問／県司法書士会福島支部
☎529−7331
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会県北支所
所
☎531−0986
予約・問／県社会保険労務士会
☎535−4430
相談・問／すこやかテレホン
☎531−6332

要予約

ふくしまＦＭ（81.8MHz）
「福島市政インフォメーション」

金曜日

午前8時35〜55分
の間に1分間

ＦＭポコ
（76.2MHz）
午前7時 7 〜14分
月〜金曜日
午後5時30〜35分（再）
「マイシティふくしま」
ＮＨＫ第１ （1323KHz）

随時放送

12

28

︱７６５８

土曜日
午前8時55分〜9時
「市民ニュース」 第１日曜日 午前9時10〜15分

ラジオ福島 （1458KHz）

15

11

問長寿福祉課☎

※各放送局の事情により、時間
。
は変更になる場合があります。

税

FTV 10月４日㈰ 午後 1 時55分〜
〜

30

28

点字講習会基礎課程

☎573−2561
573−2566
同機構 東京本部業務部
☎03−6268−0180
03−3218−3718

23

12

10

30

12

︱７６５７

KFB 10月４日㈰ 午前11時45分〜

フリーダイヤル
☎0120−078−309

市民税・県民税３期
国民健康保険税４期
納期限は 月２日㈪

〜
FCT 10月３日㈯ 午前11時55分〜

10

19

23

要介護認定で自立と認定された
方か︑自立相当の方
申担当地域包括支援センターで
申請代行を行います︒
※所得要件などあり︒着工前の
申請が必要︒
※予算の都合上︑申請を締め切
る場合があります︒ご了承くだ
さい︒

〜
TUF 10月３日㈯ 午前 9 時25分〜

︱３７１７

■テレビ市政だより

10

10

問長寿福祉課☎

※各放送局にて、再放送しています。

11

時 月 日〜平成 年２月３日
の毎週水曜日︵ 月４日︑ 月
・ 日を除く︶全 回
内１冊の本を点訳できる技術修
得と︑点訳ボランティアの養成
講特定非営利活動法人にじの会
対市内在住で腰の浜会館の点字
入門講習会を修了した方︒また

フリーダイヤル
☎0120−380−883

市政テレビ番組

18

30

11

手打ち蕎麦体験教室

キヨ子様 2,000円

65
6

時 月５・ 日午後２時 分〜
４時 分 内手打ち蕎麦作り体
験 講青葉手打ち蕎麦教室
対市内在住の障害者手帳をお持
ちの方 定各 人︵先着順︶
料 円 持エプロン・三角巾・
手提げ袋 申 月５〜 日に電
話またはファクスで︵午前９時
から受け付け︶

月〜金曜日（祝日を除く）
午前９時〜午後６時

【社会福祉基金寄付】
有限会社小林組様 1,000,000円

☎0120−926−404

予約専用フリーダイヤル
水・土曜日（10月31日㈯は除く）
☎0120−330−540
午前10時〜午後６時
コラッセふくしま５階
月〜金曜日（祝日を除く）
問／県弁護士会
午後２〜４時
☎534−1211
月〜金曜日（祝日を除く）
問／県弁護士会
午前10時〜午後３時
☎533−7770
月〜金曜日（祝日を除く）
フリーダイヤル
午前10時〜午後５時
☎0120−377−155
月〜金曜日（祝日を除く）
市民会館503号室
受け付け：午前９時〜午後５時

◎ローン返済など
月〜金曜日（祝日を除く）
<個人版私的整理ガイドライン運営委員>
午前９時〜午後５時
（電話相談）
◎法テラス震災関連無料法律相談
月〜土曜日（祝日を除く）
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）
◎中小企業者などの事業再開・再生の支援
月〜金曜日（祝日を除く）
<県産業復興相談センター >
午前８時30分〜午後５時15分
<東日本大震災事業者再生支援機構>

☎535−1111（内線5990）

西坂由起夫様 10,000円

︱５２６２

■窓口相談

年中無休
午前９時〜午後９時

【交通遺児激励金寄付】

☎0120−993−724

市政ラジオ番組

<原発事故被害者救済支援センター >
（受付窓口）
<原子力損害賠償紛争解決センター >
■電話相談

年中無休
午前９時〜午後９時
月〜金曜日（祝日を除く）
午前９時30分〜午後５時

予約・問・会場

10

ファクス

15

場・問腰の浜会館☎ ︱５２６１

<震災・原発無料電話相談>

相談日時

15

高齢者住宅改修助成事業

<原子力損害賠償・廃炉等支援機構>
（個別相談会） 要予約

無料

10

15

30

内高齢者の方が安全な在宅生活
を送れるように︑
手すりの取り付
けなどの住宅改修を助成します︒
助成額／対象工事の合計金額の
分の９を助成︵上限が 万円︶
︒
歳以上の方で︑

震災関連相談
相談窓口・相談内容
◎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>
<市の窓口>（電話相談）
損害賠償の仕組み、
手続き、
請求書類などの入手方法など
◎原発事故損害賠償関係
<福島原子力補償相談室（東京電力）>
住宅などの自主的除染にかかる費用の賠償など

