ子さん

今野 盛雄さん

佐々木 あや子さん

石川 正子さん

近 尚子さん

佐久間 文子さん

佐久間 レイ子さん

佐々木 正美さん

志賀 まゆみさん

菅家 愛子さん

髙野 由さん

滝本 恒雄さん

武内 智恵美さん

根本 友子さん

堀川 悦子さん

松﨑 政教さん

丸添 まゆみさん

宮本 玲子さん

門馬 美雪さん

山田 容さん

石田 久子さん

石田 万起子さん

木村 京子さん

掛札 達子さん

夏目 陽子さん

（主任児童委員）

（主任児童委員）

式では出席した委員が吉田淳町長から委嘱状を受け

ました。引き続き民生児童委員協議会の定例会が開か

れ、会長に根本友子委員を再任、副会長に松﨑政教委
員、監事に尾内ハツ子委員と石田久子委員を新任しま

した。根本会長は「町内外で生活する町民の助けにな
るように見守り活動などを行い、一人でも多くの方に

寄り添っていきたい」と述べました。定例会終了後、
J ヴィレッジで退任式が開かれ、民生・児童委員を退
任した 10 人に国からの感謝状等が贈られました。

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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認知症高齢者グループホーム
「おおくま もみの木苑」が４月に開所します
問大熊町役場

保健福祉課

福祉係

おおくま もみの木苑の完成イメージ図

今月中旬から入居者募集
町は現在、町内復興拠点（大川原地区）の医療・

福祉ゾーンに認知症高齢者グループホーム「おおく
ま

もみの木苑」の整備を進めています。

介護を必要とする町民の方が安心して生活できる

施設を目指し、今年４月に開所し順次利用者の入居
を行う予定です。

また、今後指定管理者を決定し、１月中旬からは

■開所時期

2020 年４月（予定）

■入居時期

2020 年４月以降（予定）

■入居者募集時期
１月中旬以降

■定員

18 人（９人定員×２ユニット）

入居希望者の募集も開始する予定です。対象者は、

■入居対象者

断を受けた方に限ります。

認知症の診断を受けた方

要支援２以上の要介護認定を受けた方で認知症の診
要介護認定を受けた方には、募集案内をお送りす

る予定です。２月１日号の広報おおくまでもお知ら
せします。

要支援２以上の要介護認定を受けた方で

■構造

木造平屋

■居室面積

14.25㎡（全個室）

キッチンの完成イメージ図
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居室の完成イメージ図

町からの大切な

お知らせ

大川原の災害公営住宅・第２期のご案内
問 大熊町役場

入居申し込み期間は １ 月 ８ 日（水） 〜

生活支援課

住宅支援係

31 日（金）

務所の窓口で受け取ることができます。

町が今年 5 月の入居開始を目指し、町内大川

なお、家賃や入居開始までの流れなど、災害公

原地区に建設している災害公営住宅（第 2 期）
の申し込み期間は、1 月 8 日（水）から 1 月 31

営住宅に関する詳細を募集要項としてまとめまし

入居をご希望、ご検討中の方は、この期間内に

活支援課および各出張所、連絡事務所の窓口にも

日（金）までです。

た。町公式ホームページでご覧になれるほか、生

申込書をご提出ください。申込書はお電話で請求

設置しています。郵送を希望される方は、ご連絡
ください。

いただくか、生活支援課および各出張所、連絡事

18、19 日 に 募集説 明 会 を開催します
入居募集にあわせ、1月18、19日の両日、県内３会場で募集説明会を開催します。入居に関するご質問を

お受けしますので、入居をご希望またはご検討中の方はご参加ください。
日にち

時間
午前10時〜

１月18日（土）
午後２時〜

１月19日（日）

午前10時〜

会場
大熊町役場会津若松出張所
１階第５会議室
大熊町役場中通り連絡事務所
第１・２会議室
大熊町役場いわき出張所
２階多目的ホール

飼い犬の登録をお願いします
問大熊町役場

環境対策課

狂犬病予防接種を忘れずに
問大熊町役場

生活環境係

犬は現在の居住地に登録することが法律で定められてい

ます。登録後、犬鑑札をお渡ししますので、必ず首輪など
に取り付けをお願いします。

■すでに犬を飼われており他市区町村へ登録している場合

環境対策課

生活環境係

生後 91 日以上の犬は、一年に一度狂犬病の予防注射を

受けなければなりません。注射を受けた後は、
「狂犬病予防
注射証明書」を提出してください。
「注射済票」をお渡しし
ます。交付手数料は１頭あたり 550 円です。

「犬の登録事項変更届」が必要になります。

■新しく犬を飼われる場合

「新規登録」が必要になります。登録料は１頭あたり

3,000 円です。

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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中屋敷、大川原地区にお住まいの方へ
問 大熊町役場

環境対策課

生活環境係

４月から指定ごみ袋で分別収集します
避難指示が解除された区域では、ごみの出し方を震災以前の方法に戻し、
「指定ごみ袋」による分別収集を再
開しています。現在、環境省が町内の片づけごみを収集していますが、中屋敷、大川原地区については、４月１
日（水）から双葉地方広域市町村圏組合が分別収集を行いますので、ご協力よろしくお願いします。
なお、
分別方法や収集日等の詳細は、
３月に「2020（令和２）年度ごみカレンダー」を作成してご案内します。

被災家屋解体申請受付と片付けごみ収集を終了します
避難指示解除区域（中屋敷、
大川原地区）の解体申請受付と片付けごみ収集は、４月 10 日（金）に終了します。
家屋解体やご自宅の片付けなどを検討されている方は、お早めに窓口にご相談ください。
なお、特定復興再生拠点については、引き続き解体申請受付と片付けごみ収集を行ないます。

片付けごみ収集のお問い合わせ先

被災家屋解体申請受付窓口

大熊町片付けごみサポートセンター

高島テクノロジーセンター（環境省業務受注業者）

☎ 0120-50-8832

☎ 0120-700-908

※環境省による収集は無償ですが、終了後は自ら廃

※申請後に取り消しすることもできますので、迷わ

品回収業者に家電、家具等の処分を依頼すること

れている方、相続等でまだ準備が整われていない

となりますので、ご留意ください

方も一度、窓口にご相談ください

ご利用ください「教えておおちゃん放射線のこと」
―町役場１階にサイネージを設置しました―

問大熊町役場

環境対策課

大熊町役場本庁舎１階のントランスに大型モニタを利用し

射線関連コンテンツが表示でき、来庁者の皆さんに町内の

このサイネージはタッチパネル式になっており、簡単な

内であればいつでもご利用可能です。ご自由に操作してみ

た放射線環境情報サイネージ
（電子掲示板）を設置しました。

環境放射線の状況をわかりやすくお伝えします。開庁時間

操作で町内に設置されたモニタリングポストの測定値や放

てください。

本庁舎エントランスに設置された放射線環境情報サイネージ

放射線環境情報サイネージのメニュー画面
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お知らせ
マイナンバーカードをお持ちの方へ
マイキー ID の設定支援窓口を設置します

