市営住宅入居者募 集

❶募集住宅／南沢又団地ほか
申込受付期間／８月１〜 日
抽選会／８月 日㈫
入居開始／９月７日㈬
※申し込みがなかった住宅は８
月 日㈬に発表。９月１日㈭か
ら随時募集。
❷特別市営住宅（中堅所得者向
け）は随時募集。
︱３７５７

問建築住宅課☎

福祉団体などへの
事業費を補助しま す

内１団体につき上限 万円
対市内の民間福祉団体、ボラン
ティア団体、ＮＰＯ法人
定 団体 申８月 日㈮までに
地域福祉課に備え付けの申請書
（市ホームページからも取得可）
に必要事項を明記の上、必要書
類を添えて窓口で
問地域福祉課☎ ︱３７４７

女性の再就職を応援！
女性のワーク・ライフ・バランス
推進事業参加者を募集

内職場実習から直接雇用への道
を開く事業です。 対再就職を
希望する女性求職者 申電話で
（月〜金曜日午前９時〜午後６
時）
問㈱トーネット☎０１２０︱
︱

暮らし
祝日とお盆期間中 の
ごみ収集について

︱３７４４

内８月 日㈭山の日と８月 ・
・ 日（お盆期間）に収集に
あたっている地区の可燃ごみ、
資源物・プラスチック製容器包
装は収集します。
問清掃管理課☎

集しています。
第 回市発明くふう展作品募集
資格／ 歳以上で、創業意欲に
募集作品／実物または模型（縦・ あふれ、将来街なかに自分の店
横・高さともに１ｍ以内で、重
舗を持ちたい方
さが ㎏以内）
業種／小売・サービス業
※１人１点。
出店場所／チェンバおおまち１
※大きさが規定外のもの、オリ
階（大町４︱ ）
ジナルの作品でないものは審査
出店期間／１年間
の対象外とし、展示不可。
店舗内容／１店舗につき、２区
締め切り／９月５日㈪
画まで賃借可
対❶市内小・中学校、高校の児
面積／２・５メートル×２・５
童・生徒❷市内在住の個人、市
メートル（１区画）
内に所在する企業・工場
家賃／月１万５千円（１区画。
申お問い合わせいただくか、市
税抜き。水道光熱費、共益費込
ホームページをご覧ください。
み。敷金など不要）
問産業創出推進室☎ ︱４０２２
営業時間／午前 時〜午後７時
（定休日：日曜日）
※詳しくは、お問い合わせくだ
さい。

計量モニター募集

内家庭で購入する食品の重さの
検査、日誌記入や街頭ＰＲ、計
量イベントへの参加などによる
計量の普及啓発活動
任期／ 月１〜 日
謝礼／５千円
対市内在住の 歳以上の方
定 人 申９月１日㈭まで（必
着）に電話か、❶住所❷氏名❸
性別❹生年月日❺職業❻電話番
号を明記の上、はがきかファク
スで

︱１４０１

問計量検査所☎

︱３７２１

チャレンジショップ

出店者募集
内チェンバおおまち「チャレン
ジショップ」に出店する方を募

問県・統計課☎ ︱７１４５
市・情報政策課☎ ︱３７７１

︱４８４１

問㈱福島まちづくりセンター

☎
介護資格の取得費用を助成
内介護職員初任者研修または介
護福祉士実務者研修の費用の８
割を 万円を限度に助成
対❶介護分野に興味のある高校
生・大学生など❷介護分野に就
職希望の一般求職者 定各 人
程度（先着順） 申事前に電話
でお問い合わせの上、窓口で
問商業労政課☎ ︱３７２０

戦没者などのご遺族へ
口座振替でお得に納付できます

国民年金保険料は、

国保・年金

特別弔慰金が支給されます
内口座振替で当月末日振替や前
納をすると、保険料が割引され
ま す。 早 割 り（ 当 月 末 日 振 替 ）
で月額 円、前納（ 〜翌年３
月分）をすると、６カ月で１１
１０円割引されます。前納の申
し込み締め切りは、８月 日㈬
です。 持❶預（貯）金通帳❷通
帳届出印❸納付書か年金手帳❹
本人確認書類 申金融機関・郵
便局または年金事務所で
問東北福島年金事務所☎ ︱０
１４１（音声案内）
国保年金課☎ ︱３７３８

