講 講師

対 対象

定 定員

料 料金

50

12
25

29

福島市役所

チャレンジショップ
出店者募集

15

申事前に電話でお問い合わせの
上、商業労政課で
問商業労政課☎ ︱３７２０

525

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
集しています。
資格／ 歳以上で、創業意欲に
あふれ、将来街なかに自分の店
舗を持ちたい方
業種／小売・サービス業
出店場所／チェンバおおまち１
階（大町４︱ ）
出店期間／１年間
店舗内容／１店舗につき、２区
画まで賃借可
面積／２・５メートル×２・５
メートル（１区画）
家賃／月１万５千円（１区画。
税抜き。水道光熱費、共益費込
み。敷金など不要）

18

布。

525

︱３７０５

市男女共同参画

出前講座のご案内 無
料

内男女共同参画センターでは、
地域や職場、各種団体などが開
催する学習会へ無料で講師を派
遣します。皆さんの学びの場に、
出前講座をぜひご活用ください。
テーマ／ワークライフバランス・
デートＤＶ・男女共同参画でま
ちづくり・セクハラ防止など
対市内各地域の自治会、営業所、
各種学習団体など 申希望日の
２カ月前までに電話か来館で
問男女共同参画センター（本町
２︱６）☎ ︱３７８４

525

30

場 問契約検査課☎

536

180

29

職場見学・体験講習

18

参加者募集

時３〜５日間（随時募集）
場市内の事業所約 社で体験可能
内小売業・飲食業など実際の仕
事を体験
（ 歳以上の学生も可）
問福島商工会議所☎ ︱５５１１

10

介護資格取得に係る費用を助成

10

平成 ・ 年度

29

持 持参物

小規模修繕契約希望者の
登録申請を受け付けます

29

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介護分野に興味がある高校
生・大学生など❷介護分野に就
職を希望する一般求職者
人程度（先着順）

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

検索

内 内容

定各

福島市 えふWORK

場 会場

時平成 年１月 〜 日午前９
時〜午後４時 内市が発注する
小 規 模 修 繕 業 務（ 万 円 未 満 ）
の受注を希望する方の申請を受
け付けます。現在登録している
方も、平成 年３月末で有効期
間が終了します。４月以降も引
き続き登録を希望する場合は、
あらためて申請が必要です。
※入札参加資格登録と重複して
申請はできません。
持申請書、商業登記簿謄本、印
鑑証明書、納税証明書、各種許
可・免許証明書など 申申請の
手引き・申請書類は平成 年１
月４日㈬から市ホームページで
取得可。または契約検査課で配

525

市就職応援ポータルサイト

12

臨時福祉給付金

かん か

換価

19

☎525−3717

※

問 納税課

不動産などの物件の
公売、預金・債権の

※換価…税金に充てるため、財産を金銭に換えること

❺

扌

財産調査
「預金」
「給与」
「不動産」など

財産差し押さえ

扌

発送

扌

❹

扌

督促状

❸
催告書など
文書発送

扌

❷

扌

納期限までに未納

❶

30

「えふＷＯＲＫ」のご案内

■滞納処分の基本的な流れ

28

525

給付金申請後に申請内容の不足に

５件

11

が出る場合があります。
︱３７２８

２件

2,066件

12

問農林整備課☎

2,839件

平成27年度

535

関するお知らせが届いている方へ

平成26年度

市見舞金支給・東日本
大震災義援金配分

公売実施件数

11

内 月１日㈭から、市とそ
の近郊の企業情報を発信す
るポータルサイトを公開し
ます。企業概要、求人情報
ほか、雇用労働にまつわる
支援などを包括的に掲載し
ます。ぜひご覧ください。
※企業情報の掲載を希望す
る企業を募集します。詳しくは
お問い合わせください。
︱３７２０

差押件数

23

問商業労政課☎

市税・国保税

納付できない事情が
ある方は、必ず相談
してください。

行政サービスの提供には、市税・国民健康保険税などの
財源確保が必要です。市では納期内に納付した方との公平
性を保つため、相談がなく納付いただけない方の預金・給
与・不動産などの財産の差し押さえや、公売などの滞納処
分を行いますので納期内の納付をお願いします。
なお、市税などの納付には口座振替が納め忘れがなく便
利で確実です。