問大熊町役場

総務課行政係

■マイキー ID の設定支援窓口

マイナポイントがはじまります

・大熊町役場

住民課内

・大熊町役場

会津若松出張所

・大熊町役場

2020（令和 2）年度にマイナンバーカードを活用

した消費活性化策（マイナポイント）が実施される予

・大熊町役場

定です。マイナンバーを活用した消費活性化策とは、

いわき出張所

中通り連絡事務所

民間のキャッシュレス決済（〇〇 Pay など）に、一

※受付時間は各窓口とも平日午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分

る「マイナポイント」を国が付与するものです。

・マイナンバー（個人番号）カード

定の前払い等をされた方に対して、プレミアム分であ

■マイキー ID の設定に必要なもの

・利用者証明用電子証明書暗証番号（４ケタ）

マイナポイントを利用するには、マイナンバー（個

※マイナンバーカード取得時に設定した暗証番号

人番号）カードを取得して、マイナンバーカードに専
用の ID「マイキー ID」を設定する必要があります。

！

マイナンバーカードを活用した消費活性化策の実施

に伴い、町はマイキー ID の設定支援窓口を設置しま
すので、お気軽にご利用ください。

カードの取得が必要です！

マイキー IDの設定にはマイナンバーカードが

必要です。マイナポイントの実施時期が近づくと、

※マイキー ID とは、マイナンバーカードの IC チップの

カードの交付申請が混み合い、申請から交付まで

空き領域を活用し、利用者が任意に作成できる専用 ID

通常（ 約 １ か 月）よりも時間を要することが見込

です。氏名や住所などの個人情報は取り扱いません

まれます。早めの申請をお願いします。

町給付型奨学生を募集します

支援が必要なお子さんの就学説明会

―返済不要―
問大熊町役場

マイナンバーカードをお持ちでない方は、

問大熊町役場
会津若松出張所

教育総務課

町では、2020（令和２）年度大熊町給付型奨学生を募
集します。返済は不要です。ご希望の方は教育総務課まで

いわき出張所

健康介護係

双葉地方地域自立支援協議会こども部会は、支援が必要
なお子さんの就学に向けた説明会を開催します。説明会後
に個別相談の時間を設けます。お気軽にお申込みください。

ご連絡ください。
■受付期間
１月６日（月）〜 31 日（金）
■対象者

時２月 20 日（木） 午後１時 30 分〜３時 30 分
場県立富岡支援学校

本校舎（いわき市馬目字馬目崎 61）

対 2021（令和３）年度以降に就学する双葉郡に住民票の

2020 年度に大学入学予定、大学 在学、大学院入学予

あるお子さん（※）の保護者

定、 大 学 院 在 学 の 者。 ※夜 間も対 象、 通 信 制 は 対 象 外

※ 2014 年４月２日以降に生まれたお子さん

■資格・基準

内いわき市教育支援室、郡内教育委員会、富岡支援学校が、

・生活の主体者が引き続き５年以上町に住所を有している
・町税等の滞納がなく、生計を同じくする世帯全員の前年
分の所得総額が 560 万円以下
・心身が健全で向学心に富み、成績平均が総点の７割程度

次の内容について説明します。
・特別支援学級・通級・特別支援学校等について
・双葉郡内での就学手続きについて
・いわき市の就学の流れについて

以上であることを証明する大熊町給付奨学生推薦調書を

・富岡支援学校について

在学する（していた）校長等に発行してもらう

※説明会後、保健師や郡内教育委員会による個別相談を行

・選考委員会で面接と小論文試験を受け、成績優秀な者

ないます。就学に関する不安や悩み、普段の心配事など

■給付額

お気軽にご相談ください

毎月５万円 ( 私立大学医・歯・薬学部は８万円 )、入学時
に入学金 20 万円。夜間部は、
入学金、
毎月額ともに２分の１。

期１月 31 日（金）まで
申大熊町役場 いわき出張所 健康介護係の保健師に電話で

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

広報おおくま 2020.1.1

12

information
町内で農業をされている方へ
町内の農地で野菜・果物、お米等の栽培を考えている方、既に栽培されて

いる方は、以下の点にご留意ください。

野菜・果物 （大川原地区・中屋敷地区）
自家消費の方（自分達で作って、自分達で食べる方）
検査等の義務はありません。もし、不安がありまし

たら町役場で簡易検査を受けることができます。

問大熊町役場 産業建設課

これから作付けする方へ
福島県双葉農業普及所は営農相談を受け付

けています。農業について困ったこと、わか
らないことがあればご相談ください。

出荷販売をしたい方（お裾分けも含む）
収穫前に福島県が実施する検査を受ける必要があり

ます。出荷・お裾分けをする予定日の 14 日前までに
ご連絡ください。

お米等の栽培、野菜と果物の自家消費について
問大熊町役場産業建設課
☎ 0240-23-7137

お米（大川原地区）
収穫したものは全て検査を受ける必要があります。

また、毎年２月末日までに提出する書類がありますの
で、大熊町役場産業建設課へお問い合わせください。
※お米以外の穀類、大豆等を作付けを予定している方

野菜と果物の出荷販売（お裾分け含む）について
問福島県双葉農業普及所
☎ 0240-23-6473

も、毎年２月末までにお問い合わせください

出張所が今春移転します

タブレット端末について
問 大熊町役場

企画調整課

企画振興係

広報 11 月 15 日号でお知らせしたとおり、タブレット

事業は３月末で終了します。
■修理の受付

故障端末の修理は１月 31 日（金）
、サポートセンター

に届いた分まで受け付けます。故障端末の状況によっては
受け付けできないこともありますので、ご了承ください。
なお、タブレット端末の新規申し込みの受け付けは昨年

12 月で終了しました。
■今後のご案内

ご使用いただいているタブレット端末本体の今後の取り

扱いや、端末内に保存している写真データの移行方法など

に関しては、１月末から順次ご利用者の皆さんに操作マ
ニュアルをダイレクトメールでお送りしますので、ご確
認ください。

おおくまアプリサポートセンター
☎ 0120-090-215（受付時間：午前９時〜午後６時）
※開設期間は 2020 年３月 31 日（火）まで
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問 大熊町役場

