今月は、国民健康保険税 納期限／９月30日㈫
８月26日㈪（施設点検）
問納税課☎525−3717
３期を納める月です。

東口・西口行政サービス ９月27日㈯は戸籍関係証明書（戸籍謄本など）
コーナーの一部業務停止 の交付を停止します。 問市民課☎525−3732

＜原子力損害賠償紛争解決センター＞
■電話相談

月〜金曜日（祝日を除く）
午前10時〜午後５時

フリーダイヤル
あ0120−377−155

◎法テラス震災関連無料法律相談
月〜土曜日
二重ローン、原発被害の賠償請求、震災を原因とした 午前９時〜午後９時
法的問題など
（土曜日は午後５時まで）

フリーダイヤル
あ0120−078−309

月〜金曜日（祝日を除く）
☎573−2561
午前８時30分〜午後５時15分
573−2566

KFB 9 月20日㈯ 午後 0 時55分〜
FTV 9 月28日㈰ 午後 1 時55分〜
TUF 9 月28日㈰ 午後 4 時54分〜
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土曜日
ラジオ福島 （1458KHz）
「市民ニュース」 第１日曜日

午前8時55分〜9時
午前9時10〜15分

ふくしまＦＭ （81.8MHz）
「福島市政インフォメーション」

午前8時35〜55分の間に
1分間

金曜日

ＦＭポコ
（76.2MHz）
月〜金曜日
「マイシティふくしま」

午前7時 7 〜14分
午後5時30〜35分（再）

【交通遺児激励金寄付】
とく こ

服部徳子様10,809円
【子ども・子育て基金寄付金】
一般社団法人 福島エンジニアリング協会
いち じ

理事長

佐藤市次様100,000円、
ひさし

＜東日本大震災事業者再生支援機構＞

月〜金曜日（祝日を除く）
午前９時〜午後６時

同機構 東京本部業務部
☎03−6268−0180
03−3218−3718

※各放送局の事情により、時間
間
は変更になる場合があります。
す。

ＮＨＫ第１

（1323KHz）

随時放送

㈱藤吉 藤原 久 様80,000円
【社会福祉基金寄付】キヨ子様2,000円

各種相談
福
福島市の人口（26.8.1）計283,174人
（＋16）男137,395人
（＋58）女145,779人
（−42）／世帯数115,663（＋52）

21

20

ありがとうございます

◎中小企業者などの事業再開・再生の支援
＜県産業復興相談センター＞

FCT 9 月20日㈯ 午前11時55分〜

16

祉

フリーダイヤル
あ0120−380−883

■希望ある復興へ
〜福島市の取り組み〜

30

福

月〜金曜日（祝日を除く）
午前９時〜午後５時

FTV 9 月 7 日㈰ 午後 1 時55分〜

市政ラジオ番組

◎ローン返済など
＜個人版私的整理ガイドライン運営委員＞
（電話相談）

月〜金曜日
市民会館503号室
受け付け：午前９時〜午後５時

45

10

10

税

問／県弁護士会
☎533−7770

10

むらかみあつひろ

月〜金曜日（祝日を除く）
午前10時〜午後３時

KFB 9 月 6 日㈯ 午後 0 時55分〜

税

＜原発事故被害者救済支援センター＞
（受付窓口）

25

40

FCT 9 月 6 日㈯ 午前11時55分〜

市税の自主納付をお願いします

問／県弁護士会
☎534−1211

TUF 9 月 6 日㈯ 午前 9 時25分〜

内納期限を過ぎても市税を納
めていない方は︑早急に納め
てください︒納めていただけ
ない場合は︑督促状を送付し
ます︒それでも納めていただ
けない場合︑差し押さえなど
の滞納処分を行います︒
問納税課☎ ︱３７１７

