阿武隈川フォトコンテスト２０１７

障がい者雇用を推進する

働く女性を応援する企業や

対市内に本社・主たる事業所の
ある中小企業 申 月 日㈭ま
でに必要書類と申請書（市ホー
ムページから取得可）に必要事
項を明記の上、持参で
※詳しくはお問い合わせください。
問商業労政課☎ ︱３７２０

企業を市が認証します！

作品募集

内阿武隈川の自然や風景、イベ
ントを題材にした作品を募集
応募締め切り／ 月 日㈭午後
４時（必着）
対アマチュアのみ 申４切、４
切ワイド、Ａ４いずれかのプリ
ント写真を持参か郵送で
※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。

︱３７５６

介護資格取得に係る
費用を助成（二次募集）
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❸就職して
３年以内の介護職従事者
申 月 日㈭までに、事前に電
話で問い合わせの上、窓口で
︱３７２０
問商業労政課☎

暮らし
６〜９月は、アメリカシロ
ヒトリの発生時期です
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
での貸し出しに限ります。
問公園緑地課または各支所☎

付を受ける方がいない場合、支
給順位によりご遺族お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☎ ︱３７４７
水道局の委託業者が伺います

︱３７６５（公園緑地課）

祝日とお盆期間中の
ごみ収集について
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、不
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☎ ︱３７４４

御山墓地のお盆期間中
の臨時駐車場について
内８月 〜 日の期間、学法福
島高等学校グラウンド南側、県
北保健所西側の砂利駐車場は御
山墓地利用者のための臨時駐車
場になります。駐車場入口に設
置した現地案内看板をご覧の上
ご利用ください。
︱３７４２
問環境課☎

午前７時にサイレンが鳴ります

９月１日㈮は
「防災の日」
内防災の日は、関東大震災を教
訓として、国民の防災意識を高
めるため、全国的に定められま
した。災害は、いつどこに襲って
くるか分からないため、日頃か
らの災害に対する準備や心構え
が重要です。防災の日には、改め
て家庭や地域、職場などで災害
時の備えについて考えましょう。
問危機管理室☎ ︱３７９３

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☎ ︱１１２８❸配水
課☎ ︱１１２２

マイナンバーカードの
休日受け取りについて

︱３７２４

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☎

国民年金保険料は、口座振替
でお得に納付できます。

内口座振替で当月末日振替や前
内西口行 政サー ビスコーナーは
納をすると、保険料が割引され
土・日曜日午 前９時〜午 後５時
ま す。 早 割 り（ 当 月 末 日 振 替 ）
の間、カード交 付 窓口を開 設し
で 月 額 円、 前 納（ 〜 ３ 月
ています。平日に受け取ることが
難しい方は、ぜひご利用ください。 分）をすると、６カ月で１１２
※電話かインターネットから受け
０円割引されます。前納の申し
取る日時などを予約してください。 込み締め切りは、８月 日㈭で
問市民課☎ ︱１０２０
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（運転免許証など）
国保・年金
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）

年金の請求手続き漏れ
はありませんか？

18
☎535−1111㈹
〒960−8601 福島市五老内町3−1

問河川課☎

花のまちチャレンジガーデン

第 期メンバー募 集

内花で飾られているお庭や玄関、
店先などを一般に公開し、地域
の皆さんとの交流を楽しんでい
ただける方を募集しています。
募集期間／ 月 日㈭まで
対市内在住の個人、
団体、
店舗、
企業
※詳しくはお問い合わせください。
︱３７３７

問公園緑地課☎

自然に囲まれながら農家の
もとで働いてみませんか

内農業に従事したい求職者への
雇用あっせんなどを目的とした、
無料職業紹介 持履歴書、はん
こ
（スタンプ印は不可） 申土・
日曜日、祝日を除く午前９時〜
午後５時に電話連絡の上、
窓口で
問ＪＡふくしま未来無料職業紹
介所（市農業サポートセンター
内）☎ ︱５５４５