総務課行政係

＜会津若松出張所＞

■移転先住所：福島県会津若松市インター西 111
＜いわき出張所＞

■移転先住所：福島県いわき市好間町下好間鬼越 18

町役場へのお問い合わせ電話について
問大熊町役場

総務課管財係

○サービス向上のため録音しています
昨年 12 月から大熊町役場のお問い合わせ電話は、住民

サービス向上と内容確認のため、通話を録音しています。
ご理解・ご協力くださいますようよろしくお願いします。

○フリーダイヤルを終了します
大熊町役場へのお問い合わせ電話にご利用いただいてい

るフリーダイヤルは、2020 年３月 31 日（火）をもって
終了させていただきます。ご了承ください。

今後のお問い合わせは、巻末に掲載した各課直通の電話

番号をご利用ください。ご協力よろしくお願いします。

お知らせ
開催日

会場

13 日（木）

い
わ
14 日（金）
き
市
15 日（土）

２
月

大熊町役場
いわき出張所
２階多目的ホール

受付行政区
中屋敷、野上１〜２、熊川
下野上１、野馬形
中屋敷、野上１〜２、下野上１〜３、熊川、
野馬形、小入野、大和久

17 日（月）

下野上２〜３、小入野

18 日（火）

大野１〜２、大川原１〜２

19 日（水） い
わ
き
20 日（木） 市

大熊町役場
いわき出張所
２階多目的ホール

熊１・町
熊２〜３

21 日（金）

大和久

22 日（土）

大野１〜２、大川原１〜２、熊１〜３・町・
夫沢１〜３

25 日（火）

い
わ
き
市

27 日（木） 大
熊
28 日（金） 町
会
２日（月） 津
若
３日（火） 松
市
４日（水）

郡
５日（木） 山
市

３

６日（金）

月

10 日（火）

大熊町役場いわき出張所
２階多目的ホール

大熊町役場
１階おおくまホール

福島県ハイテクプラザ
会津若松技術支援センター
多目的ホール

ビッグパレットふくしま

４階
プレゼンテーションルーム

夫沢１〜３

全行政区

受付時間（※）
午前８時 30 分〜
午後３時（土曜の受付
は午前 11 時まで）
午前８時開場

午前８時 30 分〜
午後３時（土曜の受付
は午前 11 時まで）
午前８時開場

午前８時 30 分〜午後３時
午前８時開場

午前９時〜午後３時
午前８時 30 分開場

全行政区
中屋敷、野上１〜２、下野上１〜３、町、
野馬形

午前９時〜午後３時
午前８時 30 分開場

大野１〜２、熊１〜３、小入野
大川原１〜２、熊川、大和久、夫沢１〜３
中屋敷、野上１〜２、大川原１〜２、熊川、
夫沢１〜３

11 日（水） い
わ
き
12 日（木） 市

イオンモール
いわき小名浜
４階イオンホール

13 日（金）

下野上１〜３、野馬形

午前 10 時 15 分〜

熊１〜３、町

午前 10 時開場

午後４時 15 分

大野１〜２、小入野、大和久
大

16 日（月） 熊
町

大熊町役場
１階おおくまホール

全行政区

午前９時〜午後３時
午前８時 30 分開場

・行政区ごとに受付日を割り当てていますので、なるべく該当する日にお越しいただきますようご協力ください

・開場時間前に到着されても、開場時間後に受付簿にお名前をご記入の上、受付時間までお待ちいただきます（時間まで入れない会場もあります）
・前の順番の方が終わり次第、受付簿の順にお名前をお呼びします。お呼びした際に不在の場合は次の順番の方をお呼びします。職員がお呼びす
るまでお待ちください

・午前中（特に朝一番）は混み合い、相当時間お待ちいただくことがあります。午後は比較的待ち時間が少ないです。また、土曜日はかなり混み
合いますのでご了承ください

※会場により開場・受付時間が異なりますのでご注意ください

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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所得申告相談会を開催します
町は 2019（令和元）年度の所得申告相談会を右表の
とおり開催します。2016（平成 28）年分以降の確定

問大熊町役場

税務課

※番号確認書類とは通知カード、住民票の写しなどです
※身元確認書類とは運転免許証、保険証、パスポート、身体

申告書を提出する際には、個人番号（マイナンバー）を

障害者手帳、在留カードなどです

記載し、本人確認書類の写しを税務署に提出する必要が
ありますので、次の書類を忘れずにご持参ください。

＜青色申告、相続税・贈与税の申告をされる方＞
町の申告会場では手続きできませんので、最寄りの

・個人番号カード（マイナンバーカード）
・（個人番号カードをお持ちでない場合）番号確認書類

税務署等で手続きをしてください。

と身元確認書類各１点

譲渡所得を申告する方へ
譲渡所得の申告をする方は、必要書類をあらかじめご確認の上、お持ちください。一般的な譲渡の
場合の必要書類は下表のとおりですが、１回の来場では申告が完了しない場合もありますので、最寄
りの税務署等での申告もご検討ください。
※受ける特例によっては、表以外の書類が必要な場合がありますので、あらかじめ税務署等にご確認ください
必要書類

必要書類の例

譲渡価額（資産を譲渡して受け取った金額）がわかる書類

売却時の契約書等

取得費（譲渡した資産を取得した時の価格）がわかる書類
※取得した際の仲介手数料や登記費用も含まれます
※相続等により取得費が不明な場合は必要ありません

売却した資産を購入した時の契約書や、
領収書等

譲渡費用（仲介手数料や登記費用など）がわかる書類

領収書等

収用（国や地方公共団体による買い取り）の場合は、以下の書類もご用意ください
支払額の内訳がわかる書類

収用証明書等一式

障害者控除対象者認定書を交付します

問大熊町役場

保健福祉課

介護保険係

身体障害者手帳や療育手帳等の交付を受けていない方でも、次の要件に該当する方であれば、確定申告の際に
「障害者控除対象者認定書」を提出することで、税の控除を受けることができます。
※税申告用の書類のため、身体障害者の認定とは異なります
■対象者
65 歳以上で、要介護認定を受けている方
※基準日は 2019（令和元）年 12 月 31 日時点（年
の途中に死亡した場合はその日）
■認定区分

■控除額
（障害者）所得税 27 万円、住民税 26 万円
（特別障害者）所得税 40 万円、住民税 30 万円
■申請方法
大熊町役場 保健福祉課 介護保険係で申請できま

（障害者控除対象）要介護１〜３

す。遠方の方や電話等でお問い合わせいただいた方に

（特別障害者控除対象）要介護３〜５

は申請書を送付します。郵送の場合は必要事項を記入

※要介護３の方は、主治医意見書に記載される日常生
活自立度によって認定の度合いが変わります

のうえ、保健福祉課へ提出してください。
※申請書は、町公式ホームページからダウンロード
できます
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お知らせ
2019 年分の確定申告

