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大熊町役場いわき連絡事務所設置のお知らせ
大熊町では、町民約1,600人が避難しているいわ
き市に「大熊町役場いわき連絡事務所」を10月上旬
に開所する予定です。
連絡事務所の設置場所は、いわき市好間工業団地
第一応急仮設住宅内で、次の業務を行います。

選挙のお知らせ
大熊町では、福島県議会議員一般選挙・大熊町長
選挙・大熊町議会議員一般選挙を、11月10日告示、
11月20日投票の日程で行うこととなりました。大熊
町から避難されている方は、次の方法により不在者
投票を行うことができます。
また、大熊町から他市町村に転出(住民票の異動)
された方は投票できない場合があります。
なお、選挙のお知らせは、大熊町で管理していま
す「安否情報システム」の情報をもとに通知します
が、避難先を移動している方は、大熊町安否確認担
当(0242-26-3844(代表))までご連絡ください。

◆取扱業務
・緊急性を要する業務
・住民票、印鑑証明の発行
・税務各種証明書の発行
・仮設住宅の管理
・各種相談業務
・スクールバス運行管理

◎現在お住まい(避難先)の市町村で不在者投票がで
きます
手順１：後日送付する「宣誓書(請求書)」に記載例
を参考にご記入のうえ、返信用の封筒によ
りご返送ください。
手順２：「宣誓書(請求書)」が、大熊町選挙管理委
員会に到着後、所定の審査を行い、「投票
用紙」を送付します。
手順３：投票用紙がお手元に届きましたら、現在お
住まい(避難先)の市町村の選挙管理委員会
で不在者投票ができます。
※市町村の選挙管理委員会以外で投票すると無効
になりますのでご注意ください。
※投票後は、現在お住まい(避難先)の市町村の選
挙管理委員会が投票用紙を大熊町選挙管理委員
会まで送付します。

◆場 所
いわき市好間工業団地26-1
(いわき市好間工業団地第一応急仮設住宅内)

【お問い合せ先】
大熊町選挙管理委員会
(大熊町役場総務課内)(内線507）

【お問い合せ先】
大熊町役場会津若松出張所
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総務課（内線507)

税

務

◆埼玉県
○開催日時
10月7日(金) 午後1時30分～3時30分
○会場
さいたま市市民会館おおみや
(さいたま市大宮区下町3-47-8)
○アクセス
・ＪＲ大宮駅東口下車徒歩15分
・ＪＲさいたま新都心駅東口下車徒歩17分
※駐車台数が少ないため、公共交通機関をご利
用ください。

課

所得税確定申告の受付について
3月11日の震災により、平成22年分の所得税の確
定申告および納付期限が延期されていますが、確定
申告がまだ済んでいない方で必要書類等を準備可能
な方は、最寄りの税務署で申告をすることができま
す。
申告に関する御相談は最寄りの税務署、もしくは
大熊町役場税務課までお問い合わせください。
【お問い合せ先】 税務課(内線513)

◆茨城県
○開催日時
10月11日(火) 午後1時30分～3時30分
○会場
茨城県職業人材育成センター
(水戸市水府町864-4)
○アクセス
・ＪＲ水郡線常陸青柳駅下車徒歩6分
・ＪＲ常磐線水戸駅下車バス5分「市民プール
入口」下車徒歩10分
・ＪＲ常磐線水戸駅下車徒歩20分

保健福祉課
医療費助成の受給者証の有効期限について
乳幼児医療・児童医療・ひとり親家庭医療・重度
心身障害者医療費助成の受給者証の有効期限は、7
月31日で切れていますが、来年2月29日まで医療費
が無料になっているため、現在新しい受給者証は発
行していません。医療費の無料期間が終了する直前
に新しい受給者証を発行する予定です。
【お問い合せ先】 保健福祉課(内線520)

企画調整課
町政懇談会を開催します
大熊町町政懇談会を次の日程で開催します。
お近くに避難されている町民の皆さんは、ぜひご
参加いただき、この機会に、避難の現状や悩み、ま
た、今後の大熊町へのご意見などをお聞かせくださ
い。

◆その他都県での開催
千葉県・東京都・神奈川県での開催を予定して
います。開催日時など詳細が決まり次第広報やホー
ムページなどでお知らせします。
【お問い合わせ先】企画調整課（内線509・535）
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大熊町電子回覧板の貸し出しについて

電話をお持ちでない方へ

大熊町からのお知らせやなどの情報を表示する、
大熊町電子回覧板をお貸しします。

現在避難中の家庭内で、携帯電話などをお持ちで
なく、病院や家族への連絡でお困りの方へ携帯電話
をお貸しします。
◆対 象
携帯電話などをお持ちでない、18歳以上の大熊
町民に限ります。
◆期 間
平成24年8月31日まで
◆利用料金
料金は無料で利用できますが、通話は2,000円
分までとなります。2,000円を超えると着信のみ
の利用となりますのでご注意ください。
※超過料金が発生することはありません
◆注意事項
不正利用防止のため、利用者の個人情報(名前、
性別、生年月日、避難先住所)を電話会社に報告
する必要がありますのでご了承ください。
また、台数に限りがありますので、なくなり次
第終了とさせていただきます。
◆お申し込み
運転免許証などの身分証明書を持参し、大熊町
役場会津若松出張所企画調整課にお申し込みくだ
さい。なお、遠方の方はご相談ください。

