今月は、国民健康保険税５期
を納める月です

時と
とき

納期限／12月１日㈪

ＮＨＫ第１

随時放送

（1323KHz）

キヨ子様 2,000円

各種相談
福
福島市の人口（26.10.1）計283,201人
（ー35）男137,407人
（ー42）女145,794人
（＋7）／世帯数115,798（＋17）

17

16

ありがとうございます

午前7時 7 〜14分
午後5時30〜35分
（再）

30

祉

ＦＭポコ
（76.2MHz）
月〜金曜日
「マイシティふくしま」

【社会福祉基金寄付】

福

※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。

午前8時35〜55分の間
に1分間

税

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

午前8時55分〜9時
午前9時10〜15分

26

暮らし

月〜金曜日（祝日を除く）
午前９時〜午後６時

26

まさたか

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

TUF 11月23日㈷ 午後 4 時54分〜
〜

金曜日

給付金の対象者の方で︑

FTV 11月23日㈷ 午後 1 時55分〜
〜

ふくしまＦＭ （81.8MHz）
「福島市政インフォメーション」

不備通知が届いている方へ

フリーダイヤル
あ0120−078−309

KFB 11月15日㈯ 午後 0 時55分〜
〜

65

援センター所長の齋藤真尚さん
対介護が必要な高齢者のご家
族など 定 人 申電話で
問長寿福祉課☎ ︱７６５８

FCT 11月15日㈯ 午前11時55分〜
〜

土曜日
（1458KHz）
「市民ニュース」 第１日曜日

65

税額や市・県民税額を計算す
るための資料になります︒申
告書は正確に記入するととも
に︑忘れずに年金支払者にご
提出ください︒

フリーダイヤル
あ0120−380−883

ラジオ福島

果が期待できる次世代自動車
の普及促進とユーザーの利便
性向上を図るため︑﹁道の駅つ
ちゆ﹂
に電気自動車用急速充電
設備を設置します︒ 月上旬か
ら供用を開始します
︵予定︶
︒
利
用時間は午前９時〜午後６時

＜東日本大震災事業者再生支援機構＞

〜福島市の取り組み〜

11

対 歳未満 平成 年の年
金受給額が 万円以上の方
歳以上 平成 年の年金
受給額が 万円以上の方

◎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＞

■希望ある復興へ
市政ラジオ番組

月〜金曜日
市民会館503号室
受け付け：午前９時〜午後５時

〜
FTV 11月 2 日㈰ 午後 1 時55分〜

05

まで︒ 料充電１回につき 円
問環境課☎ ︱３７４２

フリーダイヤル
あ0120−377−155

税

月〜金曜日（祝日を除く）
午前10時〜午後５時

年金受給者の皆様へ

＜原子力損害賠償紛争解決センター＞
■電話相談

〜
KFB 11月 1 日㈯ 午後 0 時55分〜

扶養親族等申告書の

問／県弁護士会
☎533−7770

30

28

提出の際は正しい記入を

月〜金曜日（祝日を除く）
午前10時〜午後３時

〜
FCT 11月 1 日㈯ 午前11時55分〜

内﹁臨時福祉給付金﹂または
﹁子育て世帯臨時特例給付金﹂
対象の方で︑申請書を提出後︑
不備通知が届いている方は通知
内容を確認の上︑ 月 日㈮ま
でに返送をお願いします︒詳し
くはお問い合わせください︒
※なお︑申請書の提出受け付
けは︑終了しました︒
問臨時福祉給付金／地域福祉課
☎ ︱１１１１
︵内線５９９１︶
子育て世帯臨時特例給付金／
児童福祉課☎ ︱１１１１
︵内線３５５４︶

＜原発事故被害者救済支援センター＞
（受付窓口）

TUF 11月 1 日㈯ 午前 9 時25分〜
〜

﹁道の駅つちゆ﹂
へ

問／県弁護士会
☎534−1211

■テレビ市政だより

11

問扶養親族等申告書について
ねんきんダイヤル☎０５７０
︱ ︱１１６５
東北福島年金事務所☎ ︱０
１４１
※基礎年金番号が分かるものを
用意し︑お問い合わせください︒
※日本年金機構以外の年金支
払者より送付された扶養親族
等申告書の内容は︑各年金支
払者にお問い合わせください︒
市・県民税について
市民税課☎ ︱３７９２

