Living information

暮らしに役立つ情報をお届けします！

お知らせ

募 集

お願い

トピックス

春の山火事予防運動

まほろんボランティア

ラウンジ

2019年度のボランティア新規登
録説明会を開催します。

りぶらん

◦期日
◦時間
◦会場

３月16日㈯
午後１時から
まほろん（白坂）

シリーズ

◦対象 2019年４月１日現在、満
16歳以上で無償の活動ができる方
（高校生可）

子育て

◦活動内容 まほろんで文化財に親
しみながら、学習成果をいかした活
動（展示案内や行事・体験活動など
のサポート）を行います。
問県文化財センター白河館まほろん
☎0700

保健

福島地方裁判所
裁判員制度キャッチコピー

くらしの
情報館
美と健康
コミネス

◦応募方法 最寄りの裁判所に備え
置きの応募用紙（福島地裁ウェブサ
イトでダウンロードも可能）に記載
して、次により応募してください。
▷FAX 024-533-4713
▷郵送 〒960-8512 福島市花園
町５番38号 福島地方裁判所「キ
ャッチコピー募集」係まで
▷持参 最寄りの裁判所の総務課ま
たは庶務課窓口にお持ちください。

休日当番医・
無料相談ほか

◦応募期限 ３月29日㈮必着
◦審査・発表 優秀作品の発表およ

３月から４月にかけては、空気が
乾燥し山火事が発生しやすくなりま
す。山に入る場合は、山火事から大
切な森林を守るため、火の取り扱い
に十分注意してください。
強風や乾燥注意報が出ている時に
は、たき火をしないようにお願いし
ます。
問本庁舎農林整備課

内2228

ごみの適正な分別と排出
ごみ集積所は、利用する地域単位
での管理となっていて、違反ごみが
出されると、管理をする方に多大な
迷惑が掛かります。
違反ごみをなくし、市民の皆さん
が気持ち良く利用できるよう、また、
環境保全のためにも、ごみの適正な
「分別」と「排出」にご協力をお願
いします。
《ごみの出し方》
ごみは指定袋に入れて収集日の午
前８時30分までに、指定の集積所
に出してください。
粗大ごみは、クリーンセンターに
自己搬入するか戸別収集により処分
してください。
《集積所に出せないごみ》

市長の
手控え帖

び表彰は、５月頃を予定しています。
法律で、次のごみは集積所に出す
受賞者への個別連絡のほか、福島地
ことができません（細かく砕いても
裁ウェブサイトで発表します。
回収できません）。それぞれの処分
問福島地方裁判所事務局総務課
方法に従い、正しく処分してくださ
☎024-534-2194
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◦テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・エアコ
ン・洗濯機・衣類乾燥機
処分の際にはリサイクル券が必要
となります。郵便局でリサイクル券
を購入のうえ、自己搬入または戸別
収集により処分してください。
◦農薬の空容器
家庭菜園やガーデニングなどで使
用した農薬の空容器は、本庁舎環境
保全課または各庁舎地域振興課で無
料回収しています。

キャップや容器をしっかりと洗浄
したうえで、持参してください。
《平成31年度ごみ収集カレンダー》
ごみの収集日や分別の方法が分か
る「ごみ収集カレンダー」を町内会
を通じて各家庭へ配布しています。
同カレンダーは、市ホームページ

に掲載しているほか、本庁舎環境保
全課・各庁舎地域振興課（表郷☎
2112 大信☎2113 東☎
2112）にもありますので、必要な
方は各窓口にお越しください。
問本庁舎環境保全課 内2165

案 内

供用開始区域の縦覧
４月１日から公共下水道が供用開
始になる区域の縦覧を行います。
◦縦覧期間 ３月15日㈮～29日㈮
／午前８時30分～午後５時15分
※平日のみ

◦場所 本庁舎下水道課
◦対象区域 影鬼越、西三坂、東三
坂山、西小丸山、飯沢の一部
問本庁舎下水道課 内2234

井戸水をご利用の皆さんへ
下水道（公共下水道・農業集落排

水）および市町村設置型浄化槽を使
用している方で、井戸水を使用（井
戸水と水道水の併用を含む）してい
る方は、世帯の人数が使用料金算定
の基準となります。出生や転出入な
どで世帯人数が変わった場合は「世
帯人員異動届」の提出が必要ですの
で、速やかにご連絡ください。
なお、現在の算定人数は検針票で
ご確認ください。
問本庁舎下水道課