10

内臨時福祉給付金の申請書を提
出後、申請内容の不足に関する
お知らせ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。
※申請書の受け付けは、 月
日で終了しました。
問地 域 福 祉 課 ☎ ︱ １ １ １ １
（代表）（「臨時福祉給付金担当」
とお伝えください）

12月は年末納税推進強化月間です

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。
問㈱福島まちづくりセンター
☎ ︱４８４１

☎525−3731

522

次の要件を満たす方で、配分
を一度も受けていない方は、手
続きをお願いします。
対平成 年３月 日にお住まい
だった市内の住家（アパート・
借家も含む）が市による半壊以
上の被害認定を受けた方
持 り 災 証 明 書・ 申 請 者（ 世 帯
主）のはんこ・申請者の金融機
関の通帳など

問 市民協働課

525

︱３７４７

今年度は次の団体が助成を受け、
地域整備を行いました。
天王下町内会：太鼓などの整備
助成額200万円

問地域福祉課☎

❶一般コミュニティ助成事業
文化・学習、体育、お祭りなど、住民が自主的に行うコ
ミュニティ活動の促進に必要な備品の整備など
❷コミュニティセンター助成事業
多目的な総合施設（集会所など）の建設整備など
❸地域防災組織育成助成事業
自主防災活動に必要な設備の整備など
❹青少年健全育成助成事業
主として親子で参加するスポーツ・レクリエーション活
動や文化、学習活動に関する事業、その他コミュニティ活
動のイベントに関する事業など

暮らし

集会施設やコミュニティ活動備品の整備、安全な地域づく
りと共生のまちづくり、活力ある商店街づくりや地域の国
際化の推進と地域文化への支援などに対して助成を行って
います。
※助成内容や申請方法など詳しくはお問い合わせください。

水路に雪やごみを
捨てないでくださ い

内 ㈶自治総合センターは、宝くじの受託事業収入を財源に、

内側溝や水路に物を捨てると、
水路が詰まる原因になります。
特に冬季は、水路に捨てた雪が
溶けずに下流で詰まり、水があ
ふれ、周辺の住宅に大きな被害

コミュニティ助成事業

時 とき

申 申し込み方法

問 問い合わせ

☎電話

ファクス

冬季間は下記公園トイレと
全公園内の水飲み場を閉鎖します
閉鎖期間／12月上旬〜平成29年３月上旬
水道凍結の恐れがあるため、信夫山公園などのトイ
レを冬季間閉鎖します。ご了承ください。
信夫山公園（大日堂）

舘ノ山公園

信夫山公園（第二展望台）

大森城山公園
（北）

信夫山公園（月山）

大森東公園

信夫山子供の森公園

荒川桜づつみ河川公園
（西）

弁天山公園（中央駐車場）

田中公園

森合運動公園

天神公園

森合緑地（北）

穴田公園

荒川運動公園（西）

柿田公園

蓬萊中央公園（西）
（東）

田尻公園

萩公園

舘山公園

飯野堰堤公園（２号）
（３号）

愛宕山公園
（上）

共楽公園
問 公園緑地課

☎525−3765

マイナンバーについてのお知らせ
◉e-Taxを利用される方へ
e-Tax（国税電子申告・納税システム）を利用するには、
電子証明書を搭載した住民基本台帳カードまたはマイナ
ンバーカード（個人番号カード）が必要です。
新たな電子証明書の取得には、マイナンバーカードの
申請が必要ですので注意してください。
なお、マイナンバーカードは申請から交付までに２カ月
程度かかります。お早めに申請してください。
◉受け取りましたか？マイナンバーカード
マイナンバーカードを申請して受け取られていない
方は予約の上、受け取ってください。
平成29年１月29日㈰に市民課で休日臨時窓口を開設
しますのでこちらもご利用ください。
◉受け取りましたか？マイナンバーの通知カード
平成27年10月以降日本国内に住民票がある全ての方
に、マイナンバーをお知らせする「通知カード」を転
送不要の簡易書留で送付しています。
マイナンバーは所得税の確定申告書や給与所得者の
扶養控除等（異動）申告書などへの記載を求められる
ことがあります。
まだ通知カードを受け取られていない方は、お問い
合わせください。
問 市民課 ☎573−1020

〒960−8601 福島市五老内町3−1

☎535−1111㈹

18

