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プレミアム付き商品券を販売します
問 大熊町役場

産業課

商工係

☎０２４０- ２３- ７０９５

町は、町内での事業再開・帰還促進を図るため、プレミアム付き商品券を販売します。
■販売期間
８月６日（土）～ 12 月 23 日（金）
※８月６日（土）、７日（日）は、町民のみを対象とした先行販売を行います。
■販売対象者（必要書類等）
①令和４年７月１日時点で住民登録がある方（本人確認証。大熊町民であることがわかるもの）
②平成 23 年３月 11 日時点で住民登録があり、転出した方（本人確認証と被災証明書など当時町民で
あったことがわかる書類）
③住民登録はないが、大熊町内に居住している方（本人確認証と公共料金の領収書など町内に居住して
いることがわかる書類）
④大熊町内の事業所に勤務している方（本人確認証と会社が発行した勤務証明書）
■販売日程
対象者

販売日

販売時間

販売場所

①

８月６日（土）～７日（日）

午前９時～午後３時

大熊町役場

①②③④

８月８日（月）以降

午前 10 時～午後２時

大熊町商工会

平日のみ

■販売金額 【15,000 円分の商品券つづり】1 冊 10,000 円
■販売数量 2,000 冊（なくなり次第終了します）
■販売冊数 1 人 6 冊まで
■使用期限

令和５年１月 31 日（火）まで
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多目的ホール

詳しくは、QR コードま
たは広報おおくま８月１
日号に同封するチラシを
ご参照ください。

帰還に向けた行政区別住民説明会・町民座談会
帰還を検討されている方や迷われている方を対象とした「帰還に向けた行政区別住民説明会・町民
座談会」を開催します。
問 大熊町役場 企画調整課 ☎０２４０- ２３- ７５８４（菅原・末永）
■内

容

■対象者
■日

程

説明会：国から帰還・居住に向けた今後の進め方の説明
座談会：行政区ごとのグループに分かれて、帰還・居住の実現に向けた具体的な話し合い
平成 23 年３月 11 日時点で、町内特定復興再生拠点区域外（中間貯蔵施設用地を除く）に
住民票を有し、土地・家屋を所有されていた方と、その同居親族の方
※できるだけ行政区ごとにお集りいただくため、県内会場は２か所での開催となります。
日時

会場

対象行政区

【宮城県仙台市】
7 月 18 日
( 月・祝 )

午後１時 30 分

野 上 １・ ２ 区、 下 野 上 １ 区、

仙台国際センター
（宮城県仙台市青葉区青葉山無番地）
☎ 022-265-2211
【茨城県水戸市】

7 月 23 日
(土)

午後１時 30 分

夫沢２・３区、熊１・２・３区、
町区、熊川区

野 上 １・ ２ 区、 下 野 上 １ 区、

茨城県産業会館
（茨城県水戸市桜川 2 丁目２-35）
☎ 029-227-7121

夫沢２・３区、熊１・２・３区、
町区、熊川区

【東京都千代田区】
7 月 24 日
(日)

フクラシア東京ステーション
午後１時 30 分 （東京都千代田区大手町２丁目 6-1
朝日生命大手町ビル 6 階会議室 D）

野 上 １・ ２ 区、 下 野 上 １ 区、
夫沢２・３区、熊１・２・３区、
町区、熊川区

☎ 050-1861-5433

7 月 30 日
(土)

7 月 31 日
(日)

