︱３７２０

※書類は返却しません。
問アオウゼ（〒 ︱８０５１
曽根田町１︱ ）
☎ ︱２３４４

女性のワーク・ライフ・バランス

女性の再就職を応援！

推進事業参加者を募集
内職場実習を行った後に、直接
雇用へつなげる事業です。
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︱
︱

介護資格取得に係る費用を助成

暮らし
祝日のごみ収集について

︱３７４４

内１月９日㈪成人の日に収集に
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☎

戦没者などのご遺族へ
特別弔慰金が支給されます

14
☎535−1111㈹
〒960−8601 福島市五老内町3−1

市高校生内定者育成塾 無
 料

時２月 日㈬午前 時〜午後４時
場コラッセふくしま
内午前の部／❶最近の社会情勢
と労働環境❷学生と社会人の違
いとは？❸最低限知っておくべ
き！労働法規❹ストレス耐性セ
ミナー
午後の部／①先輩社会人が語る
本音トーク②社会人のビジネス
マナー③コミュニケーション力
アップセミナー
講キャリアコンサルタント、産
業カウンセラー 対県北地域の
事業所から就職内定を得た高校生
定 人（先着順） 申１月 日
〜２月 日までに商業労政課、
各支所・学習センターに備え付
けの申込書に必要事項を明記の
上、ファクスで（市ホームペー
ジから申込可）

︱１４０１

問商業労政課☎

：申込者多数の場合、抽選（結果はハガキで通知）
共通

内介護職員初任者研修または介
護福祉士実務者研修費用の８割
を助成
（ 万円を限度） 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

各支所・出張所、郵送での受け付けは行いません。

アクティブシニアセンター
運営委員会委員を募集

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お一人に特
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☎ ︱３７４７

必要書類を添付し、持参で。書類審査があるため、

◉代理人が申告するとき
持次の❶〜❸それぞれ１点❶申
告者本人のマイナンバーカード
または通知カード❷申告者本人
の身元確認書類（運転免許証な
ど）または委任状など❸代理人
の身元確認書類（運転免許証な
ど）
※詳しくはお問い合わせくださ
い。
問市民税課☎ ︱３７９２

（市ホームページで取得可）に必要事項を明記の上、

６次化アドバイザーを
設置しました
毎月勤労統計調査に
ご協力ください

521

525

申 ３ 月31日㈮までに、環境課に備え付けの申請書

525

ジをご覧ください。

内農産物の６次化に関するさま
ざまな疑問に対応するアドバイ
ザーを設置しました。詳しくは
お 問 い 合 わ せ い た だ く か、 市
ホームページをご覧ください。
問農業振興室☎ ︱７６６３
問県統計課☎ ︱７１４５
内市 事 業 所の賃 金・労 働 時間・
市情報政策課☎ ︱３７７１
雇用などの実情を調 査し、労 働
や経済問題対策の基礎資料とし
ます。対象事業所に調査員が伺
いましたらご回答をお願いします。

は申請できません。

内１月以降、申告する際はマイ
ナンバー確認の書類と身元確認
の書類をお持ちください。
持マイナンバーカード（１点で
可能）か、通知カードと次のい
ずれか１点（運転免許証、パス
ポート、障害者手帳、健康保険
証、年金手帳など）

※平成28年度の助成対象となる方は、４月１日以降

内意見を広くお聞きし、アオウ
ゼの事業運営に生かします。
会議回数／年２回（任期２年）
対市内在住で 歳以上の方
定２人 申１月 日㈫まで（必
着）に❶住所❷氏名❸性別❹生
年月日❺職業❻電話番号❼活動
経験（ボランティア活動や市政
モニターなど）❽応募理由（
字以内）を添えて持参または郵
送で

）

当たり３万円（上限４kW・12万円）

新成人の皆さん、契約は慎重に！

助

※詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームペー

31

■助成金額／太 陽電池モジュールの最大出力１kW

内成人すると契約に責任が発生
し、
「未成年者契約の取り消し」
ができなくなります。悪質な業
者はそこにつけ込み、社会経験
が浅い若者を狙っています。簡
単にもうかったり、楽に痩せた
り、そんなうまい話はありませ
ん！甘い誘いに乗らず、内容を
しっかり確認し、納得の上で契
約しましょう。
問消費生活センター☎ ︱５９
９９

公

日が平成28年４月１日以降の方

きます。国民年金は、国内に居
税
住する 〜 歳の方が必ず加入
する制度です。届いたら速やか
に加入の手続きをしてください。
市民税・県民税４期
なお、厚生年金に加入中の方
国民健康保険税７期
は、手続きの必要はありません。
納期限は１月 日㈫
また、厚生年金に加入中の方
に扶養されている配偶者の方で、 問納税課☎ ︱３７１７
加入案内が届いた方は、配偶者
の事業所を通じてお手続きくだ
個人市県民税を申告するときは
さい。
マイナンバーの確認が
加入後に届く年金手帳は、生
必要です
涯大切に保管してください。
問国保年金課☎ ︱３７３８
東北福島年金事務所☎ ︱０１
４１（音声案内）

（

■残り件数／370件程度（平成28年12月13日現在）

国保・年金

援

教室名

システムの電力受給契約を行っており、受給開始

525

内 住宅用太陽光発電システムの設置費用を助成します。

全教室

☎525−3742

支

支援
（共
助）

住宅用太陽光発電システム
設置助成事業 申込受付中

福島市役所

15

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

各種スポーツ教室のお知らせ
る方❷市税などの滞納がない方❸電力会社と対象

650

情報提供
地域支援者

535

【 市 】
消防団

【地域】

連携・協力
地域包括支援センター
社会福祉協議会

歳になったら国民年金

いがある方など「災害時要援護者」が、安全な場
所に避難するために、
「災害時要援護者登録制度」
を進めています。
申長
 寿福祉課、障がい福祉課または各支所・出張所
に備え付けの申請書に必要事項を明記の上、ファ
クスか郵送、
持参で
（市ホームページから取得可）
。
問 長寿福祉課 ☎525−7656
526−3678

日時
場所
講師
対象・定員 受講料 申込期間
申込・問
１月31日、
YAGO
国体記念体育館
ウェーブ
２月７・14・21日、
国体記念
メディカル
18歳以上
１月10
☎539−5500
ストレッチ
３月７・14日
体育館
フィットネス
（20人）
〜12日 午前８時30分〜
リングⅡ
午前10時〜11時30分
クラブ
午後８時30分
ジュニア陸上⑦ ２月７・14・21・28日、
2,000円
（火曜コース） ３月７・14日
信夫ケ丘競技場
小学
市陸上競技協会
（全６回）
午後６〜７時
１月16・ ☎533−2267
信夫ケ丘 きく
た
あきひろ
１〜４年生
17日 午前８時30分〜
競技場 菊田 明博さん
ジュニア陸上⑦ ２月９・16・23日、
（各39人）
午後５時
（ 木 曜 コ ー ス ）３月２・９・16日
（全６回）
午後６〜７時
問 環境課

27
対 次 の全てに当てはまる方❶福島市に住民登録があ

10

525
521

30

525

18

960

533

民生委員

31

525

日頃の声掛け、相談などの支援
情報の共有、避難支援、安否確認

録

522

529

525

自主防災組織・町内会

59

登

20

内災
 害時やその恐れがある場合に、高齢の方や障が

10

20

22

10

内 歳になる月に、日本年金機
構から国民年金の加入案内が届

（自助）

10

400

10

525

150

535

20
20

災害時要援護者登録制度の
お知らせ

110

【災害時要援護者】

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