問 相馬税務署 ☎ 0244-36-3111
WEB 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

災害を受けた場合の軽減措置について

2019 年分の確定申告書作成会場について

台風第 19 号等により被害を受けられた皆様に、心

2019（令和元）年分の所得税（および復興特別所得

からお見舞いを申し上げます。災害によって、住宅や

税）
、消費税（および地方消費税）、贈与税の確定申告

家財などに損害を受けたときは、確定申告で次のどち

期における申告書作成会場は、次のとおり開設します。

らか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部ま
たは一部を軽減することができます。

■開設場所

①所得税法に定める雑損控除の方法
②災害減免法に定める税金の軽減免除による方法

相馬市振興ビル６階（相馬市中村字塚ノ町 65-16）
■開設期間

ただし、被害の程度が小さい場合には、軽減の措置
を受けられないこともありますので、あらかじめご承

２月 17 日（月）〜３月 16 日（月）※土日祝日を除く
■開設時間

知おきください。

午前９時〜午後４時

詳細については、国税庁ホームページの「災害関連

※税務署内には、会場開設前を含め申告書作成会場を設置してい

情報」にも掲載しています。

ませんので、開設期間中に申告書作成会場にお越しください

なお、手続きの概要（必要書類等）について問い合
わせる際は、電話相談センターをご利用ください。

確定申告書にはマイナンバーの記載が必要です

申告相談の際は、次のものをご持参ください。

税務署に所得税等の確定申告書を提出する都度、マ

①り災証明書

イナンバーの記載と本人確認書類（番号と身元の確認

②建物や車輌の取得金額のわかるもの

できるもの）の提示または写しを添付する必要があり

③建物や車輌の修繕費、取り壊し費用、除去費用などが

ます。
＜本人確認書類の例＞

わかるもの
④被害を受けた資産について受け取る保険金等の金額

①マイナンバーカード（番号確認と身元確認）
②通知カード（番号確認）＋運転免許証、健康保険の

がわかるもの

被保険者証など（身元確認）

⑤ 2019（令和元）年分の源泉徴収票等収入金額がわか
るもの（同居家族分も含む）

※申告書作成会場にお越しになる際は、本人確認書類の持参をお
願いします

問電話相談センター

☎ 0244-36-3111

※確定申告書を郵送する場合は、本人確認書類の写しの添付をお

※最初の音声案内で「０」番を選択してください

願いします

スマホで確定申告！
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、お手持ちのスマートフォン・タブレッ

トで、所得税の確定申告書が作成できます。
■マイナンバーカード方式

マイナンバーカードとマイナンバーカード対応の

スマートフォンを利用して申告！

※ＩＤとパスワードの発行を希望される場合は、申告される
ご本人が顔写真付き本人確認書類をお持ちの上、お近くの
税務署にお越しください
※申告内容によってはご利用いただけない場合もあります

■ＩＤ・パスワード方式

ＩＤとパスワードを取得して申告！

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

※従来どおり作成コーナーで申告書を作成して紙に印刷
し、税務署へ郵送等により提出することもできます
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県民健康調査「健康診査」のご案内
問県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター
☎ 024-549-5130

2017 年度分生活サポート補助金
申請期限は３月まで

（土日祝日、年末年始を除く午前９時〜午後５時）
福島県と福島県立医科大学は、県民の健康を見守り、将

来にわたる健康増進につなげていくため、健康診査を行っ
ています。

健康診査のうち、16 歳以上の方を対象とした県内の健

診を１月から３月にかけて実施します。対象の方には、受

問大熊町役場

生活支援課生活支援係

2017（平成 29）年度分生活サポート補助金の申請期

限は、３月 31 日（火）までです。期限が迫っていますの

で、お早めに申請してください。４月１日以降は申請を受
け付けることができなくなります。ご注意ください。

なお、今後未申請の方へ申請のご案内をさせていただく

診のご案内を昨年 12 月に発送しました。

場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ましょう。費用は無料です。

＜生活サポート補助金コールセンター＞

ご自身の健康状態を把握する機会ですので、ぜひ受診し

■フリーダイヤル：０１２０- ０９０- １０４

■対象者

2011（平成 23）年時に避難指示区域等の市町村の住民

のうち、
2019（令和元）年度に16歳以上で県内在住の方。
・町の総合健診で県民健康調査の追加項目を受診された方
は対象外です

・県外にお住まいの方には、県外健診のご案内を７〜８月
に送りました。県内で受診を希望される場合は、お問い
合わせください

■検査方法

■受付時間：午前９時〜午後６時（土日祝日を除く）
＜生活サポート補助金相談窓口＞

大熊町役場生活支援課でご相談を受け付けています。ご

相談の際には、申請書と通帳・印鑑をご持参ください。

生活再建促進交付金
申請はお済みですか

県内実施医療機関での個別健診、もしくは県内公共施設

問大熊町役場

での集団健診のいずれかを選択して受診できます。

生活支援課生活支援係

本年度より生活サポート補助金に代わり開始となりました

生活再建促進交付金は、申請期限が 2021（令和３）年３月

31 日（水）までとなっていますが、
お早めにご申請ください。
なお、今後未申請の方へ申請のご案内をさせていただく

会津地区の生活支援バス
３月で終了します
問大熊町役場

場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本事業は１回限りの交付で終了ですのでご注意ください。

生活支援課生活支援係

現在、会津若松市内の仮設住宅を中心に運行している生

活支援バスは、同市内にある仮設住宅入居者数の減少によ
る集約や年々利用者数が減少していることから、３月 31
日（火）をもって廃止しますのでお知らせします。

ふるさと帰還通行カード

＜生活再建促進交付金コールセンター＞

■フリーダイヤル：０１２０- ７３０- ４３０

■受付時間：午前９時〜午後６時（土日祝日を除く）
＜生活再建促進交付金相談窓口＞

大熊町役場生活支援課でご相談を受け付けています。ご

相談の際には、お送りしました申請書等をご持参ください

住所変更された方は届出を
問大熊町役場

お引っ越しなどにより、ふるさと帰還通行カード

のお申し込み内容（お名前や現住所など）に変更が

あった場合は、届出が必要です。届け出がないと
NEXCO 東日本からの通知や大切なお知らせなどが

届かなくなりますので、
「NEXCO 東日本お客さま
センター」へご連絡ください。
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NEXCO東日本お客さまセンター
（24時間受付）