月〜金曜日（祝日を除く）
午後２〜４時

11

電気自動車用
急速充電器を設置

＜震災・原発無料電話相談＞

15

お知らせ
お知らせ

ファクス

11

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

市民との協働によって、市の魅力を発信で
きる広報を行うため、広報情報モニターを募
集します。
●募集人数／３人
●任期／12月〜平成27年３月31日
●内容／❶市政だよりなど、市の広報につい
てのモニタリング
❷会議（任期中2回予定）に出席して、意見
を述べていただく
❸市に関することで、広報する必要があると
思われる情報を市に提供していただく
●応募資格／市内在住で、下記の全てに該当
すること
❶応募時に20歳以上である
❷市ホームページの閲覧ができる
●謝礼（報償）／年額6000円
●応募方法／広報広聴課に備え付けの応募用
紙（市ホームページからも取得可）に必要事
項を明記の上、11月30日㈰まで（当日消印
有効）に、持参または郵送、ファクスで
※選定は選定委員会において行い、郵送で結
果を通知します。
●その他／今年度の広報情報モニターは、公募
および学識経験者への依頼により実施します。
■応募・問／広報広聴課（五老内町３−１）
☎525−3710
536−9828

無料

水・土曜日
午前10時〜午後６時

広報情報モニター募集

21

※各放送局にて、再放送しています。

◎原発事故損害賠償関係
＜原子力損害賠償・廃炉等支援機構＞
（個別相談会） 要予約

◎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）

☎電話

皆さんのご意見をお聞かせください

30

年中無休午前９時〜午後９時 あ0120−993−724

月〜金曜日（祝日を除く）
午前９時〜午後５時

問 問い合わせ

料 料金

内 月下旬に年金支払者より
扶養親族等申告書が送付され
ます︒必要事項を明記の上︑
期限までに︑年金支払者に提
出してください︒扶養親族等
申告書に記載の内容は︑所得

予約・問・会場

☎535−1111（内線5990）

◎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）

定 定員

福

市政テレビ番組

＜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

申 申し込み方法

対 対象

ほっとひといき
介護のつどい

◎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

講 講師

時 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﹁介護負担を軽減するため
に〜介護保険サービスと何で
も活用術〜﹂がテーマの介護
応援講話︑認知症の人と家族
ぼ
の会主宰の呆け一座ミニ公演
と 座 談 会 講渡利地域包括支

相談日時
会場
予約・問
７・14・21・28日
要予約
法律（弁護士）
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）
６・20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）
５・19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
５・12・19・26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）
青少年センター
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
13・27日
男女共同参画センター
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
（本町２−６ ウィズもとまち内） 問／福島行政評価事務所☎534−1101
9
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）
午前９時〜午後４時
多重債務110番（生活課相談員）
市消費生活センター
（本町２−６ ウィズもとまち内） 申込・問／市消費生活センター☎522−78677
12月14日
多重債務法律相談（司法書士） 要予約
午後１〜４時
配偶者などからの暴力・夫婦間の問題など
（女性相談員）
月〜金曜日（祝日を除く）
児童福祉課
問／児童福祉課☎525−3780
午前９時〜正午、午後１〜４時
育児不安・児童虐待・家庭内での悩みなど
（家庭児童相談員）
毎日（祝日を除く）
子どもと家庭テレフォン相談
̶
問／県中央児童相談所☎536−4152
午前９時〜午後８時
総合労働相談コーナー
月〜金曜日（祝日を除く）
福島労働局総務部企画室内
相談・問／総合労働相談コーナー
（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
（霞町１−46 ５階）
☎536−4600
で疑問をお持ちの方）
第２・第４日曜日
シルバー人材センター
結婚相談
問／シルバー人材センター☎531−7800
午前10時〜午後３時
結婚相談所

相談窓口・相談内容

持持
持参物

内 内容

無料

相談内容

震災関連相談

場 会場

内温室効果ガスの排出抑制効

11月の各種相談

問納税課☎525−3717

