＜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
☎0120－377－155

月〜金曜日
受け付け：午前９時〜午後５時

市民会館503号室

月〜金曜日（祝日を除く）
午前９時〜午後５時

フリーダイヤル
☎0120－380－883

■窓口相談
◎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）

◎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
☎0120－078－309

◎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＞

月〜金曜日（祝日を除く）
午前８時30分〜午後５時15分

☎573－2561
573－2566

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

＜東日本大震災事業者再生支援機構＞
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市政テレビ・ラジオ番組
市政テレビ番組

【交通遺児激励金寄付】
学校法人福島愛隣幼稚園様
30,000円
【社会福祉基金寄付】
日本敬神崇祖自修団理事長
ひろし
八巻廣 様547,087円
キヨ子様2,000円

市政だよりは市のホームページでもご覧になれます。【ホームページアドレス】http://www.city.fukushima.fukushima.jp/
目の不自由な方のために、点字市政だよりと音声市政だよりを発行している他、市のホームページで声の市政だよりを
聞くことができます。

KFB ５月１日㈰ 午前11時55分〜
FTV ５月１日㈰ 午後１時55分〜
TUF ５月７日㈯ 午前９時25分〜
FCT ５月７日㈯ 午前11時55分〜

20

市政ラジオ番組
ラジオ福島
土曜日 午前８時55分〜９時
（1458KHz） 第１日曜日 午前９時10〜15分
ふくしまFM
（81.8MHz）

金曜日

午前８時35〜55分の間
に１分間

FMポコ
午前７時７〜14分
月〜金曜日
（76.2MHz）
午後５時30〜35分（再）

NHK第一
（1323KHz）

28

︱３７１３

問／県弁護士会
☎533－7770

10

問市民税課☎

月〜金曜日（祝日を除く）
午前10時〜午後３時

30

525

順） 持身体障害者手帳、はん
こ、医療機関発行の状況報告書

＜原発事故被害者救済支援センター＞
（受付窓口）

15

500

26

歳の誕生日から後期高齢者

問／県弁護士会
☎534－1211

25

医療制度に加入になります

月〜金曜日（祝日を除く）
午後２〜４時

18 500

︱３７４８

＜震災・原発無料電話相談＞

30

30

申障がい福祉課で
問障がい福祉課☎

予約専用フリーダイヤル
☎0120－330－540
コラッセふくしま５階

30 12

26 500

問腰の浜会館
（火曜日休館）☎
︱５２６１
︱５２６２
❹市手話奉仕員養成講座 無料
時５月 日〜 月 日の木曜日
午後７〜９時、月１回土曜日午
後１時〜４時 分（計 回）
場腰の浜会館、市民会館
内手話で日常会話に必要な技術
や知識を習得し、聴覚障がいへ
の理解を深める。 対市内在住
で手話を初めて学習する方
申電話で
︱３７４６

水・土曜日
午前10時〜午後６時

26

30

定 人（先着順）
問障がい福祉課☎

＜原子力損害賠償・廃炉等支援機構＞
（個別相談会） 要予約

30

15

27

525

祉

年中無休
午前９時〜午後７時
☎0120−926−404
（土・日曜日、
祝日は午後５時まで）

内 対象と思われる方へ４月28
日に申請書を発送しました。詳
しくは、市政だより４月号P10
をご覧ください。
問 市高齢者向け
給付金コールセンター
☎0120−55−8003
※５月２日〜７月29日
午前８時30分〜午後５時15分
月〜金曜日
（祝日を除く）

15

75

福

◎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

高齢者向け給付金

18

障がい福祉講座

年中無休
午前９時〜午後７時
☎0120－993－724
（土・日曜日、
祝日は午後５時まで）

28

所有者の障がいの程度により

◎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＞

申請は７月29日㈮まで

ファクス

525

軽自動車税が減免されます。

予約・問・会場

☎電話

内 歳の誕生日からは、それま
で加入していた社会保険や国民
健康保険の資格を喪失し、新た
に「後期高齢者医療制度」に加
入します。誕生日の前月に「後
期高齢者医療被保険者証」を郵
送しますので、病院を受診する
際に持参してください。保険料
は年金からの差し引きが原則で
すが、加入した翌年度から開始
となります。今年度は納付書を
郵送しますので、お近くの金融
機関などで納付してください。
問国保年金課☎ ︱３７２４

相談日時

税

無料

相談・問／総合労働相談コーナー
☎536－4600
☎0800－8004611
（労働者専用フリーダイヤル）
相談・問／福島労働局雇用環境・均等室
☎536－4609
問／シルバー人材センター
☎531－7800

