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今年も『ふるさとまつり』を開催します！
原子力災害に伴い、大熊町民は全国各地に避難を強いられ、

将来への不安を持ちながら慣れない地での生活を余儀なくされ

ています。

長年培った町民同士のつながりを維持するために「ふるさと

まつり」を開催し、町民の「絆」を大切に、大熊町の復興につ

なげていきます。

◆開催日時 6月17日(日) 午前10時～午後3時

◆開催場所 会津若松市内

※詳細については、6月1日号でお知らせします。

※秋には「いわき市」での開催を予定しています。

【お問い合わせ先】

大熊町観光協会(大熊町商工会内) 電話 0242-29-5770

お知らせ

第１回復興計画検討委員会が開催されました

今年度最初の大熊町復興計画検討委員会が4月19日、

会津若松出張所で行われ、新しい委員1人を含む19人の

委員が委嘱されました。

会議では、今後実施される町民アンケート調査の内容

や実施時期について検討されました。

町民アンケート調査を実施します
町民アンケート調査の実施にあたっては、「避難区域の見直し」「詳細な除染計画」「中間貯蔵施設」

など、国等による重要事項が明確になった段階で行う予定でした。しかし、できるだけ早く皆さまの意向

を把握し、今後の方向性を見いだしていきたいと考え、皆さまの現段階での意向について調査を実施する

こととしました。

アンケート調査票と併せて「第一次大熊町復興計画(素案)概要版」と現段階で避難区域の見直しなどの

重要事項でお示しできる資料を送付させていただきますので、それらをご参考にアンケート調査にご協力

をお願いいたします。

また、今後も状況の変化に応じ、アンケート調査を実施させていただきながら、皆さまのご意見などを

お聞きしたいと考えております。

１．調査票送付時期 ５月中旬ごろ発送

２．対象者 中学生以上の町民

３．その他 ※アンケート結果については、広報等でお知らせします。

●第一次大熊町復興計画概要版について

今回の町民アンケート調査に同封する復興計画(素案)概要版は、「第一次大熊町復興計画」のたたき台

として取りまとめを行ったものであり、現在考えられる課題に対しての支援策などを検討したもので、目

標的内容となっております。

【お問い合わせ先】企画調整課復興班

昨年11月開催の様子
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行政区長が委嘱されました

大熊町行政区長会が4月20日、会津若松出張所で
行われ、次の方々に委嘱状が交付されました。

区長と連絡を取りたい方は、総務課行政係まで
お問い合わせください。

平成24年度 行政区長名簿

【お問い合わせ先】総務課行政係

行政区 区長名 居住地

中屋敷区 佐藤 順 会津若松市

野上１区 島 晃重 郡山市

野上２区 渡部 幸悦 会津若松市

下野上１区 武内 正則 会津若松市

下野上２区 市川 一 会津若松市

下野上３区 片倉 荘次 会津若松市

大野１区 鈴木 国郎 会津若松市

大野２区 井戸川洋一 会津若松市

大川原１区 宗像 宗之 会津若松市

大川原２区 馬渕 和年 会津若松市

熊１区 仲野 孝男 会津若松市

熊２区 石橋 英雄 いわき市

熊３区 藤田 昭俉 いわき市

町 区 塚本 英一 会津若松市

熊川区 小畑 功 会津若松市

野馬形区 鎌田 清衛 須賀川市

小入野区 根本 充春 会津若松市

大和久区 坂上 信行 会津若松市

夫沢１区 木幡 昭重 会津若松市

夫沢２区 尾内 武 会津若松市

夫沢３区 冨田 英市 会津若松市

町民説明会が開催されます

除染や中間貯蔵施設、区域見直し、賠償等につ

いて、国の関係省庁が説明する「町民説明会」が

開催されます。

今後の大熊町や、町民の皆さんの生活にとって、

大変重要な説明会となりますので、是非ご出席く

ださい。

◆開催日時等

日 時 場 所

5月12日(土)

17:30～20:30

郡山ユラックス熱海

大会議室

郡山市熱海町熱海2丁目148-2

5月13日(日)

10:00～13:00

いわき市文化センター

大ホール

いわき市平字堂根町1-4

5月13日(日)

17:30～20:30

会津若松市文化センター

文化ホール

会津若松市城東町14-52

国・県義援金の第２次追加配分(２回目)の
お知らせ
東日本大震災・原子力災害義援金配分委員会に

おいて、大熊町に対して国・県から配分された義
援金を被災された方々に、次のとおり支給するこ
とに決定し、お振り込みをさせていただいており
ます。

尚、今回の配分につきましては、事務の簡素化、
迅速化を図るため、前回、義援金の振り込みを行っ
た口座に振り込ませていただきます。
◆支給額
一人当たり１３，０００円

◆支給対象者
国・県義援金第２次配分受給者(申請書提出不要)

