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陽に映える︑まちの絆
今年の干支・丑にちなみ赤べこ
とおおちゃん小法師のツーショッ
トをお届けします。後ろに見える

特集／新年ごあいさつ

のは、朝日に照らされる大川原復
興拠点。様々な絆が実を結ぶ新し
い町の一日が始まっていきます。

あけましておめでとうございます

大熊町長

淳
吉田

業を推進し︑令和４年春の避難指示解除を

方︑下野上地区では︑復興拠点の一団地事

の皆さまにおかれましては︑穏やかな新年

目指します︒帰還困難区域のうち特定復興

昨年は︑新型コロナウイルス感染症の世

示すよう︑これまで以上に国に強く求めて

避難指示解除に向けた除染計画の時間軸を

生活様式﹂に基づく行動をお願いします︒

方﹂﹁新たに町民となる方﹂に﹁戻ってよかっ

町長に就任時︑﹁戻りたい方﹂﹁戻らない

川原では︑第２期災害公営住宅が入居開始と

野上の一部の立入規制が緩和されました︒大

駅周辺などの避難指示が解除され︑下野上・

野駅の利用が再開されました︒これに伴い︑

は︑ＪＲ常磐線が全線再開し︑９年ぶりに大

を内外に示させていただきました︒町内で

宣言を行い︑これからの町が目指すべき姿

出を実質ゼロにする２０５０ゼロカーボン

昨年︑２０５０年までに二酸化炭素の排

たが︑これから復興を始めるからこそ可能

の復興は﹁周回遅れ﹂を余儀なくされまし

続 き︑﹁ 絆 ﹂ の あ り 方 を 模 索 し ま す︒ 当 町

民のすべてにお届けしました︒今年も引き

町民︑帰還した町民︑新たに移り住んだ町

大熊町の絆を感じてもらおうと︑避難中の

援物資を皆さまに配布しました︒これらは

した︒さらに

を︑また︑夏には会津のお米をお送りしま

型コロナウイルス感染症対策としてマスク

たまちづくりによって︑魅力と活力のある

がまた一歩前進すると期待しています︒こ

で笑顔の多い一年であることを願い︑新年

町民の皆さまにとって︑この一年が健康

古里・大熊町が再生すると確信しています︒

のほか︑幼保小中一貫の教育施設を令和５

のごあいさつとさせていただきます︒
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あけましておめでとうございます︒町民
をお迎えのこととお慶び申し上げます︒

界的な感染拡大により︑これまでの日常生

いきます︒ゼロカーボン推進関連では︑長

再 生 拠 点 区 域 か ら 外 れ た 区 域 に つ い て も︑

活が一変する一年となりました︒未だ終息

い取り組みの骨格となるゼロカーボンビ

感染拡大を防ぐことは︑自分や大切な人の

た﹂﹁つながりを持ち続けてよかった﹂﹁移

ジョンの策定を行います︒

が見通すことのできない状況ですが︑町民
の皆さまには引き続き︑人との距離の確保︑

命を守ることに繋がります︒より一層のご

り住んでよかった﹂と実感していただくた

マスクの着用︑手指の消毒などの﹁新しい

協力をお願いします︒

なったほか︑福祉ゾーンも整備され︑認知症

な腰を据えた取り組みを一つ一つ確実に遂

め努力するとお約束しました︒昨年は︑新

高齢者グループホームの運用が始まるなど︑

行します︒そして︑ゼロカーボンを軸とし

月に毎年行っている生活応

町内に新しい人の流れが生まれました︒
今年も︑２月に町立診療所︑春に商業施

年春に開校すべく準備を進めています︒一

設の開所を予定しており︑町内の生活環境
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特集 新年ごあいさつ

新年ごあいさつ

大熊町議会議長

新年あけましておめでとうございます︒

興再生拠点区域内の下野上清水地区で水稲

産業の復興については︑昨年から特定復

ターと認知症高齢者グループホームが完成

し た︒ 大 川 原 復 興 拠 点 で は 住 民 福 祉 セ ン

少しずつではありますが復興へ向けた歩み

リサイクル施設が竣工︑供用開始するなど

夫沢長者原地区では不燃性産業廃棄物の

います︒

の営農再開を目指した取り組みが行われて

の試験栽培が始まるなど︑避難指示解除後

年頭にあたり議会を代表いたしまして謹
んで新年のごあいさつを申し上げます︒
昨年は町内の一部地域で避難指示が解除

し︑町が定める﹁福祉の里構想﹂の実現に

を進めています︒

され︑帰町が始まってから２年目となりま

向けて大きな一歩を踏み出しました︒また

成する予定であり︑町内における生活環境

利用できる交流施設等の公益施設が順次完

年は生活に必要とされる商業施設や町民が

新たに整備され入居が進んでいるほか︑今

係機関に再三要望しておりますが︑引き続

なっています︒この問題については国や関

かなか進展しないことが町の大きな問題と

示されない区域があること︑廃炉作業がな

一方︑未だ除染や避難指示の解除時期が

帰町者のための災害公営住宅の第２期分が

の向上が期待されています︒

き強く対応を求めてまいります︒また︑全

年という歳月によって皆さま

いたＪＲ常磐線が３月

日に全線開通とな

す︒また東日本大震災以降は不通となって

おける除染作業が引き続き進められていま

は令和４年春の避難指示解除に向け︑国に

が必要とされる支援策等が継続されるよう

じますが︑町民の思いを受け止め︑皆さま

な考えをお持ちの方もいらっしゃるとは存

町や移住の判断︑町との関わり方など様々

を取り巻く状況も大きく変わりました︒帰

町避難から

り︑９年ぶりに大野駅に列車が戻ってきま

精一杯取り組んでまいります︒

帰還困難区域内の︑特定復興再生拠点で

した︒全線開通に先駆け︑３月５日にはＪ

10
解除の目標である令和４年の春に向け︑住

りが可能となりました︒最近では避難指示

はできないものの通行証がなくても立ち入

上地区の一部で立入規制が緩和され︑宿泊

避難指示解除となり︑合わせて下野上・野

さまのご健勝とご多幸を衷心よりご祈念

ますようお願い申し上げます︒結びに︑皆

ますので︑変わらぬご支援︑ご協力を賜り

に向け一丸となって努力を重ねてまいり

した生活を実現すべく︑様々な課題の解決

町議会としては︑今後とも皆さまの安定

Ｒ大野駅周辺と県立大野病院の敷地などが

宅の修繕や再建などの動きも見られ︑今後

申し上げ新年のごあいさつとさせていた

だきます︒

はインフラなど帰還のための環境整備が進
むものと思われます︒
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健太郎
吉岡

まちの話題
冬イチゴのシーズン到来

敢闘賞の喜びと感謝伝える

栽培施設で直売始まる

ふくしま駅伝出場報告会

直売所でイチゴを買い求める町民

大会成績を報告する町チームのメンバー
（中央３人）

町内産冬イチゴが出荷シーズンを迎え、12 月 8 日に

ふくしま駅伝・大熊町チームの出場報告会が 11 月 30

ネクサスファームおおくまの栽培施設で直売が始まりま

日、町役場で行われました。町チームを代表して、渡辺

した。パックや箱詰めのイチゴのほか、直売所限定で加

隆弘監督、柳田学徳主将、町野孝司さんが、吉田淳町長

工用イチゴが販売され、町民らが買い求めていました。

に大会成績と敢闘賞受賞を報告しました。

直売所の営業は、毎週火・木・土曜日の正午から午後

渡辺監督は「若手選手が中心となりチームを牽引して

１時まで。この他、町内のコンビニエンスストアや楢葉

くれた。週１回の合同練習ができたことも好成績につな

町の道の駅ならはで販売されています。

がった」と話し、柳田主将が「応援ありがとうございま

ネクサスファームおおくまの徳田辰吾工場長は「今年
の冬イチゴは出来が良いので、多くの方に味わってほし

した。次の大会は町の部入賞を目指します」
と話しました。
吉田町長は「町民を元気づける力強い走りに感動しま

い」と話しました。

した」と話しました。

ご意見箱をご利用ください

地域の安全を守る活動再開

本庁舎と出張所、連絡事務所に設置

富岡地区防犯指導隊大熊分隊

本庁舎の住民課カウンターに設置したご意見箱

防犯指導隊に委嘱された隊員（中央４人）

町役場本庁舎、いわき出張所、会津若松出張所、中通
り連絡事務所に「ご意見箱」を設置しました。町民の皆
さんから広くご意見、ご要望を伺いますので、ご利用く
ださい。本庁舎のご意見箱は１階の住民課カウンターに
設置しました。町公式サイトのお問い合わせフォームを
通じてお寄せいただくこともできます。

東日本大震災と東京電力福島第一原発事故による全町
避難で活動を休止していた富岡地区防犯指導隊大熊分隊
が昨年 12 月 15 日、約９年９か月ぶりに活動を再開しま
した。委嘱状交付式が町役場で行われ、吉田淳町長が隊
員に委嘱状を手渡しました。今後、隊員は町内の防犯パ
トロールや防犯啓発運動等を行っていきます。
広報おおくま 2021. 1. 1

4

TOWN TOPICS

前町長・渡辺利綱さん旭日小綬章
秋の叙勲、受章を報告

今秋の叙勲で前の町長・渡辺利綱さんが旭日小綬章を
受賞しました。
大熊町出身の渡辺さんは、1991 年から 2007 年 7 月
まで町議会議員として、4 期 15 年 8 か月在職し、2003
年から 2007 年まで議長の要職を務めました。2007 年
に町長選で初当選し、2019 年まで 3 期 12 年を務め、
2011 年の東日本大震災発災時には、全町避難や町役場
機能移転を陣頭指揮しました。2019 年 4 月には中屋敷・
大川原地区の避難指示を解除し、町内に新しく建設した
本庁舎を開庁。８年ぶりに帰町を果たし、町復興に尽力
しました。
伝達式は 11 月 30 日、県庁で行われました。式後、
渡辺さんは町役場を訪れ、吉田淳町長に受章を報告しま
した。
渡辺さんは「町民をはじめ、在職中に協力いただいた
皆様の支えで重責を果たすことができた。魅力ある町に
なっていくのを一町民として見守っていきたい」と話し