午前 9 時 30 分

午後１時 30 分

午前 9 時 30 分

午後１時 30 分

野 上 １・ ２ 区、 下 野 上 １ 区、

【いわき市】

夫沢２・３区

グランパルティいわき
（いわき市平谷川瀬 1 丁目 7-1）
☎ 0246-35-2000

熊１・２・３区、町区、熊川
区
野 上 １・ ２ 区、 下 野 上 １ 区、

【郡山市】
南東北総合卸センター協同組合会館
（郡山市喜久田町卸１丁目 1-1）
☎ 024-959-6001

夫沢２・３区
熊１・２・３区、町区、熊川
区

＜注意事項＞
※予約は不要です。直接ご来場ください。

※新型コロナウイルス感染症感染予防のため、緊急事態

※ご来場に係る交通費や駐車場料金の支給はありませ

宣言またはまん延防止等重点措置の対象地域にお住ま

んので、ご了承ください。

いの方および体調不良の方は、参加をご遠慮ください。

※開催日当日に開催地が緊急事態宣言またはまん延防

※新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用、

止等重点措置に該当している場合は、中止します。

手指の消毒、受付での連絡先の記入をお願いします。

2

大熊町第三次復興計画の策定に関する
「まちづくりワークショップ」を開催します！
問 大熊町役場

企画調整課

企画調整係

大熊町第二次復興計画改定版（平成 31 年 3 月）策定以降、町内
では下野上地区や JR 大野駅周辺を含む「特定復興再生拠点区域」
の避難指示の解除（先月 30 日）や大川原地区復興拠点の整備など、
さまざまな環境の変化がありました。これを踏まえ、町は、町のす
べての計画の基本となる「大熊町第三次復興計画」を策定すること

としました。
新たな計画は、町に関わる町民の皆さんと一緒に考え、町の復旧・
復興に向け、
ともに取り組んでいけるものにしたいと考えています。
そこで、町民の皆さんと一緒に「大熊町の将来像」や「まちづく
りアイデア」などを考える『まちづくりワークショップ』を開催し
ます。
詳しくは、今回の広報紙に同封したチラシをご確認ください。

☎０２４０- ２３- ７５８４

■申込期間
7 月 19 日（火）～ 29 日（金）
■申込方法
申込書の提出（役場窓口か
FAX）またはウェブ申込
■条件
３回開催するワークショッ
プにすべて参加できる方
■選出方法
応募多数の場合は、抽選と
なります。

休日にマイナンバーカード受付・交付を行います
マイナンバーカードの申請受け付けとカードの
交付を次のとおり休日に行います。
平日に来庁できない方も、この機会にマイナン
バーカードの申請をお願いします。また、カード
のお受け取りもできます。
月日

