問国保年金課☎

税
国民健康保険税３期

納期限は 月２日 ㈪
問納税課☎

︱３７１７

市税などの納期内 納 付
をお願いします

福島市長選挙
立候補予定者説明会
時 月５日㈭午後１時 分
場市役所５階 会議室
内 月 日㈰執行の福島市長選
挙に立候補予定の方への説明会
問選挙管理委員会事務局☎ ︱
３７７７

内マイナンバーカードを利用し
たコンビニ交付サービスは、シ
ステムメンテナンスのため９月
日㈯午前６時 分〜午後 時
まで利用できません。ご理解と
ご協力をお願いします。
問市民課☎ ︱１０２０

コンビニ交付サービス
休止のお知らせ

内井戸水を使用している方で次
の 場 合 は 届 け 出 が 必 要 で す。
❶世帯人数に変更があった場合
❷使用状況（使用開始・休止・
廃 止、 水 道 水 へ の 切 り 替 え な
ど）に変更があった場合
問下水道総務課☎ ︱３７８９

下水道を使用する方へ
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調査にご協力ください
対象世帯に調査員が伺います。
ご回答をお願いします。
❶家計調査
内家計収支の実態を明らかにし、
社会・経済諸政策立案の基礎資
料作成のための調査です。

祉

務先などを調査し財産差し押さ
えなどの滞納処分を行います。
納められない事情がある方は、
必ずご相談ください。
◎口座振替での納付について
市税などの納付は、便利で確
実な口座振替がお勧めです。
※詳しくは市ホームページをご
覧になるか、お問い合わせくだ
さい。
◎納税の猶予制度について
市税は、災害や病気などの理
由で、一度に納めることが困難
であると認められる場合などに
は、原則１年以内の期間で納税
を猶予する制度があります。
※詳しくはご相談ください。
問納税課☎ ︱３７１７

福

障がい児交流事業 無
料

第 回おひさまといっしょに

時９月 日㈰午前 時 分〜午
後２時
（雨天中止） 場児童公園
内レクリエーション、遊具遊び
対障がい児
問障がい福祉課☎ ︱３７４８

ほっとひといき
介護のつどい 

無料

時９月 日㈬ 場保健福祉セン
ター 内物忘れ診断医との懇談
会〜今ある生活を続けるために〜
講福島赤十字病院精神科部長の
ご とうだいすけ
後藤大介さん 定 人程度

❷就業構造基本調査
内 月 １ 日 現 在 で、 国 民 の 就
業・不就業の状態を明らかにし、
就業構造に関する基礎資料を得
るための調査です。
❶❷ 共通
問県・統計課☎ ︱７１４５
市・情報政策課☎ ︱３７７１

今年も実施します
米の全量全袋検査
内消費者の皆さんに安全な福島
県産米を届けるため、今年も県
内で生産される全ての米を対象
に放射性セシウムを検査する
「 全 量 全 袋 検 査 」 を 実 施 し ま す。
市では米を作付けしている方へ
９月中旬に検査用バーコードを
郵送します。バーコードが届か
なかったり不明な点がありまし
たらお問い合わせください。
※作付面積にかかわらず、必ず
検査を受けるようお願いします。
問農業振興室☎ ︱３７２６

市見舞金支給・東日本
大震災義援金配分
内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
︱３７４７
問地域福祉課☎

無料

申電話か❶住所❷氏名❸電話番
号を明記の上、ファクスで
問長寿福祉課☎ ︱５０６４
︱３６７８

認知症サポーター
養成講座 
時 月３日㈫午後２時〜３時 分
場福島赤十字病院 内認知症を
正しく理解し、認知症の方への

見学内容

接し方などを学ぶ。受講者には
“認知症の方を応援します”と
いう意思表示の目印「オレンジ
リング」を差し上げます。
講認知症キャラバン・メイト
定 人（先着順） 持筆記用具
申日本赤十字社福島支部（☎
︱７９９６）まで電話で
︱５０６４
問長寿福祉課☎

申し込みについて

18
☎535−1111㈹

10

11

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 定助成総
額を超える見込みとなった時点
で締め切り 申 月 日㈭まで
に、事前に電話で問い合わせの
上、窓口で
問商業労政課☎ ︱３７２０

暮らし

内保険料は、原則年金からの差
し引きですが、次の方は年金か
ら差し引かれません。送付され
た納入通知書で、金融機関など
（納入通知書記載）の窓口で納
めてください。❶年金額が年額
万円未満の方❷後期高齢者医
療保険料と介護保険料の合計額
が年金額の２分の１を超える方
❸年度の途中で新たに後期高齢
者医療制度に加入された方❹年
度の途中で所得の変更などで保
険料額が変わった方
※保険料の納付は口座振替が便
利です。手続き方法は納入通知
書に記載していますのでご希望
の方は手続きをしてください。
︱３７２４