内2234

確定申告・納付期限
《確定申告・納付はお済みですか》
平成30年分所得税等の申告・納
付期限は、次のとおりです。
◦所得税および復興特別所得税・贈
与税 ３月15日㈮
◦個人事業者の消費税および地方消
費税 ４月１日㈪
《振替納税を利用した場合の振替日》
平成30年分所得税等の振替日は、
次のとおりです。
◦所得税および復興特別所得税
４月22日㈪
◦消費税および地方消費税
４月24日㈬
問白河税務署☎7111

か判断できるように、縦覧帳簿を閲
覧できる制度です。
◦期間 ４月１日㈪～５月７日㈫／
午前８時30分～午後５時15分
※平日のみ
◦縦覧できる方
▷市内の土地や家屋に対して固定資
産税が課税されている納税者

認することにより、自ら所有してい
る土地や家屋の評価額が適正である

◦申し込み・問い合わせ先 本庁舎
高齢福祉課 内2722／各庁舎地域
振興課 表郷☎2114
2114 東☎2116

大信☎

国家公務員採用試験
人事院では、国家公務員採用総合

▷代理人（委任状が必要）
▷法人の社員（委任状が必要）
※窓口で本人確認をさせていただき
ます。

職試験（院卒者試験・大卒程度試験）
および一般職試験（大卒程度試験）
を実施します。
お申し込みは、イン

▷家屋価格等縦覧帳簿
※土地のみを所有している方は家屋
の帳簿は閲覧できません。同様に家
屋のみを所有している方は土地の帳

《総合職（院卒・大卒）》
◦受付期間 ３月29日㈮／午前９
時～４月８日㈪ ※受信有効
《一般職（大卒）》

◦縦覧できる帳簿
▷土地価格等縦覧帳簿

簿は閲覧できません。
◦手数料 無料
問本庁舎税務課 内2131

ふれあいパスの更新
高齢の方や障がいのある方などに
交付している「白河市ふれあいパス」
の有効期限は、３月31日㈰です。
引き続き「ふれあいパス」で、こ
みねっと（市循環バス）・表郷地域
巡回バス・大信地域自主運行バス・
東地域巡回バスを利用する方は、更
新手続きをしてください。

固定資産税の縦覧制度
縦覧制度とは、納税者が市内に所
在する他の土地や家屋の評価額を確

くらしの情報館

◦更新に必要なもの 利用中のふれ
あいパス、健康保険証など本人確認
ができるもの（障がいのある方は手
帳など）

ターネットから行って
ください。

◦受付期間 ４月５日㈮／午前９時
～17日㈬ ※受信有効
問人事院東北事務局 第二課試験係
☎022-221-2022／ホームページ
http://www.jinji.go.jp/saiyo/
saiyo.htm

労働基準監督官採用試験
◦採用予定数 ▷労働基準監督官Ａ
（法文系）約200人 ▷労働基準監
督官Ｂ（理工系）約60人
◦インターネット受付期間
３月29日㈮／午前９時～４月10日
㈬ ※受信有効／申込専用アドレス
http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html
※受験資格など詳しく
は、ホームページをご
覧ください。
問福島労働局総務課人事係
☎024-536-4617
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案 内

暮らしに役立つ情報をお届けします！

特定疾患見舞金

◦内容
こと

不動産の価格などに関する

問同協会事務局☎024-931-4360

トピックス
ラウンジ
りぶらん

市内にお住まいの特定疾患患者、
指定難病患者、小児慢性特定疾病患
第１回産学連携講演会
肢体不自由者巡回相談会
者の方と人工透析を受けている方に、
年額１万円の見舞金を支給します。
さまざまな分野でAIなどの技術
◦期日 ４月15日㈪
革新が本格的に普及し始めました。 ◦申請期間 ４月１日㈪～2020年
◦時間 午後１時～３時
３月31日㈫
ITの現状をわかりやすく学び、産業
◦会場 中央老人福祉センター（北
の今後を考える講演会を開催します。 ◦必要なもの 印鑑・特定疾患医療
中川原）
等の受給者証・本人または保護者名
◦期日 ３月18日㈪
◦内容 義肢など補装具の処方、診
義の預金通帳
◦時間 午後２時～３時30分
察および医療相談
問本庁舎社会福祉課 内2714／各
◦会場 鹿島ガーデンヴィラ（北中
◦担当医師 白河厚生総合病院副院

シリーズ

川原）
◦内容

▷演題「人工知能AIによ

子育て
保健

る地域創生、期待されるイノベーシ
ョン」 ▷講師 茨城大学大学院教
すず き とも や
授 鈴木智也氏
◦定員 30人 ※先着順
◦参加費 無料
◦申込期限 ３月11日㈪
◦申し込み・問い合わせ先 本庁舎
商工課 内2247