場所

■申請に必要なもの
・写真（申請用）
・本人確認書類（※）
・通知カード
・住基カード（お持ちの方）

受付時間

■受け取りに必要なもの
・本人確認書類（※）
・詳しくは申請後にお届けする案内等をご確認
ください。

7 月 24 日（日） いわき出張所
８月７日（日） 中通り連絡事務所
８月 21 日（日） 本庁舎
９月４日（日） 会津若松出張所

午前９時

・お知らせした交付場所以外で受け取りを希望
される場合は、事前にお問い合わせください。

～
午後４時

交付場所の変更には１週間程度かかりますの
で、余裕をもってご連絡をお願いします。

９月 25 日（日） いわき出張所

※運転免許証等の顔写真付きのものは 1 点、

顔写真のないものは 2 点必要です。詳しくは、
お問い合わせください。

＜ご注意ください＞
マイナンバーカードに関する手続きのみ受
け付けます。各種証明書の発行やその他の申

問 大熊町役場

請は受け付けできません。ご了承ください。

住民課

住民係

☎０２４０- ２３- ７１４６
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問 大熊町役場

保健福祉課

保健衛生係

☎０２４０- ２３- ７４１９

大熊町新型コロナワクチン接種コールセンター

☎０１２０- ２０５- ８０８

町内接種（４回目）の予約方法（８月分）
【集団接種】
①コールセンターに電話で予約する

☎０１２０－２０５－８０８
受付時間：午前９時～午後５時 （土日祝日は除く）

もみの木苑

②接種日を決める（定員：予約枠１日あたり約 100 人）
予約枠

追加接種（４回目）実施日

使用ワクチン

１

８月 10 日（水）

ファイザー

２

８月 17 日（水）

モデルナ

３

８月 24 日（水）

ファイザー

住民福祉
センター

常磐道

35

災害公営住宅

大熊町新型コロナワクチン接種コールセンター

診療所

■申込先

大熊町役場

大熊町住民福祉センター（大川原字南平 1920-1）

号線

■接種会場

商業施設

７月 25 日（月）午前９時～

県道

■予約受付開始日

町道東 67 号線

＜住民福祉センター地図＞

※３回目の接種終了後５か月経過した
方が対象になります。ご自身の接種
できる時期をご確認の上、お申し込
みください。
※予約が少ない場合は、午前中のみの
接種時間に変更することがあります。

③接種時間を決める
午前 10 時 30 分～／午前 10 時 45 分～／午前 11 時～／午前 11 時 15 分～／午前 11 時 30 分～
午後１時 30 分～／午後１時 45 分～／午後２時～／午後２時 15 分～／午後２時 30 分～

【１・２回目接種をご希望の方】
■対象者

12 歳以上の未接種者（15 歳以下の方は保護者の同意と同伴が必要です。）
※小児（５～ 11 歳）接種は町内で実施していません。

【３回目接種をご希望の方】
■対象者

12 歳以上で２回目接種を終了してから５か月以上経過した方

※ 1・2・３回目の接種を希望される方は、集団接種と同様にコールセンターにお申し込みください。接種日
等についての詳細は、調整してご連絡します。

町外で接種を受ける方へ
接種予約時期は各自治体によって異なります。接種券が届いてもすぐに予約ができない場合がありますの
で、必ず避難先自治体の広報紙や公式ホームページ、コールセンターで最新の情報を確認してから予約して
ください。
接種券に同封した「住所地外接種届出済証」を持参すれば避難先で接種ができます。ワクチンの供給量は
避難先でも十分に確保されます。感染拡大防止の観点からも、避難先での接種にご協力ください。
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新型コロナワクチン接種について
新型コロナワクチン追加接種（４回目）接種券発行の流れ
■対象確認チャート
スタート

３回目接種を終えていますか

今回の追加（４回目）接種
の対象にはなりません。

いいえ

はい

60 歳以上ですか

18 ～ 59 歳ですか

いいえ

はい

接種の対象です。
手続きは不要です。

いいえ

はい

該当する基礎疾患等
（※）がありますか

３回目接種から５か月
が経過する月の前月を
目安に接種券を送付し
ます。

いいえ

○国からの通知で対象者の
枠が拡大した場合は、広
報紙や町公式サイトで随

時ご案内します。
○「接種券発行申請書」が
届いた方も返送不要です。

はい

接種の対象です。
「接種券発行申請書」を順次送付します。
該当する基礎疾患の項目にチェックをつけてご返送くだ
さい。申請書を確認した後、接種券を送付します。

※「基礎疾患等」とは、以下のいずれかに該当する場合をいいます。
○ 18 歳～ 59 歳で次の基礎疾患があり、通院または入院している。
・慢性の呼吸器の病気
・慢性の心臓病（高血圧を含む。）
・慢性の腎臓病
・慢性の肝臓病（肝硬変等）

・染色体異常
・重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の
知的障害とが重複した状態）
・睡眠時無呼吸症候群

・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病また
は他の病気を併発している糖尿病

・血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケ
アを受けている悪性腫瘍を含む。）
・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる
治療を受けている
・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能
が衰えた状態（呼吸障害等）

・重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院
している、精神障害者保健福祉手帳を所持
している（※）、または自立支援医療（精
神通院医療）で「重度かつ継続」に該当す
る場合）や知的障害（療育手帳を所持して
いる（※）場合）

※精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を
所持している方については、通院または入
院していない場合も、基礎疾患のある方に
該当します。

○ 18 歳～ 59 歳で BMI（※）
が 30 以上である。※ボディ・マス指数。[体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]で算出される値