〜基準収入適用申請について〜

後期高齢者医療制度

18
☎535−1111㈹
〒960−8601 福島市五老内町3−1

申込・問

内８月から使用する被保険者証
は、ピンク色です。新しい被保
険者証が届いたら、一部負担金
の割合（１割または３割）を確
認してください。住民税課税所
得額が 万円以上の方やその方
と同一世帯の被保険者の方は３
割ですが、次の条件に当てはま
る方は、申請により一部負担金
の割合が１割になります。
❶被保険者が本人１人で、平成
年中の収入が 万円未満
❷被保険者が２人以上で、平成
年中の収入合計が 万円未満
❸被保険者が本人１人で、同一
世帯の 〜 歳の方との収入合
計が 万円未満
申はんこを持参の上、国保年金
課または各支所で
問国保年金課☎ ︱３７２４

全教室

535−7970

520

メールフォームで

共通

：申込者多数の場合、抽選（結果はハガキで通知）

信夫ケ丘競技場
☎533−2267
午前８時30分～
午後５時

☎525−3747

383

525

送、ファクス、または市ホームページ内
からも取得可）を地域福祉課へ持参か郵

内恩給法による公務扶助料や戦
傷病者戦没者遺族等援護法によ
る遺族年金などを受ける方（戦
没者などの妻や父母など）が亡
くなったなどの理由で、平成
年４月１日（基準日）に年金給
付を受ける方がいない場合、支
給順位によりご遺族１人に特別
弔慰金が支給されます。
※受給資格・内容など詳しくは
お問い合わせください。
請求期間／平成 年４月２日まで
問県社会福祉課☎ ︱７９２３
市地域福祉課、または各支所
☎ ︱３７４７（地域福祉課）

※年 度２回程度委員会開催予定。平成28

国体記念体育館
☎539−5500
午前８時30分～
午後８時30分

備え付けの応募申込書（市ホームページ

６〜９月は、アメリカシ
ロヒトリの発生時期です

員を募集します。

145

申 ８月19日㈮まで（必着）に、地域福祉

74

課、各支所・出張所、各学習センターに

10

任期／平成28年10月〜平成31年３月
（予定）

70

10

65

20

内防除機の貸し出し・薬剤の配
布など、町内会による共同防除
を支援します。 対町内会単位
での貸し出しに限る。
問公園緑地課または各支所
☎ ︱３７６５（公園緑地課）

の確認・評価などを行う推進委員会の委

水道局の委託業者が伺います

内水道局では次の業務を民間委
託しています。委託業者がお宅
に伺うことがあります。
❶水道メーター検針、
開閉栓、
異
常水量などの調査／第一環境㈱
❷水道メーター取り替え、給水
装置点検／文化・温調・武藤特
定業務委託共同企業体
❸漏水調査／㈱サンスイ
※委託業者は、水道局発行の身
分証明書を携帯しています。
問❶水道総務課☎ ︱１１１７
❷給水課☎ ︱１１２８
❸配水課☎ ︱１１２２

しんちょく

福島市役所
携帯電話で市の情報が入手できます。
ふくしまウェブ携帯版 …携帯電話からhttp://www.city.fukushima.fukushima.jp/f/へアクセス
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小売物価統計調査 に
ご協力ください
内物価の変動を明らかにし、消
費生活の基礎資料に利用されま
す。対象事業所に調査員が伺い
ますので回答をお願いします。

地域福祉計画2016」の推進や、進捗状況

各種スポーツ教室のお知らせ
520

18

50

教室名
ルーシーダットン
（タイ式ヨガ）
（全６回）
定 ２人

15

10

525

525

内 本市の地域福祉推進の指針となる「市

27

いない方

27

❷本 市の付属機関などの委員になって

522

市地域福祉計画2016
推進委員を募集

31

535

年度は１回開催予定。

対 ❶市内在住の20歳以上の方
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525
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日時
場所
講師
対象・定員 受講料
申込期間
９月７・14・21・28日、
ふか や
めぐみ
18歳以上
10月５・12日
深谷 恵さん
（30人）
午後７時～８時30分
８月８～10日
国体記念体育館
９月８・13・15・20・29日、
さ とう
ゆき え
アクティブエアロⅡ
10月６日
佐藤 雪絵さん
2,000円
（全６回）
午前10時～11時30分
18歳以上
（各20人）
ボクシング
９月７・14・21・28日、
まつうら
たけはる
エクササイズ
10月５・12日
信夫ケ丘競技場 松浦 武暖さん
８月17～19日
（全６回）
午後７時～８時30分
問 地域福祉課

535 535
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525

525
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20
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15

110

15

535
525

525

ファクス
☎電話
問 問い合わせ
申 申し込み方法
持 持参物
料 料金
定 定員
対 対象
講 講師
内 内容
場 会場
時 とき