ナビダイヤル：0570-024-024
または☎ 03-5338-7524

生活支援課

お知らせ
家計とお金の悩みに関する
無料相談会

問財務省福島財務事務所
☎ 024-533-0064

消防署から
問 富岡消防署

理財課

財務省福島財務事務所では、専門相談員が家計や借金の

！

節です。火災はいつ、どこで起きるかわかりません。

必要に応じて弁護士などの専門家に引継ぎを行う相談会を

素晴らしい一年にするためにも、火災予防を徹底しま

開催します。

しょう！

返しきれない借金でお悩みの方、生活資金不足により返

済困難な方など、どなたでもご利用いただけます。まずは
は無料です。

！

時１月 15 日（水）午後１時〜４時
場須賀川市役所

年始から火災予防を心がけましょう！
この季節は空気が乾燥して、火災が発生しやすい季

状況等をお伺いし、家計の見直しに関するアドバイスや、

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。秘密厳守で相談

☎ 0240-22-2119

２階ウルトラ会議室

（須賀川市八幡町 135）

申要予約。１月 14 日（火）まで下記ダイヤルに電話で

※当日の受付状況により相談が可能な場合もあります。お
気軽にお電話ください

暖房器具の使用に注意しましょう
暖房器具による火災に気をつけましょう！使用する

際は次のポイントに注意が必要です。

①暖房器具の近くに燃えやすいものを置かない
②必ず人がいる時のみ使用する
③暖房器具を消し忘れない

多重債務者相談窓口専用ダイヤル
☎ 024-533-0064

（受付時間：平日の午前８時 30 分〜午後４時 30 分）

公社の不動産利活用事業とは・・・
土地や建物のことは
おおくままちづくり公社に
ご相談ください！

大熊町にある土地や建物の情報を適切に管理し、将来の
利活用に備えるとともに、皆さまからの様々なお困りごとや
ご相談にお答えしています。
取引可能区域にある土地や建物の賃貸・売却などのご希望
には、不動産事業者のご紹介や利用希望者とのマッチング
までトータルに対応させていただきます。

おおくままちづくり公社は、大熊町からの委託を受け、大熊町内に所有されている不動産のお困りごとについて、
町民の皆さまからの様々なご相談にお答えしています。

不動産の相談窓口「おおくままちづくり公社」を
ご存知ですか？

不動産の無料相談会（予約不要）を開催します！お気軽にお越しください。
当日は公社の相談員がお待ちしています。ご相談は、大熊町内に不動産を所有されている方、大熊町内の不動産をお探しの
方が対象です。なお、これまでに 150 名の方からの登録、２件の成約実績があります。

■日程

１月 22 日（水）午前 10 時 30 分〜午後３時

１月 23 日（木）午前 10 時 30 分〜午後３時

大熊町役場会津若松出張所

１階東側会議室

大熊町役場中通り連絡事務所

会議室１

公社事務所（大熊町役場いわき出張所２階）では、
随時相談を受け付けております。お問合せ先まで連絡の上、
来社ください。

【お問合せ先】一般社団法人おおくままちづくり公社

受付：平日午前 9 時〜午後５時

〒 970-1144 福島県いわき市好間工業団地 1-43
TEL：0246-85-5237 FAX：0246-85-5247
メール：okuma-machizukuri@wing.ocn.ne.jp
ホームページ：「おおくままちづくり公社」で検索してください

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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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

中間貯蔵施設見学会
中間貯蔵工事情報センターは、中間貯蔵施設工事の

進捗を紹介するバス見学会を月１回実施しています。
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

ＡＤＲセンターは、原発事故による東京電力への損害賠
償請求について、和解の仲介を行っています。
どなたでも申立てができます。ぜひご活用ください。

内情報センターでの説明、バスからの区域内見学（バスか
ら降車しません）

★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
（昨年６月までに終了した約 23,900 件中の速報値）

時１月 24 日（金）

場中間貯蔵工事情報センター（大熊町小入野字向畑 256）
定 40 人

申中間貯蔵工事情報センター☎ 0240-25-8377
期１月 16 日（木）まで電話で

■事例①
帰還困難区域（浪江町）に居住していた申立人らに対し、
原発事故による避難の結果、同居していた家族が別離した
（ばらばらに生活することになった）こと等を考慮して、
2011 年 4 月分から別離状態が解消した 2015 年 1 月分
までの慰謝料
（増額分）として 138 万円が賠償された事例
（2018 年 8 月 15 日成立 公表番号 1369 を参照）
■事例②
帰還困難区域（浪江町）から避難した股関節機能障害を
有する申立人（身体障害者等級 4 級）に対し、東京電力
から精神的損害（要介護者さま等への増額）として既に支
払われていた 133 万 5,000 円とは別に、2011 年 3 月分
から 2017 年 5 月分までとして 91 万 5,000 円の追加賠
償が認められた事例
（2019 年 7 月 17 日成立 公表番号 1559 を参照）
※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

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。

問 大熊町役場

企画調整課

＜郡山市＞

時１月22 日（水）午後２時〜５時
場大熊町役場中通り連絡事務所
＜いわき市＞

時１月23 日（木）午後２時〜５時
場大熊町役場いわき出張所
＜会津若松市＞

時１月24 日（金）午後２時〜５時
場大熊町役場会津若松出張所
■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）

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）

●

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

■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

■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

◇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

12 月 1 日号記事のお詫びと訂正
広報おおくま 12 月１日号５ページの大熊町表彰式記事

中、永年勤続表彰・渡部恒雄さんの紹介で「副分団長」と
掲載しましたが、正しくは「分団長」でした。訂正してお
詫びします。
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【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（１月10

〜 14、22、23 日、２月 19、20 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

■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

20世帯（鍵開けが必要な世帯の受

お伝えください。

たら予約を締め切ります）
。

※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

入は10世帯とします。上限に達し
■予約受付期間

立ち入り日の前日まで（当日受付

※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
■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

はしません）
。

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

・緊急時に連絡が取れるよう、でき

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。

■注意事項

るかぎり携帯電話やスマートフォ

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

ンを持参し、GPS 機能をオンにし
てください

・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

◆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 2020.1.1
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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）

１月 ＆ ２ 月

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

１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

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 木 金
①津島活性化センター

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

２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

曜日

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
①津島活性化センター

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

※ ※

※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

2020 年

月

3月

日

13

14

曜日

金

土

毛萱・波倉
スクリーニング場

40 40
大熊町
世帯 世帯

申し込み締切日

2 月13日
（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
21
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◆ お墓参りする方へ ◆
・線香、ろうそくのご使用はお控えください
・食べ物などのお供え物はお控えください
ご理解、ご協力をお願いします

教えて

おおちゃ
ん

ヘルシーライフ
高血圧と塩分

♦♦♦

パート２

高血圧と塩分♦♦♦

高血圧の原因は？
高血圧の原因の１つは、
「塩分のとりすぎ」です。
私たちの体は血液中の塩分の濃さを一定に保とうとしてい
ます。塩分をとりすぎると薄めようとして体の中の水分量や ▶
血管を押す力が強くなる＝血圧が高くなる
血液の量が増えます。血液が増えると…