受章を報告する渡辺さん（左）

要望活動

吉田淳町長は双葉地方町村
会の一員として 12 月１日に

ました。

学校環境整備の取り組み評価
町立小が学校緑化、校長が学校保健で表彰

上京し、平沢勝栄復興大臣、自民党東日本大震災
復興加速化本部の額賀福志郎本部長に、双葉地方
の復興再生に向けた緊急要望を行いました。14
日には、町役場で立憲民主党東日本大震災復興本
部の玄葉光一郎本部長にも要望を行いました。

＜平沢大臣、額賀本部長への要望＞
①避難地域の復興の実現
②国際教育研究拠点の整備
③改正福島復興再生特措法に基づく復興の加速化
④復興関連税制の創設と延長
⑤福島再生加速化交付金の予算の確保
⑥新型コロナウイルス感染症への対応
＜玄葉本部長への要望＞
①帰還困難区域全域の除染、家屋の解体、避難指示解除に
よる帰還促進
②国際教育研究拠点の整備
③復興・創生期間後の復興財源の確保
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受賞を報告する阿部校長（右）

第 71 回県学校関係緑化コンクールで、大野小が県学
校緑化推進委員会長賞、熊町小が県森林組合連合会長賞
を受賞しました。また、令和 2 年度県学校保健会表彰で、
阿部裕美熊町・大野小学校長が県内で唯一、校長として
学校保健功労者の表彰を受けました。
報告会は町役場会津若松出張所で 11 月 24 日に行われ、
阿部校長が木村政文教育長に受賞を報告しました。阿部
校長は「今後も子どもたちが豊かな環境のもとで成長で
きるよう努めたい」と話しました。

まちの話題
住宅エリアに木が香る憩いの場

拠点内除染の効果見極め

県産材テーブル・ベンチの寄贈受ける

第１回除染検証委員会

目録を吉田町長に手渡す秋元組合長（中央）と望月支店長（左）

除染検証委員会に集まった委員と関係者

双葉地方森林組合、県森林組合連合会、農林中央金庫

令和２年度第１回大熊町除染検証委員会が 11 月 30 日、

福島支店から、県産材を活用した木製テーブル１台とベ

町役場で開かれました。冒頭に委員の委嘱を行い、委員

ンチ 12 台が町に寄贈され、大川原地区の災害公営住宅

長となった福島大共生システム理工学研究科の河津賢澄

地内の東屋などに設置されました。

特任教授に吉田淳町長が委嘱状を手渡しました。

寄贈式は 12 月 3 日、災害公営住宅地内で行われ、秋

今年度は、特定復興再生拠点区域の除染状況を基に被

元公夫組合長と望月大輔支店長が、吉田淳町長に目録を

ばく評価を検証し、立入制限緩和区域の拡大と令和４年

手渡しました。秋元組合長は「新型コロナや原発事故に

春頃の特定復興再生拠点区域の避難指示解除について提

負けず頑張りましょう」
、望月支店長は「住民の憩いの

言を取りまとめる予定です。この日は、現地視察を行い、

場になってほしい」とあいさつし、吉田町長が「住民同

現在の除染とモニタリングの状況を確認し、検証の進め

士が交流するきっかけとなる」と感謝しました。

方などが話し合われました。

除染除去土壌の再生利用学ぶ

企業立地セミナーに参加

町民と高専生が勉強会

浜通り各市町村、東京でＰＲ

除染除去土壌について学ぶ町民と高専生

大熊町の利点をアピールしたブース

町民と福島高専生による除染除去土壌等の再生利用に

町は 11 月 24 日に東京で開かれた「福島イノベーショ

関する勉強会が 12 月 5 日、町役場で開催されました。

ン・コースト企業立地セミナー」に参加し、町内の立地

勉強会では、学生が研究結果の発表や今年度町内で

環境の利点をアピールしました。浜通りの 15 市町村が

行った花畑づくり「花舞台」の報告をした後、町民と学

それぞれブースを設け、当町は計画中の工業団地や各種

生のグループに別れて議論を行い、それぞれ除去土壌の

優遇措置について、法被姿の職員が、訪れた企業担当者

活用に関する理解を深めました。

に説明していました。
広報おおくま 2021. 1. 1
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共助型移動支援サービス「タクまち」実証始まる

２月まで町内無料送迎

町は、循環バス停までの移動が困難な方、バスが運行
していない時間帯に移動を必要とする方に対し、町内に
住む方、働く方が協力しあい、共助・互助の力で交通利
便性を向上させるため、大熊町共助型移動支援サービス
を検討する実証事業「タクまち」を行っています。
共助型移動支援サービスとは、町内で必要な移動がバ
ス・タクシー事業によって提供されない場合、町内居住
者等が自家用車を用いて町民に対し有償（本実証事業は
無償）で運送を支援するサービスです。
実証事業は２月までにあと４日間実施する予定です。

共助型移動支援サービス事業の実証運行が 12 月 11

ぜひ
ご利
用
くだ
さい

■実証日時

１月 29 日（金）、30 日（土）
２月 19 日（金）、20 日（土）

移動支援サービスを利用する町民

日、町内で始まりました。町民から申し込みが入ると、
コールセンターから連絡を受けたドライバーが町民宅へ
向かい、町民を大野駅まで送り届けました。
利用した町民は「循環バス停が遠いため、子供や友人

（いずれも午前９時～午後５時）

に送迎を頼んでいたが、都合がつかないときもあった。

■運行エリア

こういうサービスがあると助かる。
」と話しました。

町内（立入許可が必要な区域は除く）
■利用料金
無料

共助型移動支援サービス実証事業の事前説明会

■対象者
大熊町民、町内居住者（利用には事前登録が必要です）
■利用予約・申し込み先
タクまちコールセンター
☎０５０- ３１８８- ５９２６
※利用日の３日前から予約できます

事業の概要、利用者が受けられるサービス、参
加ドライバーの役割等についてご説明します。
時 １月 22 日（金）午前 10 時～

予約受付
フォーム

町立幼小で恒例のもちつき会

場 住民福祉センター（大川原南平 1920-1）
問 大熊町役場 企画調整課 ゼロカーボン推進係

地元の協力得て今年も開催
毎年恒例となっている町立幼小のもちつき会が 11 月
26 日、会津若松市の町立小体育館で行われ、園児・児
童 14 人が参加しました。開催にあたって岩手県北上市
更木地区、JA 福島さくら様からもち米が贈られ、会津
若松市河東地区の皆さんや保護者・教職員が当日の早朝
からもちつきの準備を行いました。
小学 6 年の児童が「今年も皆さんのおかげでもちつき
ができることを感謝します」とあいさつ。子どもたちは
もちのつき方を教わりながら、かけ声に合わせて杵で力
いっぱいもちをつきました。つき上がったもちは、あん
こもちや汁もち等にして昼食で振る舞われ、子どもたち

交代でもちをつく児童
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は自分でついたもちを美味しそうに頬張っていました。

町からの大切な

町内で診療所が始まります

問 大熊町役場

お知らせ

保健福祉課

保健衛生係

町内で医療を提供するため、２月２日（火）から大熊町診療所を開所します。診療日は、南相馬市立総合病院から

医師の派遣を受け、毎週火曜日の午前中に行います。将来は医療ニーズを見ながら開所日や診療科目の追加などを検
討していきます。

また、薬は院外での処方となりますが、痛み止め等の簡単な薬は診療所で処方することができます。
詳しくは、保健福祉課までお問い合わせください。

■診療日

毎週火曜日

受付時間：午前８時 45 分～ 11 時 30 分

（祝日・年末年始は休診）

■診療科目
内科

■診療所の体制

医師は、南相馬市立総合病院から総合

診療科の先生に来ていただき、看護師と
医療事務職員でスタートします。

コロナ禍のため予約を推奨しています。
なお、定期薬を処方されている方は可

能な限り、かかりつけ医の紹介状をお持
ちください。

予約によりスムーズな受診をご案内できます
＜予約電話番号＞
○大熊町役場

保健福祉課

☎０２４０- ２３- ７４１９

保健衛生係

※受付時間：午前８時 30 分～午後５時 15 分（土日祝日・年末年始は除く）
※診療日当日のご連絡は直接、診療所にお願いします

○大熊町診療所

☎０２４０- ２３- ７１７０
※受付時間：火曜日の午前８時 45 分～ 11 時 30 分（祝日・年末年始は除く）
※２月２日（火）から通話可能です

場 大川原字南平 1920-1（住民福祉センターと同敷地内）

町税・住宅使用料等の口座振替を始めます
震災以降、取り扱いを停止していた町税・住宅使用料等の

口座振替による納付について、2021（令和３）年４月以降

問大熊町役場

種別・税目等

個人町県民税（普通徴収）

送りしますので、種別に応じて右表のお問い合わせ先までご

固定資産税

連絡ください。

※震災以前に口座振替を利用していた方は、改めて金融機関
への登録が必要となりますので、お申し込みください

★口座振替は、町税等をご指定の預貯金口座から自動的に振
り替えて納税・納付する制度です。忙しくてつい納め忘れ
てしまう方や納期ごとに金融機関に出向くのが不便な方、
留守がちな方などには大変便利で安心ですので、この機会
にぜひお申込みください

徴収係

■口座振替できる町税・住宅使用料等

の納期分から取り扱いが可能となります。

口座振替をご希望される方は、町から口座振替依頼書をお

税務課

軽自動車税（種別割）

問い合わせ先

税務課
徴収係

国民健康保険税（普通徴収）
住民課
国保年金係
保健福祉課
介護保険係
生活支援課
住宅支援係

後期高齢者医療保険料（普通徴収）
介護保険料（普通徴収）
町営住宅使用料

■口座振替の取り扱いができる金融機関
（大熊町指定金融機関等）

■手続き方法

・
「大熊町口座振替依頼書」に必要事項を記入し、通帳届出

印を押印のうえ、預貯金口座のある指定金融機関窓口また

・東邦銀行
・福島銀行
・大東銀行

は役場窓口（出張所等含む）へ提出してください

・あぶくま信用金庫

税の共有名義分については、それぞれ別々のお申し込みが

・福島さくら農業協同組合

・同一世帯であっても、納税義務者が別の方の分や固定資産
必要です

・相双五城信用組合

・ゆうちょ銀行（郵便局）

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 問問い合わせ先
☎電話番号（大熊町役場の電話番号は巻末に掲載）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
商業施設が３月完成予定、今春オープン
問大熊町役場