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
費生活に関する経済施策の重要
な基礎資料に利用します。対象
事業所に調査員が伺いましたら
回答をお願いします。
問県統計課☎ ︱７１４５
市情報政策課☎ ︱３７７１

戦没者などのご遺族へ
第 回特別弔慰金が支給されます

申込者多数の場合は、抽選（結果は、はがきで通知）。

30

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

２千円
十六沼
屋根付
運動場

日本サッカー協会
公認Ｃ級コーチ

一般女性
18歳以上
（15人）

10

535

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

74

内老齢基礎年金を受け取るのに
必要な期間（受給資格期間）が
年から 年になりました。日
本年金機構から黄色の封筒が届
いている方は、ねんきんダイヤ
ル（☎０５７０︱ ︱１１６５）
で必要な書類などを確認し、予
約の上、年金事務所で年金請求
の手続きをしてください。
問東北福島年金事務所☎ ︱０
１４１（音声案内）
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後期高齢者医療制度
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〜基準収入額適用申請について〜

520

福島市役所
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525

70

520

14

内８月から使用する被保険者証
は、オレンジ色です。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
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573

383
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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

森合運動公園
☎557−1511
午前８時30分〜午後５時
十六沼公園
９月２日〜 ☎558−6151
午前８時30分〜午後５時

雪絵さん

佐藤

９月４
〜８日

中学生ソフトテニス 10月６・10・13日
（予備日10月20日）
市庭球場 市ソフトテニス協会
【ナイター】
（全３回） 午後６時30分〜８時

２千円
10月16・23・30日、
11月６・13・20日
午前10〜11時

深 谷 恵さん

中学１〜３年生
（24人）
フットボールエクサ
サイズ（フルエ）③
（全６回）

ゆき え
さ とう

めぐみ
ふか や

ルーシーダットン
９月13・20・27日、
10月４・11・18日
【タイ式ヨーガ】
午後７時〜８時30分
（全６回）
アクティブエアロⅡ ９月14・19・26日、
10月５・10・12日
（全６回）
午前10時〜11時30分

国体記念
体育館

18歳以上
（20人）

８月21
〜23日

場所

18歳以上
（30人）

２千円

国体記念体育館
☎545−9322
午前８時30分〜
午後８時30分
1,500円

８月７
〜９日

申込・問
申込期間
60歳以上
（20人）
ソフトリフレッシュⅠ ９月５・12・19・26日
（全４回）
午前10時〜11時30分

講師
YAGOメディカル
フィットネスクラブ
さんぺい このみ
三 瓶 好さん

対象・定員

受講料

各種スポーツ教室のお知らせ

525

525

535

日時

15

525

535

教室名

11

145

525

11

535

11

525

525

30

16

28

27

521

30

市景観形成
基本計画
（素案）

525

11

30

525

525

521

10

525
11

計画（素案）

30

 案の閲覧／
素
❶都市計画課、行政経営課、市民情報室、各支所・出張所、
各学習センター、市民活動サポートセンターなどで
❷市ホームページで
意見提出方法／
①素案の閲覧場所に備え付けの用紙に記入し、専用の封筒
（切手不要）に入れ都市計画課に郵送、またはファクスで
②市ホームページで

10

パブリックコメントを
募集します
皆さまのご意見を
お寄せください！

11

12

554

内容
意見の募集期間 問・提出先
平 成13年 に 策 定 し
た本計画を、社会情勢
の変化を反映した内容
に修正します。景観形
成の目標や基本方針な
どを定め、“景観マス
タープラン”と位置づ
都市計画課
８月７日〜
けます。
☎525−3761
９月８日
533−0026
景観に関する実施計
画として新たに策定し
ます。市民協働の景観
まちづくり方針や届け
出に関する事項、
景観に
配慮すべき事項、色彩
推奨値などを定めます。
市景観
まちづくり
計画
（素案）

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