どちらを選べば効果的に減塩できると思いますか？
パン

ご飯

焼き鳥（タレ）

or

焼き鳥（塩）

or

カレーライス

ドライカレー

or

正解は「ご飯」です。

正解は「塩」です。

正解は「ドライカレー」です。

パンには賞味期限を伸ばしたり、パ

実はタレの方がカロリーも塩分も高

市販のカレールウには塩分が多く含

ンを膨らませたりするために食塩が

くなります。甘味が強いと醤油等の

まれています。汁気の少ない分、ド

入っています。

量も増えます。減塩するにはみりん

ライカレーの方が少しの味付でも

や砂糖の量も一緒に減らしましょう。

しっかり感じられます。

！

濃い味付けでも食べる量を減らすことで減塩できます。
まずは気軽にできる減塩からやってみましょう！

管理栄養士の減塩レシピ

次回は、高血圧と塩分パート３
「高血圧を防ぐには…？」をお伝えします。

♦具だくさん香味みそ汁（1 人分52kcal 食塩0.6g）

食生活改善推進員・保健協力員が考案した減塩メニューです

具だくさんにすることでみその量を控えられます。
おすすめの組み合わせ献立は「雑穀ご飯、とろろ昆布入り納豆、紅鮭
（半身）
、みかん」です♪

●● 材料（２人分）●●
★大根…40g
★人参…40g
★木綿豆腐…1/4 丁
★わかめ…ひとつまみ
★みそ…小さじ２
★だし汁…240cc
★ゆず皮…少々
★すりごま…少々

●● つくり方 ●●
①大根、人参はいちょう切り、
豆腐は角切り、ゆず皮は千
切りにする
②鍋にだし汁を入れ、大根と人
参を加え火が通るまで煮る
③みそを溶き入れ、豆腐とわ
かめを加える。豆腐が温まっ

たら火を止め器に盛り、好
みでゆず皮とすりごまをの
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

わくわく健康料理教室（いわき）

子育てひろば（いわき）

内歯科衛生士による歯の話＆調理実習「からだの芯まで

内自由遊び、身長体重測定、食事や育児の個別相談

温めるメニュー」

時 １月14 日（火）
、28 日（火）午前９時 30分〜11時30 分

場大熊町役場いわき出張所２階

時 １月30 日（木）午前９時〜午後１時

申不要

場いわき市錦公民館（いわき市錦町中迎 1-12-2）

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

対 60歳以上（３月末時点の年齢）

健康介護係（夏目）

定先着25 人

持エプロン、三角巾、飲み物

脳力アップ教室（いわき）

申電話で１月６日（月）〜 17 日（金）

笑い声が聞こえる教室に、あなたも参加しませんか。

問 大熊町役場いわき出張所

運動と脳活性プログラムで、楽しく認知症を予防しよう。
内脳活性プログラム、ストレッチ、軽運動

健康介護係

ヘルシーライフ教室（いわき）

時 １月６日（月）、20 日（月） 午前10時〜正午

場 小名浜公民館

地域包括支援センター

３階視聴覚室

みんなで楽しく笑いあいながらいい汗流しましょう。運

対 60歳以上（３月末時点の年齢）定先着25人

動が苦手な方もきっと運動が好きになるはず！！町の管理

申 電話で前日までに

内ストレッチ、ヨガ、リズム体操、筋トレ

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

栄養士から食事のワンポイントアドバイスもあります。

健康介護係

時１月29 日（水）、２月５日（水）、２月 12 日（水）
午前10時〜 11 時 30 分

場大熊町役場いわき出張所

★高齢者に関する困りごとは、町地域包括支援センターへ

対 どなたでも

ご連絡ください

持 動きやすい服装、下履き、飲み物

★母子手帳をもらった県外在住の妊婦さんに、町から送る

申 電話で前日までに

ものがありますので、保健福祉課へご連絡ください

問 大熊町役場いわき出張所

プロに聞こう！
運動 ＆ 健康 のこと
★スポーツジム講師に直接教えて
もらえます
★日ごろ野菜をどのくらい摂って
いるかわかります
★町以外の健診結果でも可能です

日時

１月 22 日（水）
午前９時 30 分〜 11 時 30 分
１月 30 日（木）
午前９時 30 分〜 11 時 30 分

23
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定先着20 人

２階多目的ホール

会場

健康介護係

健診結果説明会
内 ミニ講話、運動、 野菜摂取量
測定、個別相談

対どなたでも

持 動 き や す い 服 装 、 飲み 物 、
健診結果

定 先着 20 人

期 下表の申込先に電話で

申込・問合せ先

大熊町役場いわき出張所

大熊町役場いわき出張所

２階多目的ホール

健康介護係

大熊町役場会津若松出張所

大熊町役場会津若松出張所

１階第５会議室

保健福祉係

教えて

おおちゃん

何かと疑問の多い放射性物質について、

放射性物質

私たち長崎大学は、2019 年 7 月から大熊町で復興支

大熊町役場で相談窓口を担当している

長崎大学の専門家の皆さんが解説します。

放射線と健康影響に関する疑問や質問がありましたら、

援活動を行っていますが、その一環として昨年 10 月から、

大熊町役場を通じて長崎大学のスタッフにお気軽にお問い

広報おおくまの紙面上で「放射線と健康」をテーマとした

合わせください。

連載を掲載しています。
今回は、放射性物質が持つ特徴の一つである「半減期」
について解説します。「半減期」とは読んで字のごとく、
放射性物質が半分になるまでの時間を言います。例えば、
半減期が約 8 日の放射性物質であるヨウ素 131 は、ベー
タ線などの放射線を出し、最終的には「キセノン」という
物質に変わります。キセノンはガス状の物質で、もう放射
線を出すことはありません。つまり、ヨウ素 131 は放射
線を出しながら約 8 日間で半分がキセノンに変わる…こ
のように半減期は放射性物質が放射線を出し、安定な物質
になるまでにかかる時間ということができます。
次回は放射性セシウムの半減期について解説します。

ヨウ素 131 の半減期 ( 出典 : 長崎大学・国立大学協会・長崎
ヒバクシャ医療協力会「放射線・放射性物質 Q&A」から引用）

身の回りの放射線量が心配…

＜私たちが伺います＞

家庭菜園で作った野菜、大丈夫かな？
検査の測定結果が気になるなぁ…

折田真紀子
（保健師）

平良文亨

（薬剤師）

山田裕美子
（保健師）

放射性物質の疑問・お悩みをお持ちの方へ

相談窓口、あります
そんな疑問やお悩みをお持ちの方、

木曜午前

長崎大学の協力で町役場に

毎週

大熊町に戻ってからも、

場所は大熊町役場保健福祉課

お気軽にご利用ください。

※開設日は変更になることがありますので、

担当は長崎大学の保健師と薬剤師３人。

問大熊町役場

放射線リスクコミュニケーション相談窓口が開設されました。
安心して暮らしたいですよね。

調査のため皆さんのお宅をお伺いすることがあります。

に開設

事前に電話でご確認ください
保健福祉課

☎ 0240-23-7419

広報おおくま 2020.1.1
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１月
睦月
January

