
平成24年度の行政区長の委嘱について
現在の行政区長につきましては、平成24年3月31

日をもちまして委嘱期間が終了いたします。

区長は行政区の総会によって選出されますが、現

在のように住民が全国各地に避難している状況では、

総会を開催することが難しい状況にあります。

このようなことから、町といたしましては、現在

の行政区長に引き続き委嘱する考えでおりますので、

町民皆様のご理解をお願いいたします。

なお、総会を開催する行政区もあります。この場

合は、追って区長から通知がありますのでよろしく

お願いします。

【お問い合わせ先】総務課行政係

転居届はお済みですか？
郵便局に転居届を出すことによって、大熊町の住

所宛に送付された郵便物が現在の避難先に転送され

ます。転居届がお済みでない方は、今回広報と一緒

に配布した「転居届」をご利用ください。

また、既に転居届を済ませている方は、転送期間

を確認のうえ、転送期間に空白が生じないように再

度転居届をしてください。

※転送期間は転送用のラベルに記載されております。

【お問い合わせ先】総務課行政係

乳幼児・児童医療費のお知らせ
平成24年3月1日より、医療機関等の窓口負担が免

除にならない方は、一度窓口でお支払いいただき、

以前と同じように乳幼児・児童医療費助成申請書に

「医療機関からの証明」を頂くか「領収書(原本)」

を添付のうえ、保健福祉課福祉係に申請していただ

きますようお願いいたします。なお、双葉郡・いわ

き市・南相馬市・相馬市(歯科・調剤のみ)・相馬郡

(歯科・調剤のみ)においては乳幼児・児童医療費受

給資格証で窓口負担なしで受診等が出来ます。

【お問い合わせ先】保健福祉課福祉係

福島地方法務局郡山支所移転のお知らせ
福島地方法務局郡山支所は、平成24年4月16日(月)

から下記所在地へ移転となりますのでお知らせしま

す。

なお、ご不明な点がありましたら、福島地方法務

局総務課までお問い合わせください。

福島地方法務局郡山支局

郵便番号 963-8539

所 在 福島県郡山市希望ヶ丘31番26号

【お問い合わせ先】

福島地方法務局総務課

電話 024-534-1111

仙台入国管理局郡山出張所移転のお知らせ
仙台入国管理局郡山出張所が、下記のとおり移転

しますのでお知らせします。

◆移転先住所

〒063-8035

福島県郡山市希望ヶ丘31番26号

郡山第2法務総合庁舎1階

◆電話番号 024-962-7221

ファックス 024-962-7229

◆業務開始予定日

平成24年4月16日(月)

◆業務内容

在留資格審査一般、空海港業務

◆窓口受付時間

9時から12時、13時から16時

(土・日曜、休日を除く)

◆最寄りの交通機関

JR郡山駅前バスターミナル8・9・10番から

「希望ヶ丘」方面行きバス乗車(約25分)

「希望ヶ丘入口」停留所からすぐ
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●会議の中で出された委員からのご意見等

健康
・健康管理手帳等による健康管理の実施
・アンケート等による継続的な心のケア
・妊婦を対象とした健康支援
・避難先で健康相談や健康教室を受けられる体制整
備

福祉
・避難先で大熊町と同様な福祉サービスを受けられ
る環境整備

雇用
・低レベル放射線量地域の除染作業による雇用創出
教育
・就学場所までの移動手段の確保(スクールバス)
・県内の進路状況の情報提供
・放射線の正しい知識習得のための教育
生活
・コミュニティー維持のための文化活動の実施
・生活基盤を確立し自活する
風評被害対策
・避難者であることで肩身の狭い思いをしないよう
な支援

・放射能の知識の啓発活動により、正しい知識を全
国の人に理解してもらう

補償
・補償内容、範囲、時期などを明確にすることを政
府や事業者へ強く求めていく

情報
・大熊町の現状や活動を世界に発信する
健康
・大学や病院との連携による医療ネットワークの構

築
・継続的な健康診断の実施
福祉
・子育てサポートシステムの設立
・保育所と児童館の設置
雇用
・ハローワークとの連携
・離職された方の受け皿としての就農支援
教育
・町立幼稚園、小中学校の設置と教育環境の充実
・通学可能範囲内の高校の定員を増員する要望
生活
・世帯構成に応じた住宅の供給
・通院、通学、通勤しやすい場所への住宅建設
・コミュニティー維持のための文化活動の実施
・生活基盤を確立し自活する
・墓地、神社、仏閣の仮場所への設置
産業
・耕作放棄地を利用した農業支援
風評被害対策
・全国的な放射線教育の実施