シルバー人材センター
結婚相談所

対市内在住の

第２・第４日曜日
午前10時〜午後３時

結婚相談

福島労働局総務部企画室内
（霞町１−46 ５階）

30

問納税課☎

月〜金曜日（祝日を除く）
午前９時〜午後４時30分

問／県中央児童相談所
☎536−4152
相談・問／総合労働相談コーナー
☎536−4610
☎0800−8004611
（労働者専用フリーダイヤル）
問／シルバー人材センター
☎531−7800

60

は点字を見て読める方 定 人
︵先着順︶ 料 円 持筆記用具
申 月 日㈪までに電話で
場・問腰の浜会館☎ ︱５２６１

総合労働相談コーナー
（職場でのトラブルや心配ごと、人事・労務な
どで疑問をお持ちの方など）
※女性相談員がいます

―

15

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／子育て支援課☎525−3780

30 10

☎電話

27

祉

子育て支援課

3
30

問 問い合わせ

福

月〜金曜日（祝日を除く）
午前８時30分〜午後５時15分

問／県司法書士会福島支部
☎529−7331
男女共同参画センター
相談／☎ 521−8331
（本町２−６ ウィズもとまち内） 問／福島行政評価事務所☎534−1101
相談・問／市消費生活センター
☎522−5999
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
☎522−7867
エスパル福島５階ネクストホール

寄贈老眼鏡を差し上げます

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）

18日㈰
午後１〜４時

問／県政相談コーナー☎521−4281

申 申し込み方法

対３年間﹁寄贈老眼鏡﹂の配布
を受けていない
︵９月 日現在︶
歳以上の方 定 人︵申込者
多数の場合は抽選︶ 申 月
日㈭まで︵当日消印有効︶に︑
❶住所❷氏名❸生年月日❹電話
番号❺﹃老眼鏡希望﹄と明記の
上︑はがきで
※１人１枚まで︒
※﹁ 老 眼 鏡 調 製 券 ﹂ の 発 送 を
もって当選発表に換えます︒
︱７６５６

要予約

県政相談コーナー

問長寿福祉課☎

多重債務・消費生活法律相談（司法書士）

相談・問／法テラス・サポートダイヤル
ル
☎0570−078374

―

ほっとひといき
介護のつどい

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）

青少年センター

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
生活をふりかえる〜認知症と家
族関係〜﹂がテーマの講演
講りんごの里指定居宅介護支援
か き ぬ ま みつる
事業所介護福祉士の柿沼充さん

消費生活（生活課相談員）

県社会保険労務士会

対介護されている方やご家族など
定 人︵先着順︶ 申電話で

７・14・21・28日
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）
午後２〜８時
月〜土曜日
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
（土曜日は午後５時まで）
月〜金曜日（祝日を除く）
交通事故
午前９時〜正午、午後１〜４時
県北士業協議会による市民無料相談会
11月７日㈯
（相続、多重債務、年金、登記など）
午前10時〜午後４時
８・22日
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
年金・労働（社会保険労務士）

持 持参物

10

問／福島行政評価事務所☎534−1101

７・21日
午前10時〜正午、午後１〜３時

料 料金

米の放射性物質検 査 は
お済みですか？

登記（司法書士）
土地家屋調査（土地家屋調査士）

定 定員

27

予約・問
市民相談室☎535−2121・2122
予約受け付け／月〜金曜日
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）

対 対象

内 年産米も安全性の確保のた
め︑
﹁米の全量全袋検査﹂を実
施します︒自家用米も含め全て
の米の検査を必ず受けてくださ
い︒
問農政課☎ ︱３７２６

行政（行政相談委員）

講 講師

国 保・年金

市政・一般（生活課相談員）

会場

内 内容

国民年金保険料

相談日時
２・９・16・23日
午後１時30分〜４時
月〜金曜日（祝日を除く）
午前９時30分〜正午、午後１〜４時
１・15日
午前10時〜正午

要予約

場 会場

﹁５年の後納制度﹂
が始まります

相談内容
法律（弁護士）

時 とき

無料

内過去５年以内に納め忘れた国
民年金保険料を納付することで
将来の年金額を増やすことがで
きる﹁５年の後納制度﹂が平成
年 月１日から３年限りの特
例として始まりました︒なお︑
既に老齢基礎年金を受給してい
る方などは利用できません︒後
納制度を利用するには︑申し込
みが必要です︒詳しくは︑お問
い合わせください︒
問国民年金保険料専用ダイヤル
☎０５７０︱ ︱
東北福島年金事務所
☎ ︱０１４１︵音声案内︶
国保年金課☎ ︱３７３８

10月の各種相談

福
福島市の人口（27.9.1）計283,415人
（＋83）男137,867人
（＋81）女145,548人
（＋２）／世帯数117,390（＋122）

17

福島市役所

〒960−8601 福島市五老内町3−1

☎535−1111㈹

16