産業建設課

産業係

整備が進む大川原地区の商業施設
現在、大川原地区復興拠点の交流

ゾーンに整備している商業施設は、３

■商業施設配置図

月の完成を目指して工事が行われて
また、周辺では今年の冬のオープ

日用雑貨店

ンを目指し交流施設、宿泊温浴施設
の工事が始まりました。

飲食店

トイレ

商業施設のオープン日、営業店舗

などの詳細は、決まり次第、広報紙
等でお知らせします。

飲食店

■商業施設の内容

・コンビニエンスストア×１
・飲食店×４

・日用雑貨店×１
・電器店×１

・美容室×１

・コインランドリー×１

9
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コンビニエンスストア

います。

フード

飲食店

コート
飲食店

美容室

コインラ
ンドリー

電器店

町からの大切な

お知らせ

大熊町会計年度任用職員登録者を募集します
問 大熊町役場

総務課

行政係

2021（令和３）年度に採用する会計年度任用職員（以下「任用職員」という。）を登録制により募集します。
これは、大熊町役場で任用職員として働くことを希望する方に、あらかじめ希望する職種などの条件を登録し

ていただき、町で任用職員が必要になったときに登録者名簿の中から条件に合う方を選考し、審査後採用するも
のです。なお、登録されても必ずしも採用されるとは限りませんので、ご了承ください。
■登録職種

■登録資格

①一般事務補助

・登録日現在、年齢 18 歳以上で高校卒業程度の学

③小、幼稚園用務員

・自力で通勤ができる方（駐車場の確保は各自対応）

②学校図書館司書

歴を有する方

④幼稚園教諭（要資格）

■登録の有効期間

⑥介護事務（要資格）

■任期・条件

⑤特別支援学級担任補助

４月１日（木）～ 2022（令和４）年３月 31 日（木）

⑦保健衛生業務補助（要資格）

・任期は一会計年度（4 月 1 日～ 3 月 31 日）で、

⑨福祉関係事務（要資格）

・勤務時間は、職種によってパートタイムとフルタ

⑪文化財保護協力員

・その他条件については、条例規則等で定めるとこ

⑬学校講師

■登録方法

⑧診療所看護師（要資格）
⑩公用車運転手

⑫学校支援アドバイザー（要資格）
■勤務地

＜会津若松市＞

①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑫、⑬

＜いわき市＞

採用日から同日の属する会計年度の末日までです
イムがあります
ろによります

・「大熊町会計年度任用職員登録申込書」を大熊町
役場総務課行政係へ提出し、登録してください

（資格免許等が必要な職種は、証明するものの写
しを添付してください）

①、⑥、⑦

・「大熊町会計年度任用職員登録申込書」は、大熊町

①、⑥、⑦

けてあります。郵送で請求する場合は、封筒の表

＜郡山市＞
＜大熊町＞

①、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪

■受付期間

２月 26 日（金）まで（土日祝日を除く）

※期間を過ぎても随時受付します

役場本庁舎、各出張所および連絡事務所に備え付
に「会計年度任用職員登録申込書請求」と朱書き
し、84 円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（長

３封筒）を同封のうえ、大熊町役場総務課行政係
へ請求してください。なお、町ホームページから
もダウンロードできますので、ご利用ください

町給付型奨学生を募集します
町では、2021（令和３）年度大熊町給付型奨学生を募

集します。ご希望の方は教育総務課までご連絡ください。
■給付額

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。
■受付期間

１月４日（月）～ 29 日（金）

■対象者

2021 年度に大学入学予定、大学 在学、大学院 入学予

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

問大熊町役場

会津若松出張所

教育総務課

■資格・基準

・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
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
在学する（していた）校長等に発行してもらう

・選考委員会で面接と小論文試験を受け、成績優秀な者
■選考

選考委員会が、資格・基準の要件をすべて満たす者から

若干名の給付者を決定します。

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 問問い合わせ先
☎電話番号（大熊町役場の電話番号は巻末に掲載）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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中央台霊園をご利用の方へ
霊園の進入路にご注意ください

問大熊町役場

中央台霊園へのルート図

昨年 11 月から環境省で輸送

環境対策課

生活環境係

Ｎ

中央台霊園

車両による土壌の輸送専用ルー

ト中央台線（西 13 号線～農道

立入方法に変更はありません。
109 番ゲートを利用して立ち入り
してください。
輸送車両が走行していますので、
通行には十分ご注意ください。

入江線～県道 252 号線）が運
用されています。

中央台霊園に墓参する際は、

内閣府管理の 109 番ゲートか

輸送専用ゲート
輸送専用ゲート

交通誘導員

№109

ら立ち入りし、町道西 13 号線
と輸送専用ルートの一部を通行
してください。

輸送専用ルートは輸送車両が

多数走行していますので、立ち

至

至

大
熊
Ｉ
Ｃ

国
道
６
号

内閣府管理
内閣府管理

輸送専用ゲート

入る際は、
十分ご注意ください。

No.109ゲート
109
番ゲート
交通誘導員
大野病院

※原則、輸送専用ゲート・輸送
専用ルートは、輸送車両・輸
送関係車両のみ通行できる道

自由通行道路
△ 輸送専用ゲート

至

△ 内閣府管理ゲート

路のため、一般の方は利用で

Ｊ
Ｒ
大
野
駅

墓参立入経路

きません

墓石保管場所を整備します
町内で改葬や墓の建立等を行う際に墓石を一時保管するため、中央

台霊園内に保管場所の整備を進めています。工事場所や期間は次のと
おりです。

運用方法などについては、後日、広報紙等でお知らせします。

■工事場所

中央台霊園駐車場西側

■工事期間

１月 18 日（月）まで

2018 年度分生活サポート補助金、生活再建促進交付金
申請期限は３月まで
2018（平成 30）年度分生活サポート補助金と生活再

建促進交付金の申請期限は、３月 31 日（水）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

場合がありますので、あらかじめご了承ください。

制度内容や申請書の記入方法などご不明な点は、コール

センターや相談窓口をご利用ください。

※コールセンターは３月 31 日をもって終了となります。
ご了承ください

11
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問大熊町役場

生活支援課

生活支援係

＜生活サポート補助金コールセンター＞
■フリーダイヤル：０１２０- ０９０- １０４

■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）

＜相談窓口＞
■開設場所：大熊町役場

生活支援課内

■相談時間：午前８時 30 分～午後５時（土日祝日を除く）
※ご相談の際は、申請書と通帳・印鑑をご持参ください

お知らせ
■所得申告相談会日程表
開催日

※いわき、会津でこれまでと会場が変わります。いわき出張所では開催しませんのでご注意ください
会場

受付行政区

15 日（月）

中屋敷、野上１～２、大野１～２、大川原１～２

16 日（火）

下野上１～３

い
わ
き
18 日（木）
市
17 日（水）

イオンモール
いわき小名浜

受付時間（※）

午前 10 時 15 分～

熊１～３

午後 4 時（土曜の
受付は正午まで）

４階イオンホール 町、熊川、夫沢１～３

午前 10 時開場・受付

野馬形、小入野、大和久

月

20 日（土）

中屋敷、野上１～２、下野上１～３、熊川、野馬形、小入野、大和久

22 日（月）

大熊町

２

19 日（金）

大熊町役場
１階おおくまホール

24 日（水）

大
25 日（木） 熊
町
26 日（金）

熊１～３、町
大熊町役場
１階おおくまホール

い
わ
４日（木）
き
市
５日（金）

いわきニュータウ
ンセンタービル
会議室 A・B

６日（土）

大熊町

15 日（月）

会津若松市

郡
９日（火） 山
市
10 日（水）

12 日（金）

大野１～２、小入野、大和久

午前９時 15 分～午
後３時（土曜の受付

中屋敷、野上１～２、大川原１～２、熊川、夫沢１～３

は正午まで）
午前９時開場

下野上１～３、野馬形
大野１～２、大川原１～２、熊１～３、町、夫沢１～３

８日（月）

11 日（木）

午前８時 30 分開場

熊１～３、町

３日（水）

月

午前９時～午後３時

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

２日（火）

３

午前９時～午後３時
午前８時 30 分開場

下野上１～３、野馬形

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

大川原１～２、熊川、大和久、夫沢１～３
午前９時～午後３時

大野１～２、熊１～３、小入野

午前８時 30 分開場

中屋敷、野上１～２、下野上１～３、町、野馬形

スマートシティ 中屋敷、野上１～２、下野上１～３、熊川、野馬形、小入野、大和久 午前９時～午後３時
AiCT（アイクト）
午前８時 30 分開場
大野１～２、大川原１～２、熊１～３、町、夫沢１～３
交流棟ホール
大熊町役場
１階おおくまホール

午前９時～午後３時
午前８時 30 分開場

全行政区

・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のご来場をお願いします

・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ください（時間まで入れない会場もあります）
・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

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。一般的な譲渡の必要書類は表の
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

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
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

売却時の契約書等
売却した資産を購入した
時の契約書や、領収書等

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。

譲渡費用（仲介手数料や登記費用など）がわかる書類

※受ける特例によっては、表以外の書類が必要な場合が

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

ありますので、あらかじめ税務署等にご確認ください

支払額の内訳がわかる書類

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 問問い合わせ先
☎電話番号（大熊町役場の電話番号は巻末に掲載）FAXファクス メールメールアドレス WEB ウェブサイト

領収書等
収用証明書等一式
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所得申告相談会を開催します
問大熊町役場