行政
・大熊町の制度が利用できるよう避難先自治体との

連携
・毎日安否が確認できるシステムの構築
情報
・行政だよりを定期的に送付
健康
・避難先自治体と連携して高齢者世帯の支援
福祉
・老人福祉施設の情報の提供と支援
・避難先自治体と連携しての障がい者支援
・介護バスの運行

第4回、第5回大熊町復興計画検討委員会開催報告

2月21日に第4回目、29日には第5回目となる大熊町復興計画検討委員会を開催しました。第4回では、

第3回目まで検討いただいた「居住地を自ら選択し大熊町に帰れるまで待つ方への支援」、「町が指定し

た区域に居住し帰れるまで待つ方への支援」、「大熊町に戻らない方への支援」についての再度の検討

をしていただきました。

また、第5回では、テーマを「事業者へ対する支援」についての検討と、「今後、国等に求めていく要

望事項」の検討をしていただきました。

会議の中でいただきました委員の方々よりのご意見を参考に、協議・検討を重ね、復興計画を策定し

てまいります。

３つテーマの共通したご意見

「居住地を自ら選択し大熊町に帰れる

まで待つ方への支援」へのご意見

「町が指定した区域に居住し帰れるま

で待つ方への支援」へのご意見

「大熊町に戻らない方への支援」への

ご意見

第４回大熊町復興計画検討委員会協議経過



平成24年度いわき市新卒者就職サポート事業
参加者の募集について

いわき市では、新卒未就職者(一部既卒者含む)を

対象とし、セミナーの受講により就職活動能力の向

上が図れる「学びの場」、希望する職業への早期就

職に導く「支援・相談の場」、市の臨時職員等への

雇用により就職活動が十分に行える「働く場」を一

体的に提供することにより、早期の就職に繋げるこ

とを図る目的した「いわき市新卒者就職サポート事

業」を実施し、次のとおり、参加者を募集します。

◆対象者

(1)いわき市に在住する平成24年3月高校、大学等

の新卒未就職者

(2)いわき市に在住する平成22年3月以降高校、大

学等卒業の未就職者で卒業後3年間で継続して

1年以上同じ事業主に正規雇用されていない方

※(1)(2)とも、市外高校・大学等を卒業し、いわき

市に就職を希望する方も含みます

※過去に実施したいわき市新卒者就職サポート事業

に参加された方は含みません

◆事業内容

(1)就職スキルアップ・セミナー

①就職に関する基礎知識(労働市場の現状、就職

への心構え等)

②適職診断、カウンセリング、自己理解

③就職活動の方法(ハローワークの利用方法、求

人票の見方等)

④コミュニケーションスキル、面接対策、応募書

類作成 等

(2)支援・相談による就職に向けたフォローアップ

○公共職業安定所及びふくしま就職応援センター

による就職相談

○希望職種に応じた求人情報・就職関連情報の提

供

(3)市直接雇用または市委託事業における臨時雇用

(希望者のみ)

○市の各部署や、市委託事業における民間企業に

おいて、臨時的雇用を実施

※応募者全員の雇用を確保するものではありませ

ん

◆実施期間

平成24年4月～平成25年3月

セミナー：平成24年4月～7月の毎週金曜日

(1日3時間 計10回）

臨時雇用：平成24年4月～平成25年3月(1年未満)

※雇用される事業により異なります

◆会場

セミナー：いわき市生涯学習プラザ

いわき市平字一町目1番地(ﾃｨｰﾜﾝﾋﾞﾙ内)

臨時雇用：いわき市役所(本庁舎)および各公共施

設等

◆費用負担 無料

◆定員 １００人

※うち、臨時雇用を希望する方の雇用人数 44人

◆申込方法

電話もしくは、市ＨＰよりダウンロードした申込

書により、次のいわき市商工労政課のＦＡＸか電子

メールにて申込みください。

電 話：0246-22-7478

ＦＡＸ：0246-21-0892

mail：shokorosei@city.iwaki.fukushima.jp

◆その他

事業参加者のセミナー受講は必須となります
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●会議の中で出された委員からのご意見等