おおくまカレンダー

♣保健センター

♦社会福祉協議会（なごみを参照）
●おおくまコミュニティづくり実行委員会

丸数字（①など）は、
詳しい内容を掲載したページ番号です。

月

６

●卓球の日
♥脳力アップ教室㉓

12

13

♪成人式

●もちつき大会㉖

火

７

■大熊町南平手芸
サロン

14

■大熊町南平手芸
サロン

１

♥地域包括支援センター

●梨の実サロン平（お電話ください） ■各コミュニティ団体

今月のイベント情報をまとめました。

日

５

【実施団体】

♪主なイベント

水

２

８

木

９

●元気ジム健康体操

15

■古滝屋温泉お茶会

◎その他

３

金

10

♦なかどおりサロン
in 希望が丘

●３B 体操

16

17

●若返りの日

４

土

11

18

■スイートめろん㉗
♪ミニプラネタリウム
in 大熊町

●絵画教室
♦葉山サロン
♣子育て広場㉓

19

20

●カラオケ交流会
♥脳力アップ教室㉓

26

■大熊町山田会㉗

27

21

22

23

■大熊町南平手芸
サロン

29

30

♣ヘルシーライフ教室 ♥わくわく健康料理
㉓
教室㉓

♣子育て広場㉓

♥いきいき教室

♣健診結果説明会㉓

■大熊町南平手芸
サロン

♣健診結果説明会㉓

28

■大熊町いわき会㉗

31

♦社会福祉協議会へのお問い合わせは
☎ 0246-38-3236

◎タブレットのお問い合わせは、おおくまアプリサポートセンター
受付時間：平日午前９時〜午後６時
☎ 0120-090-215
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●３B 体操
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■埼玉・おおくま友
の会

