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秘書広聴係

中通り連絡事務所
郡山市希望ケ丘 11-10
☎０２４- ９８３- ０６８６

認定こども園・義務教育学校に通う子どもを募集します
認定こども園 学び舎 ゆめの森

令和 5 年４月に町内で開園する認定こども園は、コロナ

■応募先

通園・通学予定者連絡フォーム

禍による建築鋼材不足の影響で、施設の完成が 3 か月ほど

遅れることになりました。そこで、施設完成までの期間は、
認可基準を満たす町内既存施設（交流施設 linkる大熊内）に、
安心してお子さまを預けていただける環境を整備します。ま

た、十分な安全対策と魅力ある教育内容の実践をとおして、
子どもたちにとってよりよい学びの場としていきます。

施設の完成後、十分に環境を整えた上で、2 学期から施設

へ移行する見通しです。

お子さまの認定こども園への入園を希望される方は、募集

期間内に「通園・通学予定者連絡フォーム」にアクセスして
必要事項をご入力ください。

（https://www.town.okuma.fukushima.jp/
ques/questionnaire.php?openid=11）

■募集期間

9 月 15 日（木）～ 10 月 31 日（月）

■対象者

大熊町に住民登録がある平成 20 年４月

２日～令和４年 10 月１日生まれの子ども

※ご入力いただいた情報を基に、関係書類

義務教育学校 学び舎 ゆめの森

大熊町立義務教育学校 学び舎 ゆめの森は、令和 5 年 4 月

に会津若松市から町内に移転します。１学期は町内既存施設

（町住民福祉センターや町役場内等）を活用し、２学期から
施設に移行します。

お子さまの入学・転学を希望される方は、
「通園・通学予

定者連絡フォーム」へ必要事項をご入力ください。
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等をお送りします。詳細やご不明な点は、
担当係まで直接お問い合わせください。

問 大熊町教育委員会
＜認定こども園＞

教育総務課

幼児教育係

☎０２４０- ２３- ７１９７

学校教育係

☎０２４０- ２３- ７１９３

＜義務教育学校＞

帰還意向調査の回答はお済みですか？
国と町は、帰還困難区域のうち特定復興再生拠点区域外に住んでいた方を対象とした帰還意向調査を行って

います。回答期限は９月 15 日ですが、ご回答がお済みでない方はお早めに調査票をご返送ください。
＜お問い合わせ先＞「帰還意向調査」問い合わせセンター

☎０１２０- ７００- ９５６

令和４年度狂犬病予防集合注射を行います
新型コロナウイルス拡大防止に伴い延期していた狂犬病予防集合注射を実施します。なお、今後の
状況によっては延期または中止する場合もありますので、あらかじめご了承ください。
問 大熊町役場

環境対策課

生活環境係

☎０２４０- ２３- ７８２９

時 ９月 29 日（木） 午後２時～３時

■注意事項等

場 大熊町役場

・飼い犬によるトラブルを防ぐため、注射を受ける

■当日必要なもの

際は首輪をしっかりとかけて、ひも等は短くし、

・接種料：１頭 2,700 円

犬を押さえて注射を受けてください。

・注射済票交付手数料：550 円

・フン等はお持ち帰りください。

※おつりのないようにしてください。

・飼い犬が病気や妊娠中の場合、注射ができないこと

・狂犬病予防集合注射実施通知兼登録

もあります。事前に獣医師に相談してください。

証明書（はがき）

・犬の死亡、失踪・飼い主情報の変更は、その都度、

※はがきは町に登録をしている飼い主
へ事前に送付します。

届出が義務となっていますので、環境対策課までご
連絡ください。

大熊町文化展 作品大募集！
今年 11 月に開催する町文化展で展示する作品を募集します。詳細は、今回の広報紙に同封した
チラシをご確認ください。
■募集作品

問 大熊町役場 教育総務課

社会教育係 ☎０２４０- ２３- ７１９４

工芸品（手芸・陶芸等）、絵画、書道、文芸、写真など（種類は問いません）
※高価で盗難や破損のおそれがあるものについては出展をお控えください。

■受付期間

10 月３日（月）～ 25 日（火）（土日祝日除く）

■受付場所

大熊町役場 教育総務課、各出張所、連絡事務所の窓口

＜町文化展の日程＞
時 11 月４日（金）～ 10 日（木） ※６日は休止
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場 大熊町役場