＜震災・原発無料電話相談＞

月〜金曜日（祝日を除く）
午後２〜４時

■テレビ市政だより

祉

予約専用フリーダイヤル
あ0120−330−540
コラッセふくしま５階

３・10・13・24・27日
午前10時〜午後６時

30

福

◎原発事故損害賠償関係
＜原子力損害賠償支援機構＞
（個別相談会） 要予約

10

無料

☎535−1111（内線5990）

28 40

障がい児交流事業

※各放送局にて、再放送しています。

第 回おひさまといっしょに

年中無休午前９時〜午後９時 あ0120−993−724

ファクス

時９月 日㈰午前 時 分〜
午後２時 場十六沼公園体育
館 内レクリエーション︑余
目一輪車クラブの演技など
対障 が い 児 持体 育 館 用 シ
ューズ

市政テレビ番組
予約・問・会場

＜市の窓口＞（電話相談）
月〜金曜日（祝日を除く）
損害賠償の仕組み、
手続き、
請求書類などの入手方法など 午前９時30分〜午後５時

■窓口相談

11

お知らせ
お知らせ

料 料金

基 礎 講 習 会︵ 月 日 〜︶を
院長の村上敦浩さん 対介護
開催︒ 対市内在住で全３回
が必要な高齢者のご家族など
定 人︵先着順︶ 申電話で
出席できる方 定 人 料
問長寿福祉課☎ ︱７６５８
円 持筆記用具 申 月 日
㈬までに電話か︑❶住所❷氏
名❸年齢❹電話番号を明記の
高齢者調査にご協力を
上︑ファクスで
時 月１〜 日 内各地区の
場・ 問腰の浜会館☎ ︱５２
︱５２６２
民生委員が調査に伺います︒
６１
ご協力をお願いします︒
対 月１日現在 歳以上の❶
出演者募集
寝たきり❷虚弱❸認知症❹一人
﹁ふれあいのつどい﹂
暮らし❺高齢者のみ世帯の方
問長寿福祉課☎ ︱７６５６
時 月６日㈯午後１時 分〜
３時 分 場アオウゼ 内ス
テージ発表する方を募集
史跡めぐり研修会
対歌︑ダンスなどを発表する
時 月 日㈭午前９時〜午後
障 が い の あ る 方 や︑ ボ ラ ン
ティア活動に携わる方
５時 場山形県米沢方面︑上
申９月 日㈮までに電話で
杉神社︑酒造資料館 他︵午
前８時 分に福島駅西口バス ︵申し込み多数の場合は調整︶
プール集合︶ 対市内在住の︑ 問障がい福祉課☎ ︱３７４８
身体に障がいのある 歳未満
の方
︵障害者手帳所持者︶
認知症が心配な方の
定 人︵先着順︶ 料３００
相談に応じます 無料
０円︵昼食代︑拝観料など︶
申９月５〜 日に︑電話か❶
住所❷氏名❸年齢❹電話番号
を明記の上︑ファクスで
︱５２６１

◎自主的避難等損害賠償請求相談窓口
＜東京電力㈱相談専用ダイヤル＞

無料
相談日時

相談・問／総合労働相談コーナー
☎536−4610

25

︱５２６２

震災関連相談
相談窓口・相談内容

福島労働基準監督署
（霞町１−46 １階）

10

☎電話

内医療と介護の専門職が受診
とサービス利用に向けた支援
を行います︒ 対 歳以上の
認知症の心配がある方やご家
族 申電話で
問あずま通りクリニック☎
︱４４４０ 長寿福祉課☎
︱７６５７︑７６５８

総合労働相談コーナー
月〜金曜日（祝日を除く）
（職場でのトラブルや心配事、人事・労務など
午前８時30分〜午後５時15分
で疑問をお持ちの方など）

問／県中央児童相談所☎536−4152

30

問 問い合わせ

問腰の浜会館☎

̶

30

定 定員

無料

毎日（祝日を除く）
午前９時〜午後８時

子どもと家庭テレフォン相談

問／児童福祉課☎525−3780

30

対 対象

ほっとひといき
介護のつどい

児童福祉課

15

要約筆記者養成入門講習会

月〜金曜日（祝日を除く）
午前９時〜正午、午後１〜４時

講 講師

申 申し込み方法

時 月 日〜 月８日の毎週
土曜日︵全３回︶午後１〜３
時 内要約筆記の基礎知識な
どを学ぶ︒入門講習会終了後︑

配偶者などからの暴力・夫婦間の問題など
（女性相談員）
育児不安・児童虐待・家庭内での悩みなど
（家庭児童相談員）

持持
持参物

内 内容

問障がい福祉課☎ ︱３７４８

無料

相談日時
会場
予約・問
５・12・19・26日
法律（弁護士） 要予約
市民相談室☎535−2121・2122
午後１時30分〜４時
予約受け付け／毎週月〜金曜日
月〜金曜日（祝日を除く）
午前９時30分〜正午、午後１〜４時
市政・一般（生活課相談員）
午前９時30分〜正午、午後１〜４時 市民相談室
（市役所１階生活課隣）
４・18日
問／福島行政評価事務所☎534−1101
行政（行政相談委員）
午前10時〜正午、午後１〜３時
登記（司法書士）
３・17日
問／県司法書士会福島支部☎529−7331
土地家屋調査（土地家屋調査士）
午前10時〜正午、午後１〜３時
３・10・17・24日
年金・労働（社会保険労務士） 要予約
県社会保険労務士会
予約・問／県社会保険労務士会☎535−44300
午後１〜５時
月・金・土・日曜日
青少年や保護者の悩み・困りごと（電話相談）
̶
相談・問／青少年センター☎531−6332
午後２〜８時
月〜土曜日
相談・問／法テラス・サポートダイヤル
法的トラブルの相談（借金・離婚・相続など）午前９時〜午後９時
̶
☎0570−078374
（土曜日は午後５時まで）
月〜金曜日（祝日を除く）
交通事故
県政相談コーナー
問／県政相談コーナー☎521−4281
午前９時〜正午、午後１〜４時
県司法書士会館
法の日司法書士無料法律相談会
問／県司法書士会☎534−7502
（不動産・法人登記、裁判手続き、債務整理など）10月１日午前10時〜午後３時
（新浜町６−28）
11・25日
相談電話・ ／521−8331
行政（行政相談委員、来所・電話・ファクスで）
午前10時〜正午、午後１〜３時
問／福島行政評価事務所☎534−1101
男女共同参画センター
（本町２−６ ウィズもとまち内）相談・問／県不動産鑑定士協会（郡山市）
不動産の無料相談会
10月４日午前10時〜午後３時
☎024−931−4360
消費生活（生活課相談員）
相談・問／市消費生活センター☎522−5999
月〜金曜日（祝日を除く）
市消費生活センター
午前９時〜午後４時
（本町２−６ ウィズもとまち内）相談・問／市消費生活センター☎522−7867
多重債務110番（生活課相談員）

場 会場

時９月 日㈫午後１時 分〜
３時 分
︵受け付け 午後１
時 分︶ 場保健福祉センター
内﹁認知症の方のターミナル
ケア〜その人らしく過ごせる
ように〜﹂がテーマの介護応
援講話と座談会 講村上病院

９月の各種相談
相談内容

時と
とき