後期高齢者医療保険料の納め方

国保・年金

内９月 日㈪敬老の日に収集に
当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☎ ︱３７４４

祝日のごみ収集について

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☎
︱３７６５（公園緑地課）

６〜９月は、アメリカシロ
ヒトリの発生時期です

30

内納期限を過ぎても市税などを
納めていただけない場合は、督
促状を送付します。それでも納
めていただけない場合には、勤

申込者多数の場合は、抽選（結果をはがきで通知）。

545

〒960−8601 福島市五老内町3−1

国体記念体育館
☎545−9322
午前８時30分〜
午後８時30分

529

福島市役所
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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

９月11 森合運動公園 ☎557−1511
〜15日 午前８時30分〜午後５時
18歳以上
（24人）

信夫ケ丘競技場
９月11
☎533−2267
〜12日
午前８時30分〜午後５時
小学１〜４年生
（各39人）

申込・問
対象・定員
受講料 申込期間
18歳以上
（30人）
９月11
〜13日
小学１〜４年生
（50人）
60歳以上
９月19
（30人）
〜21日
小学１〜６年生
10月２
２千円
と保護者20組
〜４日

各種スポーツ教室のお知らせ
教室名

521

525

525

525

529

日時
場所
講師
10月３・10・17・31日、
11月７・14日
卓球（全６回）
市卓球協会
午後７時〜８時30分
ジュニア体操Ⅱ
10月11・12・16・18・19・23日
県北体操協会
（全６回）
午後６時〜７時30分
国体記念
10月17・31日、
11月７・14・21・28日 体育館 あらかわ やす こ
健康体操（全６回）
荒川 保子さんほか
午前10時〜11時30分
かん の
ぜんぱち
親子トランポリンⅡ
11月６・８・13・15・20・22日
菅野 善八さん
（全６回）
午後６時〜７時30分
ジュニア陸上
10月３・10・17・24・31日、
11月７日
市陸上競技協会
【火曜コース】
⑤
（全６回）午後６〜７時
信夫ケ丘
きく た
あきひろ
競技場
ジュニア陸上
10月５・11・19・25日、
11月２・９日
菊田 明博さん
【木曜コース】
④
（全６回）午後６〜７時
ナイターテニス②
10月12・19・26日
（予備日11月２日）
市庭球場
市テニス協会
（全３回）
午後６時30分〜８時

※申込者多数の場合、これまでの参加状況を考慮して決定。
申 市民協働課、各支所・学習センターなどに備え付けの申込書（市ホームページからも取得可）
に必要事項を明記の上、市民協働課持参、郵送、ファクスで。または、個人は❶希望コー
ス❷郵便番号❸住所❹氏名❺年齢❻性別❼電話番号❽緊急連絡先❾集合希望場所（市役所
もしくは福島駅西口）、団体は①希望コース②団体名③代表者氏名④団体の活動内容⑤参
加人数⑥責任者の郵便番号、住所、氏名、電話番号、集合・解散場所を明記の上、市民協
働課まではがき、ファクスまたは市ホームページ内メールフォームで
問 市民協働課 ☎563−7488
536−9828

30

30

11

団体
①生涯健康〜生き生きと暮らす〜
時 10月26日㈭（１日コース）
場渡
 利地域包括支援センター、アオウゼ、
パークゴルフ場
②モンドセレクション最高金賞の水を巡る
時 11月14日㈫（１日コース）
場 摺上川ダム、すりかみ浄水場
内 福島市の水道事業の紹介、施設見学
対 市民で構成する各種団体
定 各回１団体。合計２団体
（１団体10〜20人）
料 １人50円（昼食は各団体対応）
申し込み期限／９月22日㈮必着
その他／実 施決定後、傷害保険に加入し
ていただきます。
個人
❶宇宙への扉を開けよう
時 10月13日㈮（１日コース）
場 こ むこむ、浄土平天文台、浄土平ビジ
ターセンター
❷ゴミの減量と資源化へ
時 11月20日㈪（１日コース）
場 あぶくまクリーンセンター、あらかわク
リーンセンター、リサイクルプラザ
対 市内在住の18歳以上の方
定 20人（最少催行人数10人）
料 100円（昼食は各自）
※詳しくはお問い合わせください。
申し込み期限／❶９月22日㈮必着
❷10月31日㈫必着

525

11

10

23

526

30

30

10

525

10

525

30

参加者募集
ふくしま市政見学会

501

30

10

18

573

525

525

11

525

525

525

10

525

24 43
27

18

23

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