多目的ホール

投票立会人を募集します
町選挙管理委員会は、選挙の際の投票立会人を募集します。
■応募資格

■報酬（源泉徴収あり）

■職務内容

日額 10,700 円

大熊町の選挙人名簿に登録され、選挙権を有すること。
町の投票所で、
投票が公正に行われるよう立ち会います。

■従事日時・場所と募集人員

・期日前投票立会人
日額

9,500 円

■応募方法

◎投票立会人（投票日当日）

◆立会日：10 月 30 日（日）

福島県知事・福島県議会議員補欠選挙当日

◆時間：

・投票立会人（投票日当日）

住所・氏名・生年月日・電話番号・希望
投票所を電話かＦＡＸ、またはメールで
ご連絡ください。

大熊町役場

午前６時 30 分から午後７時まで

■募集期間（期間後も随時受け付けます）

いわき出張所

午前６時 30 分から午後５時まで

■その他

会津若松出張所

午前６時 30 分から午後５時まで

中通り連絡事務所

午前６時 30 分から午後５時まで

◆募集人員：各投票所３人

◆立会日：10 月 14 日（金）～ 29 日（土）

福島県知事・福島県議会議員補欠選挙期日
前投票日

大熊町役場

いわき出張所

・応募状況等により、ご希望に添えない

場合もありますので、ご了承ください。

・ご質問等があれば、町選挙管理委員会ま

◎期日前投票立会人

◆時間：

９月 15 日（木）～ 30 日（金）

午前８時 15 分から午後７時まで
午前８時 15 分から午後８時まで

◆募集人員：投票期間中１日につき各投票所２人

でお問い合わせください。

■申し込み・問い合わせ先

大熊町選挙管理委員会（総務課内）
☎０２４０- ２３- ７５６９

FAX ０２４０- ２３- ７８４５

Ｅメール：

somu@town.okuma.fukushima.jp

社会教育複合施設のアンケートにご協力ください
町は現在、図書館や公民館、博物館などの機能を併せ持つ社会教育複合施設の整備を計画しています。
より良い計画とするため、意識調査へのご協力をお願いします。詳細は、今回の広報紙に同封したチラ
シをご確認ください。

問 大熊町役場

教育総務課

アンケートの設問は 15 問。
QR コードから回答フォームに
アクセスしてご回答ください。
（https://www.town.okuma.fukushima.jp/ques/
questionnaire.php?openid=10）
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社会教育係 ☎０２４０- ２３- ７１９４
施設については町公式サイトで
経過を公開しています。ワーク
ショップも開催予定です。興味の
ある方はぜひご参加ください。
町公式サイトで「大熊町社会教
育複合施設」と検索

新型コロナワクチン接種について
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

10 月の町内接種予定
新型コロナワクチンの接種券は、対象となる方へ順次発送しています。
接種券が届きましたら内容を確認し、接種を計画しましょう。
今後、オミクロン株対応ワクチン等の新たなワクチンに関する情報は、随時広報紙・公式サイトで
お知らせします。
町内の新型コロナワクチン予防接種について、10 月は診療所での個別接種で調整します。町内で
の接種をご希望の方は、コールセンターにお申し込みください。
■申込先

大熊町新型コロナワクチン接種コールセンター
☎０１２０－２０５－８０８
受付時間：午前９時～午後５時 （土日祝日は除く）

■取り扱うワクチン
ファイザー（従来のワクチン）

もみの木苑

■接種人数・日程
１日６人程度

常磐道

午前９時～ 11 時 30 分

住民福祉
センター

号線

35

診療所

大熊町診療所（大川原字南平 1920-1）
■接種時間

大熊町役場

県道

■接種会場

災害公営住宅

交流ゾーン

町道東 67 号線

診療日の木曜日

＜診療所地図＞

＊接種日等を調整して詳細をご連絡します。
■対象者
【１・２回目接種を希望の方】

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歳～ 11 歳）接種は町内では実施していません。
【３回目接種を希望の方】
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
【４回目接種を希望の方】
３回目接種を終了してから５か月以上経過した次の方
・60 歳以上の方
・18 ～ 59 歳で基礎疾患のある方やその他重症化リスクが高いと医師が認めた方
・医療従事者・介護施設従事者等の方

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。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。
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プレミアム付き商品券を販売中です
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ています。
■販売期間