＜新型コロナウイルス感染予防について＞

税務課

○電子申告（e-TAX）や申告書の郵送での提出など、

町は 2020（令和２）年度の所得申告相談会を右表のとおり開

会場に足を運ばないやり方での申告もご検討くださ

催します。

い。また、県をまたいでの来場についても状況を判
断してお近くの税務署で申告するなど考慮願います

＜マイナンバーが必要です＞

○会場にお越しになる際には、
ご自身の体調と相談し、
発熱や風邪の症状があるなど、体調がすぐれない場

○確定申告書を提出する際は、その都度個人番号（マイナン

合には来場をお控えください

バー）の確認が必要です。次の書類を忘れずにご持参ください

○混雑を避けるため、できるだけ指定された日の来場

・個人番号カード（マイナンバーカード）

や、来場者が集中する午前の時間を避けるなどして

・
（個人番号カードをお持ちでない場合）番号確認書類と身元確

いただき、マスクの着用や咳エチケット、人との距

認書類各１点

離をあけるなどのご協力をお願いします

※番号確認書類とは、通知カード（氏名、住所などの記載事項に

○会場では、手指の消毒液の設置、検温、待合室で間

変更がないもの）
、住民票の写し（マイナンバー記載のもの）

隔を空けた席での待機、定期的な空気の入れ換えな

などマイナンバーがわかるものです

どの対策を実施します。また、職員がマスク着用、

※身元確認書類とは、運転免許証、保険証、パスポート、身体障害

アクリル板越しで申告内容をお聞きします

者手帳、在留カードなどです

※今後の状況の変化に伴い、今回お知らせした日程が

＜青色申告、相続税・贈与税の申告をされる方へ＞

変更または中止となる場合がございますので町公式

○町の申告会場では手続きができませんので、最寄りの税務署等

ホームページなどにより最新情報をご確認ください

で手続きをしてください

■会場案内

【いわき会場①】イオンモールいわき小名浜

【郡山会場】ビッグパレットふくしま

（いわき市小名浜字辰巳町 79）

号

医療創生大

至四倉
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会津若松市役所

121

スマートシティ
アイクト
会津若松合同庁舎

いわき公園

至南会津

旧若松出張所

北出丸大通り

13

ビッグパレット
ふくしま

至会津若松駅

いわき中央台郵便局

至小名浜

郡山警察署

（会津若松市東栄町 1-77）

国道 号

378

号

【会津若松会場】スマートシティ AiCT（アイクト）

号線

鹿島街道

いわきニュータウン
センタービル

県道

中央台北小

IC

49

17

至いわき

（いわき市中央台飯野 4 丁目 2-4）

あさか
野バイパス

【いわき会場②】いわきニュータウンセンタービル

国道

郡山南

いわき・
ら・ら・ミュウ

東北道

鹿島街道

６

アクアマリン
ふくしま

三崎公園

開成山公園

郡山駅

道

常
磐
バ
イ
パ
ス

イオンモール
いわき小名浜

いわき市役所
小名浜支所

郡山IC

県道 号線

国

いわき東警察署

泉駅

至勿来

至会津若松

（郡山市南 2 丁目 52）

至平

鶴城小

お知らせ
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 2020（ 令 和 ２） 年 12 月 31 日 時 点

■控除額

（障害者控除）所得税 27 万円、住民税 26 万円

（特別障害者控除）所得税 40 万円、住民税 30 万円

（年の途中に死亡した場合はその日）

■申請方法

（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

■認定区分

（特別障害者控除対象）要介護３～５

※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

大熊町役場 保健福祉課 介護保険係で申請できま

は申請書を送付します。郵送の場合は必要事項を記入
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

相馬税務署から
所得税等の確定申告書作成会場について
2020（令和２）年分の所得税（および復興特別

所得税）、消費税（および地方消費税）および贈与
税の確定申告期における申告書作成会場は、次のと
おり開設する予定です。
■開設場所

相馬市振興ビル６階（相馬市中村字塚ノ町 65-16）

■開設期間

２月１日（月）～３月 15 日（月）
（土日祝日を除く）

■開設時間

午前９時～午後４時

※申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場

には「入場整理券」が必要です。
「入場整理券」は、
会場での当日配付とＬＩＮＥによる事前発行があ
ります（配付方法の詳細は、国税庁ホームページ
等でお知らせします）

※「入場整理券」の配付状況に応じて、後日の来場
をお願いする場合があります

問相馬税務署

☎０２４４- ３６- ３１１１

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する方法とＩＤ・パス
ワードを取得して申告する方法があります。

※ＩＤとパスワードの発行を希望される場合は、申告
される本人が顔写真付きの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

確定申告書にはマイナンバーの記載が必要です
税務署に所得税等の確定申告書を提出する都度、マ

イナンバーの記載と本人確認書類（番号と身元の確認
できるもの）の提示または写しを添付する必要があり
ます。

※会場の駐車台数には限りがありますので、電車・

＜本人確認書類の例＞

※税務署内に申告書作成会場を設置していません。

(2) 通知カード（番号確認）＋運転免許証、健康保険

バス等をご利用ください

開設期間中に申告書作成会場にお越しください
国税庁ホームページ

（http://www.nta.go.jp）

(1) マイナンバーカード（番号確認と身元確認）
の被保険者証など（身元確認）

※申告書作成会場に来場する際は、本人確認書類を持
参してください

※確定申告書を郵送する場合は、本人確認書類の写し
を添付してください

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 問問い合わせ先
☎電話番号（大熊町役場の電話番号は巻末に掲載）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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地域の通いの場（サロン）づくりを助成します
問大熊町役場

保健福祉課

介護保険係

☎０２４０- ２３- ７２２６

高齢者を含む「住民主体の通いの場（サロン）
」を開設する団体に活動費を助成します。サロンづくりをお考えの

方はご相談ください。

〇通いの場ってどんなところ？

地域の集会所、公共施設、個人宅、空き家、事業所の空きスペース等で、茶話会、体操、趣味活動等を通じて住民

同士が身近に、気軽に集まれる地域の居場所です。
〇事業の目的は何？

地域の中で、高齢者の居場所を増やし、住民同士が積極的に交流することで、社会的孤立の解消、心身の健康保持

と要介護状態の予防を目指します。

また、高齢者が安心して生活できるよう、住民同士の支え合い体制を推進することも目的としています。

■対象となる団体の要件

・５人以上の団体等で、過半数が大熊町に住所を有する
65 歳以上の高齢者であること

・開催回数は原則として月１回以上とし、定期的に開催
すること

・開催時間は１回あたり１時間 30 分以上とすること
・活動状況の公開や新規会員の受け入れを行うなど、開
けた団体であること

・他の制度による助成、補助等を受けていないこと

※ NPO 法人、社会福祉法人、営利企業は含まない

医療従事者の皆さんは届出を忘れずに！
医師・歯科医師・薬剤師・看護師・歯科衛生士などの皆

■補助金の種類と金額
種類

金額

立上げ準備補助
（事務用品や資料印刷費用等の
開設に必要な費用を補助）

初年度のみ３万円

運営費支援補助
（事務用品や会場使用料等の運
営に必要な費用を補助）

月１万円×運営月数

１回１万円まで
有償講師活用補助
（講師謝礼等の報償費を補助） （年間 12 万円上限）

借金の無料相談会
財務省福島財務事務所は、専門相談員が借金を抱えお悩

さんには、医師法等関係法律により、２年に１度、住所や

みの方から家計や借金の状況等を伺い、アドバイスを行う

2020（令和２）年は届出の年ですので、該当する方は

相談会を開催します。まずは１人で悩まず、お気軽にご相

従事先等を記載した届出票の提出が義務付けられています。
保健所まで届け出てください。
■届出対象者

①日本に居住し、日本の医籍・歯科医籍・薬剤師名簿に登
録されているすべての医師・歯科医師・薬剤師（従事し
ていない方も含みます）

【届出先：住所地または就業地を管轄する保健所】

②県内で就業している保健師・助産師・看護師・准看護師・
歯科衛生士・歯科技工士

【届出先：就業地を管轄する保健所】

ほか、必要に応じて弁護士などの専門家に引き継ぎを行う
談ください。相談は無料で、秘密は厳守します。
■日程

時 １月 19 日（火）
午後１時～４時

場 須賀川市役所

（須賀川市八幡町 135）

期 １月 18 日（月）まで電話で
■申し込み先
財務省

福島財務事務所

理財課

■保健所への提出期限

☎０２４- ５３３- ００６４（多重債務者相談窓口専用）

■問い合わせ先

※予約状況により、当日受付ができる場合があります

１月 15 日（金）まで

・最寄りの保健所

・県保健福祉総務課
・県医療人材対策室
15

☎ 024-521-7217

☎ 024-521-7222
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（平日の午前８時 30 分～午後４時 30 分）

お知らせ
町の文化財、まほろんで展示
問大熊町役場

＜展示される文化財の一例＞

教育総務課

県文化財センター白河館（まほろん）で、コーナー
なりわい

展「双葉・大熊の生業」が開催されます。

町民俗伝承館で展示・収蔵されていた町内の文化財

は、現在、白河市のまほろんに仮保管されています。

砂出遺跡出土縄文土器壺

の遺跡から出土した考古資料や、山・川・海などの自

■アクセスマップ

今回のコーナー展では、大熊町・双葉町内の縄文時代
然の恵みに育まれた近現代の暮らしの道具等を展示し

木挽き鋸

ます。

時 １月 23 日（土）～３月 28 日（日）
午前９時 30 分～午後５時

※休館日は月曜日（2 月 22 日を除く）、国民の祝日の
翌平日（２月 12 日を除く）

場 県文化財センター白河館（まほろん）常設展示室
（白河市白坂一里段 86）

☎０２４８- ２１- ０７００
℻０２４８- ２１- １０７５
費 入館無料

大熊町に転入した皆さんへ
〜移住に伴う移転費用を一部助成します〜

問大熊町役場

生活支援課

住宅支援係

東日本大震災発生後に町へ転入し、町内で１年以上生活されている方に、移転時の費用の一部を助成します。
■助成対象移住先

■対象経費

・新たに町内に建設、購入した住宅

・移転費用
引越し業者に支払った費用、運搬車両の燃料代・

・社員宿舎、寮

リース料、運搬に使う消耗品費

・民間賃貸住宅、再生賃貸住宅

・その他諸費用

■補助金額
移住前住宅の所在地

補助金額

※括弧内は単身世帯

県外

200,000 円（150,000 円）

県内

150,000 円（100,000 円）

■補助対象要件
・移住により町外から大熊町へ住民票の異動を伴い

移動にかかる交通費や燃料代、家財の処分手数料、
電話の移転手続きにかかる費用
■手続きの流れ
①町内への移住が完了してから１年を経過
②自宅等移転完了報告書兼補助金交付申請書の提出
【添付書類】
・住民票謄本