◆支給時期
４月下旬より順次振込させていただいておりま

す。
【お問い合わせ先】企画調整課 義援金担当

『大熊っ子みんな集まれ』を開催します！

大熊町立小・中学校同級生の再会を目的に、

仮称『大熊っ子みんな集まれ』を開催します。

◆開催予定日：7月28日(土) 日帰り

◆開催場所：いわき市スパリゾートハワイアンズ

◆参加費：入場料・昼食無料

(宿泊希望者は自己負担)

◆対象者：

平成23年4月2日時点(平成23年度)での

小学1～6年生、中学1～3年生、教職員

※震災当時の大熊町町立幼稚園児(年長)・小学生・

中学1～2年生

◆交通手段：各自(自己負担)

◆詳細：対象者へは後日通知します

※現在の予定ですので変更の場合もあります。

【お問い合わせ先】生涯学習課
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原子力損害賠償に係る巡回法律相談のご案内

福島県では、福島県弁護士会と連携し、弁護士

による対面の法律相談を実施し、被害者の皆さま

を支援しています。

相談料は無料ですので、請求手続きにおける不

明な点などお気軽にご相談ください。

◆事前予約受付番号 024-523-1501

(原子力損害の賠償等に関する問い合わせ窓口)

受付時間 午前8時30分から午後8時(平日)

◆相談時間 30分

(午後1時30分から午後3時50分の間に実施)

◆相談料 無料

◆巡回法律相談実施予定

【お問い合わせ先】

福島県生活環境部 原子力賠償支援課

電話 024-521-8045(内線5291)

実施市町村 実施日 実施会場

福島市 5月30日
6月20日 福島県青少年会館

二本松市 5月23日
6月13日

福島県二本松合同
庁舎

伊達市 5月16日
6月6日

福島県伊達合同庁
舎

郡山市 5月9,23,30日
6月6,13,20日

福島県郡山合同庁
舎

白河市 5月10,18,24日
6月7,14,21日 白河商工会議所

会津若松市 5月10,18,29日
6月7,19,28日

福島県会津若松合
同庁舎

南会津町 5月11日 南会津町商工会田
島本所会館

只見町

5月14日 只見町朝日地区セ
ンター

5月28日 只見町明和地区セ
ンター

南相馬市 5月10,17,24,31日
6月7,14日

福島県南相馬市合
同庁舎

いわき市 5月14,22,31日
6月12,19日

福島県いわき合同
庁舎南分庁舎
※5月22日のみ本
庁舎

事業所や工場等を移転された事業主の方へ
原子力発電施設等の所在市町村及び隣接市町村

における企業立地を支援するため，一定期間にわ

たって企業の支払った電気料金等に基づき、給付

金を交付する制度(原子力発電施設等周辺地域企業

立地支援事業(F補助金))があります。

対象地域へ移転等をして、交付条件(新規に３人

以上の雇用等)に該当すると思われ当該制度の申請

を希望する方は、下記の補助金申請窓口までご連

絡ください。

また、対象地域、交付対象者、申請方法など、

制度の詳細についても下記の補助金申請窓口にご

相談ください。

なお、事務所や工場等が立地をしてから一定期

間を経過しますと、申請が出来なくなりますので、

ご注意ください。

◆交付対象者

対象地域で、新設・増設(契約電力の増があるこ

と)をして新規に３人以上の雇用をもたらす企業

であり、地域の産業振興に貢献するなどの条件

を満たし募集期間内に応募した企業

※非製造業も対象になります

◆福島県内の対象地域

田村市、南相馬市、いわき市、広野町、楢葉町、

富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、

葛尾村

※福島県外についても、対象地域はあります。

【補助金申請・お問い合わせ窓口】

一般財団法人 電源地域振興センター

振興業務部 立地審査課

電話 03-6372-7307(直通)

ふくしま就職応援センターからのお知らせ

借り上げ住宅にお住まいの方々向けの就職相談

会を実施します。

◆日時 5月17日(木) 13:30～15:30

◆場所 会津稽古堂 第１研修室

【お問い合わせ先】

ふくしま就職応援センター会津若松窓口

電話 0242-27-8258

【他地域の相談窓口】

白河窓口 0248-27-0041

南相馬窓口 0244-23-1239

いわき窓口 0246-25-7131

郡山窓口 024-925-0811
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ハローワーク会津若松からのお知らせ

◆５月出張相談のお知らせ

○出張相談日程

○相談内容

(1)求人情報提供、職業相談

(2)職業訓練情報提供

(3)心のケア、健康相談

※求人情報については、会津地域、いわき地域の

求人情報を持参します。

※心のケア、健康相談では臨床心理士が対応しま

す。

◆震災特別相談窓口(西分庁舎)のお知らせ

○開所日時：毎週 火・水曜日 13:00～16:00

※5月24日(木)はお休みします。

○場所：西分庁舎(ハローワークの道路向かい)

電話：0242-26-3444

◆「2012就職フェアINあいづ」のお知らせ

○開催日時：5月24日(木) 13:00～16:00

○場所：アピオスペース

(会津若松市インター西90)