くらしの
情報館

介護支援いきいき長寿
ポイントの付与と活用

美と健康

いきいき長寿ポイント事業に登録
している方を対象に、平成30年度
中にたまったスタンプの「ポイント
付与」および付与されたポイントを
換金する「活用の申し出」の受け付

コミネス
休日当番医・
無料相談ほか

けを行います。忘れずにお手続きく
ださい。
◦受付期間 ４月１日㈪～５月31
日㈮／午前８時30分～午後５時15

分 ※平日のみ
◦手続方法 ポイント手帳・印鑑・

市長の
手控え帖

振込先の通帳を持参のうえ、市社会
福祉協議会でお手続きください。
問市社会福祉協議会☎1159
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庁舎地域振興課 表郷☎2114
大信☎2114 東☎2116

世界自閉症啓発デー
～小峰城ブルーライトアップ～
「白河市手をつ
なぐ親の会」では
自閉症や発達障が
いへの理解を広め
るキャンペーンの
一環として、小峰
城をブルーにライ
トアップします。ぜひご覧ください。
◦期日 ４月２日㈫
◦時間 午後６時～10時
問本庁舎社会福祉課 内2714

不動産鑑定士による
無料相談会
（公社）福島県不動産鑑定士協会
では、市民の方を対象に同協会所属
の不動産鑑定士による無料相談会を
開催します。
◦期日 ４月６日㈯

◦時間 午前10時～午後３時
◦会場 市立図書館りぶらん地域交
流会議室

すず き みき お

長兼手術部部長 鈴木幹夫氏
◦持参品 身体障がい者手帳（お持
ちの方）および印鑑
◦申込期限 ４月５日㈮
問本庁舎社会福祉課 内2715

春のぐるり白河文化遺産
ツアー
《ツアー》
古地図を見ながら城下町を巡るツ
アーを開催します。
◦期日 ４月13日㈯
◦時間 午前９時～正午
◦テーマ 「古地図で巡る城下町」
◦定員 40人 ※先着順
◦参加費 300円
※資料代として別途500円
《歩いてスタンプラリー》
名所や寺院を巡るスタンプラリー
を開催します。
◦期間 ４月13日㈯～22日㈪
◦時間
◦内容

午前10時～午後３時
すべてのスタンプを集めた

方に賞品をプレゼント
※なくなり次第終了
◦申し込み・問い合わせ先 本庁舎
まちづくり推進課 内2746

なりすまし詐欺に注意
最近、県内で「警察官や病院職員

を名のる不審電話」や「『特定消費
料金未納に関する訴訟最終告知のお
知らせ』と題するはがき」など、な
りすまし詐欺の予兆と思われる相談
が多く寄せられています。
また、自宅を訪れた犯人にキャッ

シュカードなどをすり替えられ、盗
まれる被害も発生しています。
これらの被害に遭わないために、
次のことなどにご注意ください。
▷相手が警察官など
を名のる場合は、一
旦電話を切り、正し
い電話番号を調べて
かけ直す。

▷絶対に他人にキャッシュカードを
渡したり、暗証番号を教えたりしな
い。
▷身に覚えのない請求やお金を要求
する話が出たら「詐欺」を疑い、家
族や警察に相談する。
問白河警察署☎0110

国民年金基金制度
▷国民年金基金は、
自営業の方やその
家族、学生などの
国民年金の第１号
被保険者の方々が

ゆとりある老後を
過ごせるよう、国民年金に上乗せす
る公的な年金制度で、65歳から生
涯受け取ることができる終身年金で
す。
▷加入できる方は、国民年金に加入

している20歳以上60歳未満の方お
よび60歳以上65歳未満の国民年金
に任意加入している方です。
▷掛金は金額が課税所得から控除で

くらしの情報館
ざ ぜん

こども坐禅会
◦期日
◦時間
◦会場

３月29日㈮
午前11時～午後１時
だいとう じ
大統寺本堂（馬町）

きるので、所得税と住民税が軽減さ
れます。受け取る年金も公的年金等
控除の対象になりますので、税制面

◦対象

掛け捨てになりません（一部の年金
タイプを除く）。遺族一時金は全額
非課税です。

でお申し込みください。
問大統寺☎2723／ＦＡＸ3731
／Ｅメールsoutetsu7@ybb.ne.jp

小・中学生

で優遇されます。
◦定員 30人 ※先着順
▷万が一早期に亡くなったとき、家
◦参加費 無料
族に遺族一時金が支払われますので、 ◦申込方法 電話・ＦＡＸ・Ｅメール