８月６日（土）～ 12 月 23 日（金）

■対象店舗

町内で営業している店舗・事業者

【交流ゾーン内】
・ほっと大熊

・魚定食おしだ

■販売対象者（必要書類等）

・和食さかい

①令和４年７月１日時点で住民登録がある方

・レインボー

（本人確認証。町民であることがわかる書類）

・はるカフェ

②平成 23 年３月 11 日時点で住民登録があり、転出した方

・鈴木商店

（本人確認証と当時町民であったことがわかる書類）

・さつき美容室

③住民登録はないが、大熊町内に居住している方

・たきもとでんき

（本人確認証と町内での居住がわかる書類）

・ニューヤマザキデイリーストア

④大熊町内の事業所に勤務している方

大熊大川原店

（本人確認証と会社が発行した勤務証明書）

■販売会場
■販売時間

【交流ゾーン以外】

大熊町商工会（大熊町大川原字南平 1221）
午前 10 時～午後２時

・ニューヤマザキデイリーストア
大熊食堂内店

■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）

■使用期限

令和５年１月 31 日（火）まで

■販売冊数

町公式サイト

・ネクサスファームおおくま

・住宅の改修や庭木の剪定等対応

1 人 6 冊まで

事業者（詳細は町公式サイトで）

休日にマイナンバーカード受付・交付を行います
問 大熊町役場

マイナンバーカードの申請受け付けとカードの

住民課

住民係

☎０２４０- ２３- ７１４６

■申請に必要なもの

交付を次のとおり休日に行います。

・写真（申請書用。縦 45mm、横 35mm）

平日に来庁できない方も、この機会にマイナン

・本人確認書類（※）

バーカードの申請をお願いします。また、カード

・通知カード（お持ちの方）

のお受け取りもできます。

・住基カード（お持ちの方）
■受け取りに必要なもの

時 ９月 25 日（日）午前９時～午後４時

・本人確認書類（※）

場 大熊町役場

・詳しくは申請後にお届けする案内等をご確認

いわき出張所

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請は
受け付けできません。ご了承ください。

※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。
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ふるさとまつり

時 11 月５日（土）午前 10 時～午後３時 30 分

問 おおくままちづくり公社
☎ 0240-23-7101（ 午 前 ９ 時
～午後５時 45 分／日・祝休）
問 大熊町観光協会（おおくままちづくり公社内）

☎０２４０- ２３- ７１０１（平日午前９時～午後５時）

おおがわら会

ゴルフ大会を開催します。多

今年度も熊地区絆パーク

ルール・マナーの実践に、自

一人が交通安全を考え、交通

全運動が実施されます。一人

２０２２年秋の全国交通安

２０２２年秋の全国交
通安全運動

である新妻茂さんの野菜を使

数のご参加をお待ちしていま

熊地区パークゴルフ絆
交流会

用した芋煮会と大熊音楽連盟

す。

おおがわら会は、同会役員

有志によるレインボー音楽会

動車・バイクに加入が義務づ

■期間

９月

までの

日間

日（金）

日は「交通事故死ゼロを

ありがとう

わたります 止まるやさしさ

■年間スローガン

救える命

ヘルメット かぶるだけでも

■運動スローガン

目指す日」

※

日（水）～

主的に取り組みましょう。

を同時開催します。生演奏を

分～受付

日（土）まで

費 ５００円（弁当付き）

パークゴルフ場

場 広野町二ツ沼総合公園

午前８時

日（土）
時

月

聴きながら、新妻さんが大川
原の地で愛情を込めて育てた
野菜を使った芋煮を味わおう
という、ワクワクの企画です。
会員ばかりでなく、大川原に

月

自賠責、お忘れなく！

（熊３区長・小島健司）

☎ ０９０（４６３６）９３２７

（熊２区長・池田義明）

☎ ０９０（３６４３）２９６７

（熊１区長・佐久間住夫）

☎ ０９０（７９３４）００４７

さい

申 各区長に電話でご連絡くだ

集 え る 方 な ら 参 加 で き ま す。 期
さぁ、おいしい秋を大川原で
体験しませんか！

分受付開始）

時～午後１時

月９日（日）

会＆レインボー音楽会

内 大川原の野菜を使った芋煮
時

午前

時

人

自賠責保険・共済は、原動
期 ９月

けられています。未加入での

機付自転車を含むすべての自
※コロナ感染防止のため検温

運行は法令違反ですので、ご

☎０２４（５４６）０３４５

輸送・監査部門

問 東北運輸局福島運輸支局

やチェックシート記載のお

日（金）まで

30

注意ください。
）７１０１

☎ ０７０（５５８１）５９３９
☎０２４０（

（大熊町復興支援員）
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30

開催については、事前に各イベントの
主催者にお問い合わせください。

います♪

場 大熊町役場前広場、町交流ゾーン、町住民福祉センター

５

15

10 21

新型コロナウイルス感染拡大の影響
で、各種イベントが中止となる場合があ
ります。ご了承ください。

＜セミナー内容募集中＞
第２回不動産セミナーの開催
を検討しています。
こんな話しが聞いてみたい！
など、皆さまのご意見をお聞か
せください。お電話お待ちして

令和４年度ふるさとまつりを 11 月５日、町内で開催します。
詳しい内容は、決まり次第お知らせします。お楽しみに！
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10
願いをする場合があります。

申 必要

持 レジャーシート

定 先着

費 ３００円

場 ｌｉｎｋる大熊前広場

30

23

30

イベントの中止・延期にご注意ください

（午前

10 11

60

30

おおくままちづくり公社は、
大熊町から委託を受けて町内の
不動産利活用支援事業を実施し
ています。

４年ぶりの開催！
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不動産登録募集中