転入し、引き続き大熊町内で１年以上継続して居住

・申請者名義の預金通帳の写し

している方

・町税等の滞納がないことの証明願

※次のいずれかに該当した場合は対象外です
(1) 他の事業で移転費の補助を受けた方

※申請書等の様式は、生活支援課で受け取るか町公
式サイトからダウンロードしてください

(2) 応急仮設住宅等で不適正な入居が認められる方

③補助金の交付決定通知を申請者へ送付

(3) 町税等の滞納がある方

④補助金額の振込

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 問問い合わせ先
☎電話番号（大熊町役場の電話番号は巻末に掲載）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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ご利用ください、梨の実サロン平

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 福島統括窓口

問梨の実サロン平

☎０２４- ５２４- ２１２１

☎０２４６- ３８- ３２３６
いわき市内にある梨の実サロン平は、どなたでもご利用

いただける交流拠点です。お気軽にお立ち寄りください。
■住所

いわき市平字新田前 6-10

■開館時間

平日の午前９時 30 分～午後４時 30 分

サロン主催のイベント
梨の実サロン平は、各種イベントを開催し、町民の皆さ

んの交流をお手伝いしています。参加を希望される方は、
電話またはサロンの職員へ口頭でお申し込みください。
■卓球の日

時 1 月 4 日（月） 午前 10 時～正午
費 無料 定 先着 12 人

■３Ｂ体操（ストレッチ、ローインパクトエクササイズ、
筋肉トレーニング）

時 1 月 8 日（金） 午前 10 時～ 11 時
費 無料 定 先着 11 人
■絵画教室

時 1 月 12 日（火） 午後１時 30 分～３時

費 50 円 定 先着 11 人 期 1 月 5 日（火）まで
■元気ジム（健康体操）

時 1 月 13 日（水） 午前 10 時～ 11 時 30 分

費 無料 定 先着 11 人 期 1 月 6 日（水）まで
■若返りの日（ラジオ体操、ストレッチ、脳トレーニング）
時 1 月 21 日（木） 午前 10 時～ 11 時 30 分

費 無料 定 先着 12 人 期 1 月 14 日（木）まで
■３Ｂ体操（ストレッチ、ローインパクトエクササイズ、
筋肉トレーニング）

時 1 月 29 日（金） 午前 10 時～ 11 時

費 無料 定 先着 11 人 期 1 月 22 日（金）まで
新型コロナウイルス感染拡大防止のための
イベント参加の心得
・体調が悪い場合は参加を見送りましょう
・マスクを着用しましょう
・２ｍの間隔をあけましょう
・検温をしましょう
・手指の消毒をしましょう
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WEB「働きたいネット」で検索
＜共通事項＞

・感染症予防対策を講じて開催します

・ホームページまたは電話によりお申し込みください
■行くしかない !! 合同就職面接会 in いわき（求職者向け）

内 参加企業全 24 社【予約優先制・参加無料・履歴書不要】
実は面接会が就職への近道♪求人票には載っていない魅
力が聞ける！

★応募書類キット、証明写真の無料撮影券プレゼントあり
時１月 21 日（木）

①午前 10 時 30 分～正午
②午後１時 30 分～３時

場 いわき産業創造館

企画展示ホール

（いわき市平字田町 120

定 各回先着 70 人

LATOV ６階）

期１月８日（金）まで
■事前就職相談会（求職者向け）
内 面接会の攻略法を教えます！

・相談員があなたに合った面接会を有効に活用するための
コツをアドバイス！

・出展企業などが掲載された冊子を見ながら、当日のシ
ミュレーションができる！

・個別面談で安心！事前の準備をして面接会に臨みません
か？

時１月 19 日（火）

午前 10 時～午後３時（１人 20 分程度）

場 いわき産業創造館

セミナー室 AB

（いわき市平字田町 120

定 30 人程度（要予約）

LATOV ６階）

期１月 11 日（月）まで
■就職相談（求職者向け）

内 あなたのサポーターがここにいる！就職活動についての
悩みや不安を相談してみませんか？

時２月４日（木）

午後１時～３時（１人 20 分程度）

場 いわき産業創造館

会議室２

（いわき市平字田町 120

定 先着 5 人（要予約）
期２月３日（水）まで

LATOV ６階）

お知らせ
消防署から
問 富岡消防署

予防係

☎０２４０- ２２- ２１１９

感染症対策はできていますか?
毎年秋から冬にかけては、インフルエンザやノロウイルスの流行シーズンです。新型コロナウイルスも含めて、一人

一人が「かからない」
・
「うつさない」対策を実践しましょう。
■「かからない」ためには

■「うつさない」ためには

◎バランスのよい食事、睡眠等で抵抗力をつけましょう

◎体調の変化があれば、医療機関を受診し、十分な休養

◎マスクなど着用し、せきエチケットを実践しましょう

◎手洗いは適切に行いましょう

をとりましょう

◎普段の生活で３密を避けましょう
①手洗い
【感染症予防の基本】
①手洗い

＜手洗い＞
1
1

⓶咳エチケット
⓶咳エチケット
⓶咳エチケット
＜咳エチケット＞

①手洗い

2
2

1

3
3

2

3

何もせずに咳やく

咳やくしゃみを手で

流 水でよく手をぬらした後、 手の甲をのばすようにこすります。
手の甲をのばすようにこすり 指先・爪の間を念入りにこすります。
指先・爪の間を念入りにこす
流水でよく手をぬらした後、石けん
何もせずに咳やく
咳やくしゃみを手で
しゃみをする。
おさえる。
手の甲をのばすようにこすります。
指先・爪の間を念入りにこすります。
流水でよく手をぬらした後、石けん
をつけ、手のひらをよくこすります。
何もせず
咳や 咳やくしゃみを
おさえる。
何もせずに咳やく
咳やくしゃみを手で
石けんをつけ、手のひらをよ
ます
ります 指先・爪の間を念入りにこすります。 しゃみをする。
手の甲をのばすようにこすります。
流水でよく手をぬらした後、石けん
をつけ、手のひらをよくこすります。
しゃみをする。
くしゃみをする

くこすります
をつけ、手のひらをよくこすります。

4
4

5
5

4

指の間を洗います。
指の間を洗います
指の間を洗います。
指の間を洗います。

6
6

5

親指と手のひらをねじり洗いします。
親指と手のひらをねじり洗い
親指と手のひらをねじり洗いします。

します

おさえる。
手でおさえる

6

手首も忘れずに洗います。
手首も忘れずに洗います
手首も忘れずに洗います。

親指と手のひらをねじり洗いします。

町内不動産
登録物件募集中！
公社の不動産利活用事業とは・・・
皆さまから大熊町にある土地や建物の情報を集め、
利活用をお手伝いするとともに、様々なお困りごとや
ご相談にお答えしています。
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。

手首も忘れずに洗います。

ティッシュ･ハ
袖で口･鼻を覆
マスクを着用す
ティッシュ･ハ
袖で口･鼻を覆
マスクを着用す
ンカチで口･鼻
う。
る。（口･鼻を
マスクを着用す
・ 袖で口･鼻を覆
袖で口・鼻を
ンカチで口･鼻 ティッシュ
う。
ティッシュ･ハ
る。（口･鼻を
マスクを着用す
を覆う。
覆う）
を覆う。
ハンカチで口
ンカチで口･鼻
覆う）
う。
る。（口･鼻を
る
（口・鼻を覆う）
覆う
覆う）

を覆う。
・鼻を覆う

町内 の 土地・建物 を

売りたい！
貸したい！

そんなときは公社にご相談ください！

問一般社団法人おおくままちづくり公社

〒 979-1306 大熊町大川原字南平 1717 大熊町役場内
TEL：0240-23-7101 FAX：0240-23-7139
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
受付：平日午前 9 時〜午後５時

メルマガはじめました！
おおくままちづくり公社はあなたと大熊町をつなぐ、「おたより」の配信をスタートしました。
月に一度、旬の情報をメールにてお届けいたします。ぜひご登録ください！

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 問問い合わせ先
☎電話番号（大熊町役場の電話番号は巻末に掲載）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
賠償請求はお済みですか？

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

問東京電力福島原子力補償相談室
☎０１２０- ９２６- ４０４
企画調整課

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。

★これまでに、多くの和解が成立しています
■事例１【農機具について追加賠償された事例】
居住制限区域（浪江町）に居住していた申立人について、

賠償対策係

町は、原子力発電所の事故により被った損害に

ついて、皆さまが円滑に損害賠償請求できるよう

努めてまいります。まだ請求されていない方や、
請求方法がわからないという方はお気軽にお問い
合わせください。

同居していた亡父母と別々に避難したことや自家栽培して
いた米や野菜を原発事故後は購入しなければならなくなっ
たことなどを考慮して 2011 年 3 月から 2013 年 1 月ま

中間貯蔵施設に係る弁護士無料相談会
問 大熊町役場 企画調整課 企画振興係

での日常生活阻害慰謝料（増額分）や生活費増加費用が認
められたほか、直接請求によって賠償を受けていた財物損
害（農機具）について、賠償の対象となる農機具の範囲、
取得価格、取得後原発事故までの経過年数、残価率等を見
直して約 1170 万円が追加賠償された事例。
（2020 年 7 月 13 日成立