商工業者への支援

・設備や機械、資材等の保管場所の提供及び確保

・異業種交流による新事業構想に係る意見交換会の

実施

・異業種への参入がしやすいよう現行規制の緩和

・大型ショッピングモールの建設による商業支援

・町の復旧、復興を町内業者で行えるようにする

・風評被害への対策

・販路の確保と拡大サポート

・厚生年金の事業者負担軽減

・仮設店舗・事務所の無償提供

・二重ローン対策や運転資金の補助制度

農業者への支援

・迅速に放射線検査ができるような体制づくり

・植物工場の誘致

・住民票を移さなくても行政サービスを避難先で受

けられるような特例法の拡大

・各種保険制度の保険料減免措置期間の延長と年金

保険料の免除期間延長

・高校受験の際の学区制の緩和

・学校教育へ放射線に関する正しい知識習得を義務

化する

・生活再建のための金融対策支援(二重ローン対策や

事業再開支援)

・大熊町内の完全なる除染

第５回大熊町復興計画検討委員会協議経過

「事業者への支援」へのご意見 「今後、国等に求めていく要望事項」

へのご意見

い わ き 市
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町民掲示板

茨城県に避難されている皆さまへ
大熊町民によるコミュニティ組織への参加のお願い

広報おおくま3月1日号にてご案内のしました大

熊町民コミュニティを開催します。

当日は、法テラス茨城による弁護士の方々のご

協力で法律相談も実施し、皆さまの不安が少しで

も配色できればと考えますので、多数の参加をお

待ちしています。県外に避難の大熊町民によるコ

ミュニティは、皆さまとの絆はもとより、行政機

関との情報チャンネルとして有効であり各所で立

ち上がっております。

茨城県内にも355名の方々がおられますので、皆

さまの想いを実現させるためにも、同胞の心を一

つに積極的に行動しましょう。

◆日時 3月24日(土) 9:00～17:00

◆場所 社団法人茨城県産業会館

(茨城県水戸市桜川2-2-35)

◆内容 午前中に組織運営、午後に法律相談

【お問い合わせ・連絡先】

野田 朋弘(日立市) 電話 090-8423-5608

Email:tomohiro-n@higashi-t.com

昭和55年4月～昭和56年3月生まれで

平成7年（1995年）に大熊中学校を卒業され

た皆さまへ
厄流し及び同窓会を計画しています。

本来であれば年始に開催する所でありますが、

震災の影響で遅くなり申し訳ありません。

すでに厄流しを終えた方もいるかもしれません

が、同時に同窓会も開催致しますので出来るだけ

出席して頂けると嬉しいです。

◆同窓会

◇日時 平成24年5月4日(金) 13:00～

◇場所 福島県郡山市 ホテルプリシード郡山

(ＪＲ郡山駅より徒歩4分)

◇会費 5,000円

◆厄流し(女性で厄払い希望の方)

◇場所 安積国造神社

(ホテルプリシード郡山より徒歩3分)

◇初穂料 3,000円

※集合場所は、ホテルプリシード郡山に12:00に

お願いします。

※宿泊希望の方は、ホテルプリシード郡山

1泊6,000円になります。

こちらをご覧になられた同級生の皆さん、下記

メールアドレスまでご連絡頂けると助かります。

E-mail:sp4x2tx9@angel.ocn.ne.jp 松永
差し支え無ければ、お名前、連絡先(電話番号、

メールアドレス)避難先住所をお知らせ下さい。同

窓会に参加・不参加に関係なくご連絡をお待ちし

ております。

《平成7年度に大熊中学校を卒業(今年32歳)さ

れたお子さんがいるご家族の方へ》
こちらをご覧になりましたら、この件を息子、

娘さんにお伝えして頂けると幸いです。

このような状況では中々、連絡がとれない状況

でありますので、何卒、ご家族の皆様のお力をお

貸し下さい。

最後になりますが、一応、ハガキを出しますが、

全員には届かないと思われますのでご了承下さい。

ご連絡お待ちしてます。

【幹事代表】 松永 植杉 長谷川