▷加入した時に確定した掛金額と年
金額は変わりません。※ご加入時の
内容でお支払いした場合
▷ご加入いただいた後も掛金の額を
増減できます。
問福島県国民年金基金
☎0120-65-4192／ホームページ
http://www.fnpf.or.jp/

まちかど

第13回地域猫相談会
◦期日 ３月29日㈮
◦時間 午前10時～11時
◦会場 市立図書館りぶらん地域交
流会議室
◦内容 野良猫のお
世話をしている、猫
のふん尿で迷惑して

いる、などの相談会
です。
※保護・引き取りの相談はお断りし
ます。
はなさと く ら ぶ
問ＮＰＯ法人白河花里倶楽部
☎090-4040-1797

ふれあい農園
白河実業高校で

は市内在住の方を
対象に、農場の一
部を開放し「ふれ
あい農園」を開園
します。
種まきから収穫まで、野菜を作っ
てみませんか。
◦期日 ４月19日、５月10日、９
月６日、11月15日／金曜日
◦時間 午後１時50分～３時20分
◦講師 農業科の生徒と教師
◦参加費 2,000円
◦定員 16グループ（定員を超え
た場合は抽選）
◦申込期限 ３月29日㈮必着
◦申込方法 住所・氏名・性別・年
齢・電話番号・簡単な応募理由を記

入のうえ、はがきまたはFAXでお
申し込みください。
◦申し込み・問い合わせ先
白河実業高校開放講座係☎1176
／ FAX2781／〒961-0822白河
市瀬戸原6-1
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暮らしに役立つ情報をお届けします！

まちかど
市民天体観望会
◦期日 ３月17日㈰
◦時間 午後６時30分～８時
※曇りや雨の場合は中止

◦会場 白河駅前イベント広場駐車
場（駅交番西側）
◦内容 月と火星
を見よう。オリオ
ン座大星雲や星団
の観察。
◦参加費 無料
問白河天文同好会

☎090-6785-2503

ランプマルシェ
◦期日

４月14日㈰

◦時間 午前10時30分～午後４時
◦会場 南湖公園内（魔法のランプ
＆ Lamp Cafe敷地内）

◦入場料 無料
問同実行委員会（魔法のランプ内）
☎0727

お ぐら

関山山開き

大信公民館

大信増見字北田58

配付）
や豚汁の無料提供を行います。
ね もと
問関山山開き実行委員会 根本
☎3497

☎24-5050

※館内工事のため休館中

開館時間 9:00～16:00
休館日 月曜日

◦展示内容

♢平常展示「白河の歴史と文化」
◦展示内容／会期
♢コーナー展示「近代の作家たち」
※入館無料

《大信書道クラブ作品展》
◦期間 ３月５日㈫～28日㈭
※日曜日・祝日を除く

なかやま

◦催し 山頂では、数量500個限定
で記念守札の贈呈
（受付で整理券を

郭内1-73

☎46-2511

ぎ しゅう

中山義秀記念文学館

◦期日 ３月31日㈰
◦受付時間・場所 午前８時～９時
／関辺市民体育館
◦駐車場 関辺小隣接地

白河集古苑

♢３月５日㈫から

◦時間 午前８時30分～午後７時
◦内容 公民館クラブ教室生による
作品展示

関山（標高619ｍ）の山開きが行
すずり い し
われます。集合場所から硯石・内松
登山口まで無料送迎バス（45人限
定）を運行します。

◦会場 １階ギャラリー
◦入場料 無料

◦内容 ゴスペルコンサートのほか、 （再オープンは平成31年４月予定）
県内外から飲食店やハンドメイド雑
歴史民俗資料館
貨、占いなど20店舗が集まります。
中田7-1 ☎27-2310

施 設

小椋

※17日は午後４時まで

大信町屋字沢田25

☎46-3614

開館時間 10:00～18:00
※土・日・祝日は17:00まで
休館日 月曜日、祝日の翌日

は

せ

べ えいいち

はち

りん ご

長谷部英一 「鉢に林檎」
（白河市歴史民俗資料館蔵）

白河関の森公園
旗宿白河内7-2

☎32-2921

◦展示内容／会期
♢テーマ展「小説原稿にみる義秀の
書風変遷」
♢３月15日㈮～５月26日㈰

マイタウン白河
本町2

☎31-7595

《第18回白河写真クラブ写真展》
◦期間
◦時間

３月15日㈮～17日㈰
午前10時～午後５時

《かたくりまつり》
◦期日 ４月６日㈯・７日㈰
◦時間 午前10時～午後３時

問旗宿まつり実行委員会（白河観光
物産協会内）☎1147

広報しらかわ

2019. ３（H31)
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