●梨の実サロン平をご利用ください
開所時間：平日午前９時 30 分〜午後４時 30 分

25

24

受付時間：平日午前８時30分〜午後５時15分

☎ 0246-38-8920

●おおくまコミュニティづくり実行委員会へのお問い合わせは
☎ 070-5581-5939（佐藤）

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

野上２区

総会を開催します。ご家族お揃いでのご参加お待ちして

います。案内はがきを送りましたので、ご協力お願いします。
内総会・懇親会

時 ３月 14 日（土）〜 15 日（日）１泊２日

絵おと芝居鎌倉公演
おおくま町物語伝承の会が絵おと芝居を鎌倉

午後３時〜受付、４時〜総会、６時〜懇親会

場 いわき新舞子ハイツ（いわき市平下高久南谷地 16-4）

で披露します。紙芝居に音楽や舞踊を組み合わ

☎ 080-5561-8349（副区長・渡部）

りにお届けします。申し込み不要で、どなたで

☎ 090-8921-7857（会計・𠮷田）

もご覧いただけます。

大熊町婦人会

時２月 29 日（土）

市の女性団体と交流しました。町婦人会が、震災後 8 年

場 鎌倉能舞台（神奈川県鎌倉市長谷 3-5-13）

期 １月31 日（金）まで

せた絵おと芝居で町に関わる物語を情感たっぷ

費 案内ハガキに記載しました

昨年 11 月に震災後初めて研修旅を実施し、栃木県鹿沼

間の活動概要を話し、鹿沼市からも震災時の県外からの避
難者の受け入れについてをそれぞれの立場から話をしても
らいました。その後グループに別れて話し合い、有意義な

午後２時〜４時（午後１時 30 分開場）

定 150 人

費 無料

問 代表・橘秀人

☎ 090-5352-2576

時間を過ごすことができました。その後、鬼怒川温泉に泊

同日開催

満足して帰ることができました。
（町婦人会 ・武内）

おおくま交流会 in 鎌倉

まり、
栃木県内を観光しました。会員同士の交流も深まり、

内ランチ交流会＆絵おと芝居鑑賞
時２月 29 日（土）午前 11 時〜
場 鎌倉和食

費 2,500 円

楠の木（JR 鎌倉駅東口近く）

問 おおくままちづくり公社

☎ 0246-85-5237 ※午前９時〜午後５時

里がえり
もちつき大会

今年は町で収穫されたもち米でつくったお餅を

振る舞います。餅つき体験や、お楽しみ参加型イ
ベントも行います。費用は無料です。申し込み不
要で、どなたでもお気軽にご参加いただけます。

１月 13 日（月・祝）午前 11 時〜
大熊町役場前みんなの広場

団体名
県内

（大熊町復興支援員）

☎ 0246-85-5237 ※午前９時〜午後５時

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

玉沢

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

問 おおくまコミュニティづくり実行委員会事務局

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

おおくままち北浜グループ

時 １月25日（土）午前11時〜

場 相馬フローラ

内 新年会！ ( 日帰り入浴＆昼食会）

内 新年会（食事・親睦会）

場 勿来温泉

費 2,000 円

関の湯（いわき市勿来町関田須賀 1-4）

費 2,000 円

期 １月10 日（金）まで

＜バス集合場所＞

期１月15日（水）まで

・道の駅南相馬（９時50分）

・サンライフ南相馬（10 時）

☎ 090-8929-9016（坂本）

・スーパーシシド鹿島店（10 時10分）

☎ 090-5188-8163（宮本）

・道の駅そうま（10 時20分）
・駒ケ嶺駅（10 時40分）

ふるさとおおくま会

＜注意事項＞

内みんなで楽しくもちつき！＆カルタ大会

・集合場所変更とキャンセルは１月 20 日午後５時まで

時 ２月１日（土）午前10 時〜

・１月 21 日以降のキャンセルは参加費をいただきます

※調理にご参加いただける方は午前９時集合

・参加申し込み時に乗車場所をお伝えください

場 いわき市草野公民館

・バス到着時刻は、交通事情により変動します

（いわき市平泉崎向原 28）

費 無料

ウエディングパーク

時１月25 日（土）

※バスをご利用の方は泉公民館10時30分集合

・食物アレルギーは申し込み時にお伝えください

申不要

☎ 080-1814-9819（会長・小林）

対 町民の皆さん

※午後３時〜５時

☎ 090-2270-8138（石橋英雄）
☎ 090-9531-4591（愛場誠）

☎ 090-3531-9776（冨田睦子）

スイートめろん

内 新春ボウリング大会（ハンデあり）＆カラオケ交流会

大熊町山田会

内 大熊町山田会

時 １月18 日（土）午前10時〜午後１時 30 分

新年会！（お食事会）

場 カラオケバンバン土浦サンタスワールド

時 １月26日（日）午前11時受付開始

（茨城県土浦市中村東 1-1-1 2F ボウリング、3F カラオケ）

場 三香縁（いわき市山田町下関場 12-3）
費 2,000 円

定 先着50人

費 大人1,500 円、小中学生 500 円
期１月５日（日）まで

申 電話で

☎ 090-7326-7444（事務局・石田和枝）

内 みそ造り教室（コシヒカリ米みそ 10 割糀 5 キロ）＆
蕎麦づくし交流会（食事交流会）

時 ２月29 日（土）午前10時 15 分〜午後２時

おおくま中通り会
内 新年会！

場 みそ造り

時 ２月８日（土）午前11時〜

（茨城県牛久市島田町 2713）

場 なりた温泉（郡山市安積町成田字車川原 27）

※送迎バスが大熊町役場中通り連絡事務所を午前 10 時
30 分出発予定

費 500円

ヤマイチ味噌

食事

落花亭

（茨城県牛久市女化町 451）

費 3,500 円

持 エプロン、三角巾

対 町民の皆さん

期 １月20 日（月）まで

期１月 25 日（土）まで

☎ 090-3646-3815（半沢佐田幸）

☎ 090-2888-5789（高木）

☎ 090-8423-6515 FAX024-954-8878（斎藤重征）

団体名

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
古滝屋温泉日帰りお茶会

いわき市南部
浜通り南部

石橋

英雄

090-2270-8138

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

おおくま町会津会

会津若松市

浅野

孝

090-7078-2327（山本三起子）

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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代表

おおくまいわき友の会
大熊町山田会
県内

拠点

☎ 080-5229-2006（星川）
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080-1814-9819

聖火リレーに合わせたイベントを開催します
いよいよ東京オリンピック。大熊町でも聖火リレーが行われます。
当日はイベントも開催。みんなで盛り上げよう！

とき

よさこいソーラン

３／ 26（木）

踊り手を募集します

午後２時前後

会場

大熊町役場
みんなの広場
各 種 お 問 い 合 わ せ 先
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）
被災家屋解体申請受付の終了（中屋敷、大川原）

避難指示解除区域（中屋敷、大川原）の解体申請受付は、
2020（令和２）年４月10 日に終了します。家屋解体を検討して
いる方は、お早めに窓口にご相談ください。
特定復興再生拠点区域内の被災家屋等については、引き続き
解体申請を受け付けます。
■窓口名
高島テクノロジーセンター（環境省業務受注業者）
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
☎ 0120-700-908
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

内 よさこいソーラン踊りで 聖火ランナーを応援

※練習は基本的に動画を見て自主練習
２月と３月に全体練習を予定しています
対 踊ってみたい方（年齢、性別問いません）
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
メール sato-aki@wing.ocn.ne.jp
代表者：Young

Bears 代表

加井佑佳

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の担当
■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）
片付けごみの回収
・ごみステーション回収
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。なお、避難指示が解除された大川原、中屋敷地
区は４月１日から双葉地方広域市町村圏組合による回収を予定
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
問福島地方環境事務所 浜通り南支所（廃棄物担当）
☎ 0240-25-8993
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●人のうごき

こんにちは赤ちゃん

こどもの名
滝本

充希

吉田

珀斗

親の名

淳

・和香子

祐太朗・知

渡部 ゆずき

浩

・幸

美

住

所

大

野

旭

台

恵

舘

志賀

帆華

貴

浩・茉利子

熊

町

橘

琉真

陽

平・莉

八

坂

西村

恵

ご結婚おめでとう

花むこ

住

所

花よめ

住

所

寛彦

江東区

吉田

茉樹

清

水

菅原

卓

いわき市

佐伯 仁奈子

滑

津

大藤

正浩

二本松市

橋本 奈津美

西大和久

おくやみ申し上げます

死亡者名

杉内
小林
松本

年齢

住

94 歳
65 歳
94 歳

チヨ
一行
信子

（2019 年 11 月 30 日現在）
住民基本台帳
人口 10,314 人
世帯数 3,822 世帯
町内居住推計
人口
725 人
（うち帰還者 85 人）

北

南

所
原

向
台

※ 2019 年 11 月

「広報おおくま」お届けします！
別々に避難されているご家族の避難先に広報紙が届いて

いない場合は、お届けすることができますので、送付をご
希望の方は総務課秘書広聴係までご連絡ください。

また、別々に避難されていたご家族が一緒になり、複数

の広報紙が不要になられた方もご連絡ください。
問大熊町役場

秘書広聴係

︱ 編集後記 ︱

月︑ＪＲ常磐

12

あけましておめでとうござ

います︒昨年

線の不通区間で試運転が始ま

りました︒大野駅のホームに

電車が停まっている光景を見

て︑震災前の懐かしい記憶が

広報おおくま 2020.1.1

蘇りました︒今年は︑駅の再

開︑駅周辺の避難指示解除等

が予定され︑町内の状況が大

きく変化していきます︒町の

ことを正確にわかりやすくお

伝えできるよう努めますの

で︑今年も広報おおくまをよ

ろしくお願いします︒︵横山︶
29

総務課

福島県内
福島市
会津若松市
郡山市
いわき市
白河市
須賀川市
喜多方市
●居住の状況
相馬市
（2019 年 12 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
19 桑折町
岩手県
5 国見町
宮城県
199 川俣町
秋田県
17 大玉村
山形県
41 鏡石町
福島県
7,845 天栄村
茨城県
484 下郷町
栃木県
192 檜枝岐村
群馬県
81 只見町
埼玉県
355 南会津町
千葉県
257 北塩原村
東京都
262 西会津町
神奈川県
169 磐梯町
新潟県
173 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
7 三島町
長野県
8 金山町
岐阜県
4 昭和村
静岡県
16 会津美里町
愛知県
6 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
3 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
1 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
26 葛尾村
鹿児島県
1 新地町
沖縄県
8 飯舘村
計
10,314
計

人数
203
670
1,073
4,638
63
98
40
101
31
58
277
5
45
5
2
0
41
11
0
0
0
0
2
1
1
6
9
13
3
0
0
0
0
21
16
18
0
17
1
0
0
0
3
3
0
7
7
64
8
62
30
17
12
129
0
6
2
26
0
7,845

広報おおくま

書庫から一枚

番外編

２０２０年１月１日号

今回は、町民の方から寄せられた貴重な写真をご紹介します。

ご提供いただいたのは、泉順子さん。幼稚園児の頃、大野小の運動会でお母さんと
問大熊町役場

ダンスを踊ったときの写真だそうです。

総務課

秘書広聴係

第５７０号

★撮影年月日
…1959年９月
★撮影場所
…旧大野小（野上）第二校庭
★その他
…町に一つだけの幼稚園・大野
こども聖書学園（通称・大野教
会幼稚園）に通っていた頃に、
大野小の運動会で母と踊ったダ
ンスのひとコマです。この後に
入学した大野小では、飛び石を
渡って教室に行き来した覚えが
あって懐かしいです。この写真
は、亡き父が撮影してくれた、
大切な思い出の一枚です。

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）
23 - 7019
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 - 753 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

-

7095
7138
7791
71 4 9

2 3 - 7 84 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