○ 18 歳～ 59 歳で新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認めら
れた。
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都市計画の変更に向けた住民説明会
問 大熊町役場

復興事業課

復興係

☎０２４０- ２３- ７０６８

町は「下野上地区一団地の復興再生拠点市街地形成施設」「都市計画道路大谷地鈴内線」「都市計画
道路佐山沢鈴内線」の都市計画を変更する予定です。
そこで、都市計画の変更案の内容等を広く皆さまにお知らせし、ご意見を伺うため、住民説明会を
開催します。詳しくは、今月号の広報紙に同封した説明会資料をご確認ください。
時 7 月 23 日（土）午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分

場 大熊町役場本庁舎

大熊インキュベーションセンターが開所します
問 大熊町役場

企画調整課

７月 22 日（金）
、大野小学校が企業支援拠点
「大熊インキュベーションセンター」として生ま
れ変わります。
本センターでは、今後、大熊町から羽ばたいて
いく企業や研究・開発の卵を支援・育成します。
どなたでも自由に利用できる交流スペースを用
意しています。お気軽にお問い合わせ・ご活用く
ださい。

企画調整係

☎０２４０- ２３- ７５８４

インキュベーションとはー
事業の創出や創業を支援するサービスや活動の
ことを「インキュベーション」といいます。英
語では「incubation」と記載され、卵をかえす
ふ

か

「孵 化」という意味です。起業を志望する方や設
立して間もないベンチャー企業の「卵」に対して、
企業の育成を促進する場を提供し、将来的には孵
化し羽ばたかせることを目的としています。