公表事例 1698 を参照）

町は、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、弁護士による無料相談会を
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。

■事例２【事業者について追加賠償された事例】
帰還困難区域（浪江町）において仕入販売業を営んでい
た申立人の営業損害（逸失利益）について、東京電力の直
接請求手続では客観的資料に乏しいとして月額 5 万円の

時１月 21 日（木）、２月 25 日（木）
※いずれも午後２時～５時
場 大熊町役場

いわき出張所

定額基準のみ賠償されたが、申立人の提出した手書きの
収支ノートや申立人から聴取した事項を基に算定し直し、
(2020 年 7 月 9 日成立

■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

60 万円が追加賠償された事例。
公表事例 1696 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
※当センターをご利用になる際の資料として、閲覧・検索
しやすい形に整理した「原子力損害賠償事例集（令和２
年５月版）
」もご活用ください（第１部を中心にご活用

（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）
■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
■相談時間

１回につき50分以内（３組までの予約制。先着順）

ください）

■申込方法
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（県会津若松合同庁舎新館２階）

●

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

●

開催日の２週間前まで企画調整課に電話で

いわきセンタービル４階）

中間貯蔵施設見学会
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

★福島事務所と相双支所は月～金曜日に開所
★県北支所は月・水・金曜日に開所

しんちょく

中間貯蔵工事情報センターは、中間貯蔵施設工事の進捗

★会津支所は火・木曜日に開所
★いわき支所は月・火・木・金曜日に開所

◇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

を紹介するバス見学会を月２回実施しています。
内情報センターでの説明、バスからの区域内見学
時１月 15 日（金）、30 日（土）
場中間貯蔵工事情報センター

ADR センターの
ウェブサイト

（大熊町小入野字向畑 256）

和解事例

申中間貯蔵工事情報センター
☎０２４０- ２５- ８３７７

※１月１日（金）～１月５日（火）は休止します
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マイカーでの立ち入り

気象状況により、やむを得ず中止する場合があります

実施日

2021（令和 3）年１月
1

日
曜日
スクリーニング場

①津島活性化センター
②加倉
③長塚越田
④中屋敷
⑤大野
⑥高津戸
⑦毛萱・波倉

※ 20 世帯まで立ち入り可
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

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 日
※ ※ ※

※

※ ※

※ ※ ※
※ ※ ※

※
※

※ ※
※ ※

2021（令和 3）年 2 月
1

日
曜日
スクリーニング場

①津島活性化センター
②加倉
③長塚越田
④中屋敷
⑤大野
⑥高津戸
⑦毛萱・波倉

2

※ 20 世帯まで立ち入り可
3

4

３

立入日１

立入日２

５日（金）

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

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
※

※
※

従来のバス立ち入り
月

休止日

必ず１か月前までに予約してください
上限

申込締切日

６日（土） 各 40 世帯

２月 ４日（木）

駅送迎バスでの立ち入り

予約可

2021（令和 3）年１月

2021（令和 3）年 2 月
日
曜日

加倉
長塚越田
大野
高津戸

駅送迎立ち入りバス乗車地点

双葉駅

（双葉町）

浪江駅

（浪江町）

高速バス
IC出口
４町内に立地する

災害公営住宅

有人管理ゲート

大野駅

（大熊町）

2

5

8

9 10 12 15 16 19 22 26

加倉
長塚越田
大野
高津戸

当日は忘れずに！
当日は下記のものを忘れずに

ス ク リ ーニン グ 場

（富岡町）

駅送迎立ち入りバス

避難先

公共交通機関等

夜ノ森駅

1

月 火 金 月 火 水 金 月 火 金 月 金

帰還困難区域
（立入制限緩和区域を含む）

（１世帯につき１台、
１日最大４世帯）

富岡駅

スクリーニング場

６ ７ ８ 12 15 18 19 20 21 22 25 26 29
水 木 金 火 金 月 火 水 木 金 月 火 金

スクリーニング場

日
曜日

（富岡町）

予約不可

目的地
（富岡町）
目的地
（大熊町）

ご持参ください。
①立入者名簿

②免許証など本人確認ができる
もの（全員分）

目的地
（双葉町）

③世帯主からの委任状（代理人

目的地
（浪江町）

※中継基地で通行証、個人線量

による立ち入りの場合）
計、防護装備

等をお渡しし

ます。お帰りの際に返却し、
スクリーニングを受けてくだ
さい
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★１月・２月の一時立ち入りスケジュール★
【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は、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

※１月１日（金）～３日（日）は受付を休止します
・水、木曜日は立ち入る方の安全確保等の観点から、基地ごとに受付世帯数に上限があります
・資料の送付先を変更する方は、必ずコールセンターにご連絡ください

・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

・立ち入り休止日に命日による墓参等、やむを得ぬ事情があって立ち入りたい方は、10 日〜 2 週間前
までに環境対策課へご相談ください

立ち入り時の注意点
■スクリーニング場の廃止・新設

・廃止：高瀬スクリーニング場（浪江）

ご親戚や引越し業者等、世帯主車両に同行できる車両

大川原スクリーニング場（大熊）

の台数は５台までです（世帯主車両とあわせて 6 台ま

大野スクリーニング場（大熊）

ニング場は 2 台までです。

・新設：長塚越田スクリーニング場（双葉）
■立入規制が緩和された区域への入域

立入規制が緩和された野上・下野上の一部区域は、バ

ス立ち入りの場合を除き、スクリーニング場に立ち寄る
ことなく立ち入ることができます。

で）。ただし、中屋敷スクリーニング場、高津戸スクリー

■駅送迎バスによる立ち入りができます
これまでのバス立ち入りに加え、新たに「駅送迎

■立入回数

バス立ち入り」制度を追加しました。マイカー立ち

目以降を認めることがあります。

常磐線の最寄り駅、高速道路の最寄りインターチェ

上限は年間 30 回です。ただし、事情によって 31 回

■立入時間

入り実施日のうち、お盆・お彼岸期間を除く平日に、
ンジ（ＩＣ）等から小型バス（最大９人まで乗車可）

午前９時〜午後４時の最大 7 時間です。

に１世帯ごとに乗車して立ち入りできます。

原則、水・木曜は休止日ですが、①毛萱・波倉②高津

■申し込み

■休止日

戸③加倉の 3 スクリーニング場でそれぞれ月１回程度、
立ち入りできる日があります（上限世帯数あり）。

利用できるのは１日最大４世帯までです。
希望日の 1 週間前までに申し込んでください。

当日の受け付けはできません。

■当日受付

■立入回数

付けます。当日午前 9 時〜正午にお越しいただき、スタッ

りと併用可（最大で月４回）。

下記の 6 スクリーニング場では当日立ち入りを受け

1 世帯につき、月 2 回まで。従来のバス立ち入

フに当日立ち入りを希望する旨と、問い合わせ番号、世

■実施日

開催日は当日受付できませんので、事前にお申し込みく

■集合場所

帯主の氏名をお伝えください。なお、水・木曜日の限定
ださい。当日受付の方は、事前予約した方に比べ、受付
に時間がかかる可能性があります。
・大野（大熊町）

・津島活性化センター、加倉（浪江町）
・長塚越田（双葉町）

・高津戸、毛萱・波倉（富岡町）
21
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平日のマイカー立ち入り実施日に同じ。

・ＪＲ常磐線の最寄り駅

（大野駅、富岡駅、夜ノ森駅、双葉駅、浪江駅）

・常磐自動車道常磐富岡ＩＣの駐車場

・大熊、富岡、浪江各町の災害公営住宅

教えて
♦♦♦

おおちゃ
ん

ヘルシーライフ

朝食習慣、始めましょう！

♦♦♦

新年を迎え、心機一転、新しい抱負や目標を立てている方も多いと思います。
元気な一日の始まりはまず朝食から。できることから始めてみましょう！

朝食を食べると
こんないいこと

● 胃腸が刺激され、排便の習慣が身につきます
● 午前中の集中力が上がり、勉強や仕事のパフォーマンスが向上します
● 生活リズムが整うことで、よく眠れてすっきりと目覚めることができます

【まずは簡単な食事から】
ステップ１

何か1つでも食べる習慣をつけましょう

朝食を摂る習慣のない方は、まずは野菜ジュースや果物、ヨーグルトなど消化
しやすいものから始めてみましょう。
朝、胃もたれしたり食欲がない場合、午後 9 時以降に食事したり、お酒を飲
み過ぎていたりしないか生活を見直してみましょう。

ステップ２

いくつかの食品を組み合わせてみましょう

おにぎりとみそ汁、トーストと牛乳など、食品を組み合わせることで栄養のバ
ランスがぐっとアップします。
市販のインスタントスープやレトルト食品、コーンフレークなどを利用すると
忙しい朝にも準備しやすくなります。

ステップ３

主食＋主菜＋副菜をそろえてみましょう

主食（パンやご飯）
、主菜（卵や納豆、ウインナーや焼き魚）
、副菜（野菜サラ
ダやおひたし）がそろうように意識してみましょう。
栄養バランスが整い、食事としての満足度もアップします。

管理栄養士のヘルシーレシピ

♦かんたん七草粥
（1人分141kcal たんぱく質2.9g
食物繊維0.9g 食塩1.2g）

脂質0.4ｇ

1年の無病息災を祈って、1月7日に食べる行事食です。春の七草が手に入
らなければ、かぶや大根の葉、三つ葉や春菊などの青菜で代用できます。
【春の七草】せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな（大
根）、すずしろ（かぶ）
■ 材料（２人分）■
■■ つくり方 ■■
春の七草（または三つ 1. 鍋に分量の水を入れ、ご飯を加えて中火にかける。
葉や春菊） 50g
かゆ状になったら弱火にして煮る
ご飯 1 膳分（150g） 2. 七草は塩ゆでし、水気をしぼってこまかくきざ
水 450cc
む。大根やかぶはいちょう切りにしてゆでる
塩 小さじ 1/2
3.（1）を塩で味をととのえ、
（2）の七草を振り入
れてひと煮立ちさせたら火を止めて器に盛る