○参加企業：約50社

※就職を希望している全ての方を対象とした自由

参加の就職面接会です。

※震災特別相談窓口のコーナーも設置します。

【お問い合わせ先】

厚生労働省福島労働局

ハローワーク会津若松(被災者支援対策窓口)

電話 0242-26-3444(直通)

日 時 場 所

5月9日(水)

9:30～12:00
松長近隣公園仮設住宅第2集会所

5月18日(金)

9:30～12:00
大熊町役場2階会議室

5月30日(水)

9:30～12:00
一箕町長原地区仮設住宅北集会所

障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習
会のお知らせ

皆さんの抱えている原発事故の問題，悩みなど，

具体的事例について弁護士から分かりやすく説明

する学習会です。

◆日時 5月29日(火) 13:30～16:30

◆場所 いわき市生涯学習プラザ大会議室

(いわき市平字一丁目1番地 ティーワンビル内)

◆参加費 無料

※原則事前申込が必要です。

※手話通訳、点訳及び要約筆記をご用意する予定

です。

◆主催 日本障害フォーラム(ＪＤＦ）

日本弁護士連合会

福島県弁護士会

◆プログラム

(1)請求できる損害の考え方

(2)具体的な請求方法

(3)争う場合の解決の仕組み

(4)障がいのある人特有の問題

【お問い合わせ先】

ＪＤＦ被災地障がい者支援センターふくしま内

ＮＰＯ法人あいえるの会

電話 024-925-2428

被災者のための交流スペース「ぶらっと」
震災により被災・避難されたみなさまに利用し

ていただくための交流スペースです。

各市町村・行政からの情報、支援関連の情報な

どを集めた情報コーナーがあるほか、みなさまか

らの様々な質問、相談にスタッフがお答えしてい

ます。

「買い物のついでにひと休み」でも結構です。

日替わりで手芸教室や健康相談なども実施してい

ますので、是非お立ち寄りください。

また、電話での相談も承っております。震災に

関わる困りごと・悩みなどがありましたら気軽に

ご連絡ください。

いわき市平六町目6-2 イトーヨーカドー平店2階

開設時間10:00-19:00 ※水曜日定休

TEL 0246-38-6785 FAX 0246-38-6786

E-mail iwaki@shaplaneer.org

運営：特定非営利活動法人 シャプラニール=市民

による海外協力の会

「ぶらっと通信」無料でお届けします！

交流スペース「ぶらっと」のスタッフ・ボラン

ティアが作る月刊情報紙「ぶらっと通信」を、毎

月無料でお届けしています。ご希望の方は交流ス

ペース「ぶらっと」までお知らせください。お知

り合いにもご紹介いただけましたら幸いです。
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クリーン鶴ヶ城作戦に参加しました
クリーン鶴ヶ城作戦が4月14日早朝、会津若松市の鶴ヶ城を中心

に行われました。

これは会津若松市民憲章推進委員会の主催により、花見シーズン

前に毎年し行われているもので、今年は、会津若松市内に避難して

いる大熊町民も含めた約1200人の参加者が、小雨の降る中、鶴ヶ城

周辺の空き缶などのゴミを拾い集めました。

本丸で行われた終了式では、室井照平会津若松市長に続き、渡辺

利綱町長が感謝の言葉を述べました。

また、この日から15日にかけて、鶴ヶ城さくら祭りが開催され、

きれいになった町並みを、みこしが練り歩きました。

町立小・中学校、幼稚園の入学・入園式が
行われました

大熊中学校入学式、熊町小学校・大野小学校合

同入学式が4月6日、大熊幼稚園入園式が10日に行

われ、中学校44人、小学校29人、幼稚園32人が学

舎の門をくぐりました。

埼玉県に避難されている方へ

輪になろう！ふみ出そう！第５回『ひまわりの会』開催

交流を目的とした５回目のサロン(茶話会)を開きます。参加自由

です。お友達もお誘いください。

◆日 時 5月9日(水) 10:00～15:00

◆場 所 やすらぎ会館（川口市南鳩ヶ谷6-8-16)

◆参加費 200円

◆内 容

午前：おしゃべりサロン(親睦、情報交換等)

午後：フリータイム(6/3かわぐち社協まつりの準備作業をします。

お手伝いをお願いします。)

◆申込み 不要(直接会場にいらしてください)

【お問い合わせ先】

『ひまわり』 電話 080-4405-4931

※第6回『ひまわり』は6月13日(水)予定

町民掲示板お 願 い
広報おおくまは、世帯主だけ

でなく、現在離れて暮らしてい

るご家族にも送付できますので、

企画調整課までご連絡ください。

また、現在町民の皆さんにい

ち早く新しい情報をお届けする

ためにメールマガジン送信や、

電子回覧板の貸し出しを行って

います。また、

詳細な情報は

ブログやホー

ムページで掲

載しています

ので、ぜひご

利用ください。