◆対 象
大熊町民
◆内 容
フォトフレームに携帯電話回線を利用し、大熊
町からのお知らせを表示します。
※ご利用に携帯電話は不要です
※お知らせ内容は、ブログ・ホームページの簡
易版となります
◆期 間
平成24年8月31日まで
◆利用料金
料金は無料です。ただし、使用の際の電気代は
ご負担ください。
【お問い合わせ先】企画調整課（内線509・535）
※家庭用コンセントを使用し、常時電源を入れて
おく必要があります
◆注意事項
そ の 他
不正利用防止のため、利用者の個人情報(名前、
性別、生年月日、避難先住所、電話番号)を電話
会社に報告する必要がありますのでご了承くださ
なんでも行政相談のお知らせ
い。
行政機関などが一堂に集まって、県内を巡回しな
また、台数に限りがありますので、なくなり次 がらワンストップで様々な相談に応じます。
第終了とさせていただきます。
困っていること、知りたいことなどがありました
◆お申し込み
ら、なんでも相談ください。相談は無料、秘密厳守
運転免許証などの身分証明書を持参し、大熊町 です。
役場会津若松出張所企画調整課にお申し込みくだ
さい。なお、遠方の方へは郵送しますので、お電 ◆日時・場所
話ください。
9月28日(水) 午前10時～午後3時
いわき市勿来市民会館(いわき市錦町上川田21)
【お問い合わせ先】企画調整課（内線509・535）
◆主 催
総務省 福島行政評価事務所、福島地方行政連絡
協議会
【お問い合せ先】
総務省 福島行政評価事務所
電話 024-534-1101
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本格的な賠償手続きが始まります

被災患者支援基金について

東京電力福島第一、第二原子力発電所の事故によ
血液疾患で闘病中の患者さんを対象に、投薬、通
り被害にあわれた方に対する本格的な賠償の手続き 院や入院等にかかる医療費、交通費などについて50
が開始されます。
万円を上限に給付します。申請については全国協議
東京電力が被災者宛に請求書用紙等を発送してい 会事務局(フリーダイヤル 0120-81-5929)までお問
ます。仮払金の受け取り以降、現住所に変更のある い合わせください。
方は、確実に書類が届くよう東京電力(株)福島原子
力補償相談室(コールセンター)まで連絡してくださ 【お問い合せ先】
い。
特定非営利活動法人
また、請求書の記入相談窓口も各地に開設される
全国骨髄バンク推進連絡協議会
予定ですので、必要に応じてお問い合わせください。 電話 03-3356-8217
※会津地方の大熊町の各仮設住宅集会所や東山温泉
でも請求書の記入相談窓口が開設されます。
【お問い合せ先】
東京電力(株)福島原子力補償相談室
(コールセンター)
電話 0120-926-404(フリーダイヤル)
受付時間 午前9時～午後9時

イルカさんチャリティーコンサートのお知らせ
～東日本大震災応援プロジェクト「みんなで強くな
る」チャリティアクト復興応援ライブ福島公演～
※当日ゲストアーティストあり
◆と き
10月25日(火)
開場午後6時
開演午後6時30分

二重ローンなどの震災による債務にお悩みの方
に
「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」
の説明会を開催します。
「津波や地震で家も車も失ったのに、ローンは残っ
て支払いが難しい」「事業を再開したいが、地震で
壊れた設備の負債が残っている」などの悩みをお持
ちの個人の方、個人事業主の方の生活再建に向け、
ガイドライン運営委員会の職員が、債務の整理につ
いてわかりやすく説明します。

◆ところ
會津風雅堂

◆チケット
(1) 入場無料、ただし整理券が必要（3歳以上）
です。
(2) 整理券(座席番号付き)は、10月10日(月)午前
8時30から會津風雅堂で配布
します。
(一人4枚まで、先着順でなくなり次第終了）
(3) 3歳以上チケット必要、2歳以下のお子様は保
護者の膝の上で観覧可能です。

◆内 容
二重債務問題への対応について
◆日時・会場
(1) 10月4日(火) 午後6時～7時30分
郡山市労働福祉会館
(2) 10月5日(水) 午後6時～7時30分
原町商工会議所(南相馬市)
(3) 10月6日(木) 午後6時～7時30分
いわき市労働福祉会館
※予約不要・参加無料・秘密厳守

【お問い合せ先】
キョードー東北 電話 022-217-7788
(月～金：午前10時～午後7時
土：午前10時～午後5時)

【お問い合せ先】
(一社)個人版私的整理ガイドライン運営委員会
福島支部 電話 024-526-0281
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