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 問問い合わせ先
☎電話番号（大熊町役場の電話番号は巻末に掲載）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
問 大熊町役場 保健福祉課 保健衛生係・包括支援係

〜参加時のお願い〜
新型コロナウイルス感染症予防のため、お越しになる際は、ご自宅で体温測定を実施したうえで、マスク着
用、アルコール消毒をお願いします。また、体調不良の方は参加を見合わせてください。

子育てひろば（いわき）

ヘルシーライフ教室 + α

内自由遊び、身長体重測定、食事や育児の個別相談
時１月 12 日（火）
、26 日（火）

くりしませんか？

午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分

場大熊町役場

内 ノルディックウォーキング

いわき出張所

時 １月 15 日（金）、１月 29 日（金）

定母子 5 組（先着）

午後 10 時～ 11 時 30 分

申電話で前日までに （定員になり次第終了）

場 いわき公園

対未就学児と保護者（祖父母も可）

定 先着 20 人

持飲み物、おむつ、バスタオル

〇体重測定希望・おむつ交換の際は、ご自身でバスタオ
ルをお持ちください

問大熊町役場いわき出張所

〇みんなで楽しくノルディックウォーキングをして体力づ

申 電話で前日までに（定員になり次第終了）
問 大熊町役場いわき出張所

健康介護係

健康介護係

母子手帳の交付を受けた
福島県外の妊婦さんへ

町民交流「ふらっとタイム」（いわき）

今後町から送付するものがありますので、
保健福祉課 保健衛生係までご連絡ください。
また、福島県内への里帰り出産をされる方
についてもご連絡ください。

〇お茶を飲んだり、
小物を作ったり、
おしゃべりしたり・・・。
思い思いの時間をお過ごしください

〇ふらっとよって、ほっと一息ついてみませんか？健康、
介護、栄養、子育てなど何でもお気軽にご相談ください

時 １月 27 日（水）午前 10 時～ 12 時
場 大熊町役場
申 不要

いわき出張所

問 大熊町役場いわき出張所

成人の記念に受けよう「健康診断」
〜 20 歳の自分の記録を残そう〜

健康介護係

大熊町では、20 歳から無料で一般健診を
受けることができます。対象者には 4 月に「総
合健診意向調査票」をお届けしますので、必
要事項を記入しご返送ください。

新型コロナウイルス感染症の
感染拡大を予防するために

■受診・相談センター

☎０１２０- ５６７- ７４７（毎日 24 時間受付）
℻ ０２４- ５２１- ７９２６ WEB「福島県

家庭内でも「新しい生活様式」の実践を
家庭内での感染とみられる事例が多くなっています。

新型コロナ相談」で検索

発熱などの心配な症状がでたら
発熱等の症状がある場合、まずは電話で、かかりつけ

家庭内においても、

医や身近な医療機関へご相談ください。

②こまめに手指消毒を行う

に症状が悪化した場合は、
「受診・相談センター」にご

①必要に応じてマスクを着用する
③定期的に室内の換気を行う

など、
「新しい生活様式」
の実践にご協力をお願いします。

23
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どこに相談していいか分からない方や夜間・休日に急

相談ください。

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

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。

私たち長崎大学は、
「放射線と健康」をテーマとした記
事を掲載しています。

もし放射線に関する疑問や質問がありましたら、大熊町
役場を通じて、長崎大学のスタッフに、お気軽にお問い合
わせください。

大熊町に供給される水道水中の放射性セシウム濃度は、
ゲルマニウム半導体検出器で毎日測定されていますが、こ
れまでに基準値を超える放射性セシウムは検出されていま
せん。これは放射性セシウムがろ過されやすい物質である
ことに関係しています。大熊町の上水道は、貯水場にため
た水を様々な方法でろ過し、それを消毒してから水道水と
して利用しています。ダムの底の土に吸着している放射性
セシウムも、このろ過の過程でほとんどが取り除かれてし
まうため、水道水からは検出されないと考えられます。双
葉地方水道企業団によって、大川原地区のご家庭の蛇口か
ら出る水道水中の放射性物質モニタリング測定が実施され
ましたが、水道水中からは放射性セシウムは検出されませ

図 ; 出典 ; 放射線・放射性物質Ｑ＆Ａ（３）; 長崎大学

んでした。

私たちが伺います

身の回りの放射線量が心配…
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…

松永妃都美
（保健師）

折田真紀子
（保健師）

平良文亨

山田裕美子

（薬剤師）

（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の４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を開設しています。
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
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1月
睦月
January

おおくまカレンダー

10

４

■大熊町南平手芸
サロン㉗

11 成人の日

●新春の坂下ダム
ウォーキング㉖★

18

12

木

６

７

■脳若がえる教室㉗

13

14

●元気ジム⑰★

●子育てひろば㉓★

●健診結果説明会★

19

25

■にこにこ
フレッシュ会㉗
■ふるさとおおくま
会㉗★

31

26

●子育てひろば㉓★

♦社会福祉協議会（なごみを参照）
◎その他

１

金

２

元日

８

●３B 体操⑰★

土

９

■おおくま町会津会㉖

●絵画教室⑰★

■大熊町南平手芸
サロン㉗

♥地域包括支援センター

（★マークがついているイベント等は予約が必要です）

●健診結果説明会★

20

21

●若返りの日⑰★

27

28

●ふらっとタイム㉓

15

●ヘルシーライフ
教室＋α㉓★

16

■会津スマイル会㉖

■古滝屋温泉日帰り
お茶会㉗

♦宮沢団地サロン★

24

●梨の実サロン平（お電話ください）

水

５

●卓球の日⑰★

♪町成人式

17

火

♣保健センター

●いわき出張所

●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

♪主なイベント

■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

３

【実施団体】

■脳若がえる教室㉗

22

◎おおくまパーク
ゴルフ協会㉖★

29

●３B 体操⑰★
●ヘルシーライフ
教室＋α㉓★
■会津スマイル会㉖

23

30

■大熊町いわき会
㉗★
■おおくま中通り会
㉖★

イベント参加時のお願い
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お越し
になる際は、ご自宅で体温測定を実施したうえで、
マスク着用、アルコール消毒をお願いします。ま
た、体調不良の方は参加を見合わせてください。

●梨の実サロンの利用について
新型コロナウイルスの感染予防対策で、３密にならないよう一度に利用できる
人数を先着 12 人までとします。また、イベントは事前申込が必要です。なお、
事業自粛が必要となった場合は休館します。ご了承ください。
住所：いわき市平字新田前 6-10
開館時間：平日午前９時 30 分〜午後４時 30 分

25
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☎ 0246-38-3236

♦社会福祉協議会へのお問い合わせは
受付時間：平日午前８時30分〜午後５時15分 ☎ 0240-23-5171
●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）

町民掲示板

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

大熊の魅力再発見！

坂下ダムウォーキングイベント
坂下ダムでは現在、工事を行っており、少し
ずつダム湖の水位が下がっています。坂下ダム

（月・祝）

午前 10 時大熊町役場集合
費 300 円

れない絶景がそこに！

申要
（QR コードからお申し込みください）

て、坂下ダムの歴史に触れてみよう！豚汁の振

問 おおくまコミュニティづくり実行委員会事務局

舞いも行います！

☎０２４０- ２３- ７１０１

おおくま中通り会

内 新年会（日帰り温泉、食事会）

時 １月 30 日（土） 午前 11 時～

ママだってやってみ隊

１月の活動はお休みします。

※午前 10 時 30 分町役場中通り連絡事務所 送迎バス出発

会津スマイル会

費 500 円

活動しています。

場 なりた温泉（郡山市安積町成田字車川原 27）

申 必要

11

時１月 11 日（月・祝）

の桜でもアジサイでも紅葉でもない、今しか見
大熊町役場から坂下ダムまでみんなで歩い

１

対 大熊町民の皆さん

期 １月 15 日（金）まで

☎ 090-8423-6515 FAX024-954-8878（斎藤重征）
☎ 090-3646-3815（半沢佐田幸）

介護予防の教室です。運動、脳活、食生活改善を目的に

時 １月 15 日（金）、29 日（金）

※いずれも午前 10 時～正午
場 県営白虎団地集会所

持 上履き、タオル、飲み物
☎ 090-3646-0163（雪）

おおくまパークゴルフ協会・新春大会
時 １月 22 日（金）※小雨決行

午前９時受付、９時 15 分開会式、９時 30 分競技開始

場 二ツ沼総合公園パークゴルフ場（広野町）
対 大熊町民パークゴルフ愛好者

費 500 円（プレー費）※当日納入願います
期 １月 15 日（金）まで電話で

☎ 090-6228-9776（冨田英市）
おおくま中通り会は、昨年 11 月 19 日に会津五薬師め

ぐりバスツアーを実施しました。

長床のイチョウは見頃を迎えており見ごたえ抜群！石田

明夫先生の素晴らしいガイドで五薬師をたっぷり堪能し、
大満足の一日でした。おおくま中通り会の次回イベントも
お楽しみに！

おおくま町会津会

内 交流会（おおくま・おらほのカルタ）

時 １月８日（金）午前 10 時～

※ 1 月は都合により 1 回のみの開催です
場 県営白虎団地集会所

☎ 090-7078-2327（山本）

☎ 090-2606-7311（秋本勝美）
☎ 080-6048-9938（佐藤秀一）
☎ 090-9034-8135（泉篤）

☎ 090-3598-8700（土屋繁男）

※新型コロナによる感染症予防のため、マスクの準備など
十分注意してご参加ください

コロナウイルス感染

・体調が悪い場合は参加を見送りましょう

拡大防止のための

・マスクを着用しましょう

イベント
参加の心得

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 問問い合わせ先
☎電話番号（大熊町役場の電話番号は巻末に掲載）FAXファクス メールメールアドレス WEB ウェブサイト

・２ｍの間隔をあけましょう
・検温をしましょう
・手指の消毒をしましょう
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町民掲示板
神楽を披露します