施設機能
交流スペース
入居企業を町民の皆さんが交流したり、

イベントを楽しんだりするスペースができ
ました。
お問い合わせ、見学をお待ちしています。
■営業時間

貸事務所

シェアオフィス
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平日午前９時～午後５時

会議室

今年の総合健診は完全予約制です

町診療所
休診日のお知らせ
■休診日

問 大熊町役場 保健福祉課 保健衛生係 ☎０２４０- ２３- ７４１９
令和４年度の総合健診は、新型コロナウイルス感染症対策として、

７月 28 日（木）木下医師

受付時間ごとの電話とウェブによる予約制で実施します。

８月 23 日（火）山内医師

４月の意向調査で希望された地区（会津・郡山・いわき・大熊）

ごとに予約用の受付電話番号や受付期間などの詳細を個別に通知し

※医師の都合により診療を休診します。

ますので、お待ちください。

問 大熊町役場 保健福祉課 保健衛生係

総合健診受診を希望される方で意向調査票を提出されていない方

は、８月 15 日（月）までにご提出ください。

☎０２４０- ２３- ７４１９

相馬野馬追祭

大川原 で 凱旋行列
問 大熊町役場

教育総務課

社会教育係

☎０２４０- ２３- ７１９４

今年の相馬野馬追祭では、南相馬市雲雀ヶ原祭場地に出陣した大熊町騎馬会の騎馬武者が 12 年ぶりに町内に

凱旋します。大熊町を代表して出陣した騎馬武者たちの勇壮な姿を、ぜひご覧ください。

当日は大熊町役場南側駐車場を観覧者用の臨時駐車場とします。遠方から車で来られる際にご利用ください。

■日時

交通規制にご協力ください

７月 24 日（日）
午後４時

凱旋行列のルートとなる道路は車両通行規制を行いま

騎馬集合・凱旋行列開始

午後４時～４時 20 分
午後４時 20 分

■行列ルート

凱旋行列

す。誘導員の誘導に従って迂回してください。ご迷惑を

凱旋報告

おかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

大熊町役場東側駐車場から町道東 67 号線・
常磐自動車道高架下付近までの間を往復

■交通規制日時
７月 24 日（日）午後３時 45 分～４時 20 分

折り返し地点
大熊食堂

号線

東67

町道

再生賃貸住宅
災害公営住宅

町役場

県道 号線

35

常磐自動車道

駐在所

交流ゾーン

行列ルート
交通規制箇所

発着地点

臨時駐車場

臨時駐車場

※「相馬野馬追」について、
詳しくは相馬野馬追執行委員会公式ホームぺージ（https://soma-nomaoi.jp/）をご覧ください。

観覧エリア

7

仮装しようよ！

なつ祭り
in おおくま 2022

おおくまコミュニティづくり実行委員会は、9 月 3 日に「なつ祭り in おおくま 2022」を開催します。
仮装盆踊りやキッチンカー出店、打ち上げ花火と盛りだくさん。アートイベント「くまフェス」も同
時開催します！大熊町にみんなで集って、ワクワクの楽しい時間を共有しましょう！

場 大熊町役場前広場

内 ステージイベント（くまフェス）
、仮装盆踊り、

費 無料

打ち上げ花火

鳥獣被害対策状況調査

ありますので、ご了承ください。

※ 作業員は「身分証明証」を携帯

※ 防除用施設を巡回後、点検結果

し、「 野 生 動 物 調 査 中 」 の 腕 章

福島県は、令和４年度避難指

を農地に掲示する場合があり

作業員が町内を巡回します

示区域における有害鳥獣生息状

ます。掲示があった際は、ご

衛生センターへの
可燃ごみ持ち込み
南 部 衛 生 セ ン タ ー は、 現 在、

況調査に基づく被害防止対策

■実施期間

確認ください。

業務では、町内での健全な生

☎０２２（３９４）５９８０

ター

問 東北野生動物保護管理セン

７月中旬～

月中旬

務を実施します。

を装備しています。

焼却施設の建て替え工事を行っ

パッケージ実施体制整備支援業

工事期間中の可燃ごみの持ち

ています。
込み先は次のとおりです。ご協
力をお願いします。

された作業員が、有害鳥獣被害

活を支援するため、県から委託

南部衛生センター

と被害対策の確認作業を行いま

○町民の方
（楢葉町上繁岡字山神１６０の２）

す。作業の際、町民の皆さまの

農地や宅地内に立ち入る場合が

☎０２４０（ ）４６０９
○事業者の方

らせします。

北部衛生センター

相双地域事務所

（浪江町室原字於喜津４の１）

日（ 月 ）

自衛官候補生

8

☎０２４０（ ）５４５４

夏の交通事故防止県民
総ぐるみ運動
夏は暑さや行楽等による疲
労、開放感による無謀運転など
が増加し、交通事故が多発する
傾向があります。車の運転には

日（ 土 ） ～

十分気をつけて運転しましょ
う。
■期間
７月

までの 日間
■運動スローガン

「締めました！」 乗る人みん
なの 合言葉
消防交通係

問 大熊町役場 環境対策課
☎０２４０（ ）７８３１

ムページでお知

女子

じて実施

協力本部のホー

年間を通

☎０２４４- ２３- ４７１２

11

自衛隊福島地方

いない者

受付時または、

末日現在、33 歳に達して

男子

のいずれか１日

※ 32 歳の者は採用予定月の

～ 18 日（日）

18 歳以上 33 歳未満の者

（必着）

9 月 15 日（木）

（月）

候補生

【１次試験】

9 月５日

一般曹

・祝）

【空自】18 歳以上 21 歳未満

試験日程
応募資格

9 月 19 日（月

（木）

【海自】18 歳以上 23 歳未満

（必着）

者（見込含）で次の者

航空学生

25

【1 次試験】
高卒者または高専 3 年次修了

9 月８日

問 自衛隊福島地方協力本部

令和４年度
自衛官採用試験

25

35

23

募集締切
募集種目

10 16

※新型コロナ感染防止のため、検温やチェック
シート記載のお願いをする場合があります。
問 おおくまコミュニティづくり実行委員会事務局
☎ 070-5581-5939 ／ 0240-23-7101
（平日午前９時～午後５時）
時 9 月 3 日（土）午後 2 時～（午後 1 時受付開始）