525

問 問い合わせ

内初めて申請される方は、市民
税課まで事前にお問い合わせく
ださい。
対普通自動車を含め１人１台。
※障害者手帳をお持ちの 歳未
満の方、または精神障がい者、
知的障がい者の方と生計を同一
にする方が所有する軽自動車な
どを含む。
持❶身体障害者手帳、戦傷病者
手帳、療育手帳Ａ、精神障害者
保健福祉手帳１級のいずれか❷
平成 年度軽自動車税納税通知
書❸運転免許証❹はんこ

シルバー人材センター
結婚相談所

第２・第４日曜日
午前10時〜午後３時

震災関連相談

福島労働局雇用環境・均等室内
（霞町１－46 ４階）

31

申 申し込み方法

75

31

申５月 日㈫までに、
市民税課で
問市民税課☎ ︱３７１３

相談窓口・相談内容

月〜金曜日（祝日を除く）
午前８時15分〜午後５時15分

問／県中央児童相談所☎536−4152

無料

結婚相談

―

523

持 持参物

❶山野草教室
時１コース：５月 日〜７月
日、２コース：８月 日〜 月
日の第４木曜日（各コース３
回）の午後１時 分〜３時 分
場腰の浜会館 内手指の機能回
復訓練を兼ね、山野草について
学ぶ。 対市内在住の障害者手
帳 を お 持 ち の 方 定各 コ ー ス
人（先着順） 料 円
申込期間／５月９〜 日
❷点字学習指導員講習会
時６月１日〜７月６日の水曜日
午後１時 分〜３時 分
（全６回）
場腰の浜会館 内点字指導を行
う た め に 必 要 な 知 識・技 術 を 学
ぶ。 対市 内 在 住 者 で 点 字 を 一
通り読めて打てる方 定 人
（先着順） 料 円
申込期限／５月 日㈭まで
❸音訳ボランティア講習会
時６月７日〜７月 日の火曜日
午後１時 分〜３時 分
（全６回）
場福 島 視 覚 情 報 サ ポ ー ト セ ン
ターにじ 内視覚障がい者に音
声による情報を正確に伝える音
訳の技術を学ぶ。 対市内在住
の方 定 人（先着順） 料 円
申込期限／５月 日㈭まで
◆❶・❷・❸ 共通 申電話か、
①住所②氏名③生年月日④電話
番号を明記の上、ファクスで

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。
職場のマタハラ、セクハラ、性差別、
育児・介護休業など

毎日（祝日を除く）
午前９時〜午後８時

問／こども政策課☎525－3780

料 料金

軽自動車税
納期限は５月 日 ㈫

子どもと家庭テレフォン相談

こども政策課

︱３７１７

月〜金曜日（祝日を除く）
午前８時30分〜５時15分

28

525

○ 普通自動車についての問い合わせ
県 北 地 方 振 興 局 県 税 部（ 自 動
車税チーム）☎ ︱００５１

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）

６月12日㈰
午後１〜４時

16

平成 年度機能回復訓練の

要予約

問／県政相談コーナー
☎521－4281
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／消費生活センター
☎522－5999
消費生活センター
（本町２－６ ウィズもとまち内） 申込・問／消費生活センター
☎522－7867
県政相談コーナー

13

利用者再募集 

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
☎0570－078374

日㈪

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

日㈪

消費生活（生活課相談員）

県社会保険労務士会

28

定 定員

問納税課☎

要予約

時土曜日（原則月４回以内）
場腰の浜会館 内医師の診断と
理学療法士の指導で、主に訓練
器具を使用した自立訓練と他動
訓練などの機能回復訓練を行い
ます。 対市内在住で在宅の身
体障がい者の方（介護保険適用
対象の方を除く） 定７人（先着

11・18・25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
12・26日
行政（行政相談委員、
来所・電話・ファクスで）
午前10時〜正午

年金・労働（社会保険労務士）

平成 年度所得関係証明書

11・18日
午前10時〜正午、午後１〜３時

問／福島行政評価事務所
☎534－1101
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☎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

対 対象

交付開始日

登記（司法書士）
土地家屋調査（土地家屋調査士）

市民相談室
（市役所１階生活課隣）

講 講師

交付を開始します

行政（行政相談委員）

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

内 内容

対象者

市政・一般（生活課相談員）

会場

場 会場

市・ 県 民 税 を 給 与
か ら 天 引 き さ れ て ５月
いる方（特別徴収）

相談日時
６・13・20・27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
19日
午前10時〜正午

要予約

時 とき

右記以外の方
（普通徴収・年金特 ６月
別徴収）

相談内容
法律（弁護士）

無料

※所得関係の証明書は、その年
の１月１日に住民登録のある市
区町村で交付します。

５月の各種相談

随時放送

※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。

19

30

525

12
15

533

37

533

福島市の人口（28.4.1）計281,455人
（−1,553）男136,749人
（−1,016）女144,706人
（−537）／世帯数117,444（−304）
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