内 獅子舞ボランティアチームによる神楽披露
（演舞者：加賀谷環、稲田稔）

ふるさとおおくま会

内「健康づくり講座」で元気な毎日を！
時 １月 25 日（月）午前 10 時～

時１月７日（木） 午前 10 時～ 10 時 30 分

場 いわき市草野公民館

※新型コロナ対策として、マスクの着用をお願いします

費 無料 対 大熊町民の皆さん

※感染状況によっては、中止となることもあります。ご了

☎ 090-2270-8138（石橋英雄）

場 町住民福祉センター

会議室（大川原字南平 1920-1）

※会場での検温、消毒にご協力ください
承ください

大川原南平手芸サロン

町内で顔を見せ合おう！体操・手芸・料理教室・お茶会

等をしています。
内 体操、お茶会

時１月５日（火）
、19 日（火）

※いずれも午前 10 時 30 分～午後３時

場 大川原災害公営住宅 11 号棟（市川宅）

（いわき市平泉崎向原 28）

定 先着 30 人 期 １月 15 日（金）まで
☎ 090-9531-4591（愛場誠）

☎ 090-3531-9776（冨田睦子）
大熊町山田会

内 新年会（食事会）

時２月７日（日） 午前 11 時～受付
場 三香縁

（いわき市山田町下関場 12-3）

費 2,000 円

定 先着 30 人

申 必要（電話で）

☎ 080-6007-6824（市川）

☎ 090-7326-7444（事務局・石田和枝）

古滝屋温泉日帰りお茶会

醍醐の会

場 古滝屋（いわき市常磐湯本町三函 208）

せください。

※無料送迎バス いわき出張所（下好間）～北好間団地復興公営住宅

場大熊町役場

時 １月20 日（水） 午前 10 時～午後３時
費 800円（個人負担） 持 タオル、昼食

（12 号棟前）～いわき駅（旧ミスタードーナツ前）～ NHK バス停前～

はまなす

日本舞踊サークルに参加しませんか？詳細はお問い合わ

時１月（４回実施予定）

いわき出張所

☎ 080-5559-0105（橋本）

第１会議室

プラザ大将軍いわき店前～マルト泉店前～泉本谷団地復興公営住宅
（３号棟前）～マルト湯本店前～古滝屋

☎ 080-6007-6824（市川）

武扇・ひまわり会

日本舞踊サークルに参加しませんか？詳細はお問い合わ

☎ 090-5187-2234（堀本）

せください。

脳若がえる教室

場大熊町役場

楽しく体を動かそう！運動・脳活をしています。

時 １月７日（木）
、21 日（木）

時１月（２回実施予定）

いわき出張所

☎ 090-2270-4504（根本）

※いずれも午前 10 時～正午

武扇・はまなす会

持 上履き、タオル、飲み物

せください。

場 いわきゆったり館 （いわき市常磐湯本町）
☎ 090-7529-6879（神永）
にこにこフレッシュ会

楽しく体を動かそう！

日本舞踊サークルに参加しませんか？詳細はお問い合わ

時１月（２回実施予定）
場大熊町役場

武扇・紅華会

持 上履き、タオル、飲み物

せください。

☎ 080-6007-5796（愛沢）
大熊町いわき会

内 新年会（日帰り温泉＆昼食会）

いわき出張所

☎ 080-6020-5087（南場）

時 １月 25 日（月） 午前 10 時～正午

場 いわきゆったり館（いわき市常磐湯本町）

時１月（２回実施予定）
場大熊町役場

いわき出張所

☎ 090-7522-8738（阿部）
武扇・なかよし会

場勿来温泉

せください。

費 2,000 円

関の湯（いわき市勿来町関田須賀 1-4）
定 先着 40 人

☎ 090-8929-9016（坂本）
☎ 090-5188-8163（宮本）
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第１会議室

日本舞踊サークルに参加しませんか？詳細はお問い合わ

時１月 30 日（土） 午前 10 時～受付、11 時 30 分開始
※バスをご利用の方は午前９時 30 分泉公民館集合

第１会議室

第１会議室

日本舞踊サークルに参加しませんか？詳細はお問い合わ

時１月（２回実施予定）
場大熊町役場

中通り連絡事務所

☎ 090-4631-4601（松本）

新副町長に島和広氏（61）
大熊町副町長に町職員の島和広氏
（61）が就きました。任期は１月１日か
ら４年間です。

島副町長から
このたび副町長を拝命し、

島氏は大熊町出身で双葉高、高千穂商
科大商学部卒。昭和 58 年に町採用とな
り、税務課長、中通り連絡事務所長、出
納室長を歴任しました。

大変身の引き締まる思いで
す。
吉田町長を補佐し、新たな
古里づくりに取り組み、復興

大熊町の副町長職は定数２人で、前副

が着実に前進するよう精一杯

町長の退任に伴い昨年 11 月から１人が

頑張りますので、よろしくお

空席となっており、島氏が就任しました。

願いいたします。

町職員人事異動

※１月１日付。（

）内は旧任

【課長相当職】
・出納室長
・住民課長

工藤誠一（住民課長）

渡辺しのぶ（住民課主幹兼課長補佐兼住民係長）

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）

被災家屋の解体申請受付窓口

環境省は、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。
■窓口
高島テクノロジーセンター（環境省業務受託業者）
☎ 0120-700-908（平日午前８時30分～午後５時15分）
場いわき市好間町上好間山下 6-1
※１月１日（金）～３日（日）は休止します

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

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（ポリタンク、オイル缶等は容器ごと回収）
■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
申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 8 時 30 分～午後４時 30 分）

片付けごみの回収
・ごみステーション回収
帰還困難区域内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
特定復興再生拠点区域内に住居がある方の個別回収申し込み
を受け付けています。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

申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

広報おおくま 2021. 1. 1
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●人のうごき

こんにちは赤ちゃん

こどもの名
大井川
石橋

住

所

架純

祐

也・麻

里

金 谷 平

みのり

英

尚・未

来

新

琉

翔

太・さやの

久 麻 川

樹南

直

樹・麻

西大和久

小 林
蓮沼

花むこ

中井

親の名

ご結婚おめでとう

義人

猪 狩

美

航

住

所
水

下村

晃子

清

水

佐藤

展子

清

花よめ

町

住

死亡者名

年齢

勇光
キミ

いわき市

住

64 歳
89 歳

所

北茨城市

おくやみ申し上げます

兼子
佐藤

（2020 年 11 月 30 日現在）
住民基本台帳
人口 10,273 人
世帯数 3,887 世帯
町内居住推計
人口
862 人
（うち帰還者 134 人）

清
大

所

水
野

※ 2020 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。
問大熊町役場

秘書広聴係

︱ 編集後記 ︱

今月の表紙写真は町役場の

窓辺で撮影しました︒庁舎の

窓から見える大川原の景色

は︑同地区の避難指示が解除

されてから次々に変化してい

ます︒今年も商業施設などの

完成によって︑ここからさら

広報おおくま 2021. 1. 1

に町並みが変わっていく予定

です︒これからも町の出来事

やお知らせなどを皆さまにわ

かりやすくお伝えできるよう

に努めますので︑２０２１年

も広報おおくまをよろしくお

願いします︒︵横山︶
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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
（2020 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
1
伊達市
北海道
36
本宮市
青森県
17
桑折町
岩手県
3
国見町
宮城県
199
川俣町
秋田県
17
大玉村
山形県
40
鏡石町
福島県
7,876
天栄村
茨城県
468
下郷町
栃木県
188
檜枝岐村
群馬県
73
只見町
埼玉県
360
南会津町
千葉県
250
北塩原村
東京都
249
西会津町
神奈川県
159
磐梯町
新潟県
167
猪苗代町
富山県
6
会津坂下町
石川県
11
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
12
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
14
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
0
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
1
楢葉町
福岡県
20
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
6
浪江町
宮崎県
27
葛尾村
鹿児島県
1
新地町
沖縄県
7
飯舘村
計
10,276
計

人数
197
606
1,053
4,608
63
97
43
101
31
56
273
5
45
5
3
0
41
11
0
0
0
0
3
0
1
6
8
13
3
0
0
0
0
21
17
18
0
17
2
0
0
0
3
3
3
7
7
60
8
62
34
18
11
281
0
6
2
24
0
7,876
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書庫から一枚
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２０２１年 月１日号

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。

問大熊町役場

総務課

秘書広聴係

１

編集中

第５８２号

大熊町役場連絡先

★本庁舎

課名
総務課

企画調整課

税務課

住民課
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

保健福祉課

環境対策課

生活支援課
★住所
大熊町役場
いわき出張所

係名

電話番号（0240）

秘書広聴係

23 - 7568

行政係

23 - 7569

財政係

23 - 7582

管財係

23 - 7579

企画振興係

23 - 7586

ゼロカーボン推進係

23 - 7584

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

23 - 7831

放射線対策係

23 - 7823

生活支援係

23 - 7444

住宅支援係

23 - 7456

★撮影年月日
…昭和 50 年代
★撮影場所
…町農村環境改善センター
★その他
…成人式の記念撮影前に撮
られた写真です。夏に開催
していたため、半袖で出席
し て い る 方 が 多 い よ うで
す。何年の成人式でしょう
か。

復興事業課

2 3-7 0 6 8（ 復興）

復興係

2 3- 7 0 9 1（ 建築）

復旧係

23 - 7019

坂下ダム
産業建設課
用地対策室
出納室
議会事務局
教育総務課

教育総務課
※文化財担当は
本庁舎

いわき出張所
中通り連絡事務所

※番号注意

産業係
建設係
用地係
出納係
庶務係

23
23
23
23

-

7137
7138
7791
7149

生涯学習係

23 - 7532

23 - 7840

議事係

★各出張所・連絡事務所
課名
会津若松出張所

3 2 - 23 1 8

係名

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

電話番号
0242 - 23 - 4121

0242 - 23 - 8025

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

会津若松出張所
〒 965-0059 会津若松市インター西 111
〒 979-1306 大熊町大川原字南平 1717
〒 970-1151 いわき市好間町下好間鬼越 18 中通り連絡事務所 〒 963-8035 郡山市希望ケ丘 11-10

