Living information
お知らせ

募 集

トピックス

（仮称）白河市中小企業・小規模
企業振興基本条例に関する

パブリックコメント

「
（仮称）白河市中小企業・小規模

ラウンジ

企業振興基本条例」は、中小企業者お
よび小規模企業者の振興に関する基本
理念などを定めるものです。

りぶらん

この条例に関する素案をまとめまし

たので、市民の皆さんからの意見を募
集します。
◦対象者

市内在住・在勤の方

シリーズ

◦閲覧・意見募集期間

８月２日㈮～９月１日㈰
◦閲覧場所

商工課（市産業プラザ人

材育成センター２階／中田）
子育て

◦閲覧時間 午前８時30分～午後５時

暮らしに役立つ情報をお届けします！

９月17日㈫から11月19日㈫

◦時間

午後７時～９時

までの毎週火曜日（全10回）
◦会場

市産業プラザ人材育成センタ

ー研修室（中田）
◦定員

40人

※先着順
◦受講料

5,000円

◦申込期限 ８月30日㈮

白河ユネスコ協会事務局（本庁舎生涯
学習スポーツ課内）内2383

保健

※詳しくは、市ホームペ
くらしの
情報館

ージをご覧ください。

市の広報紙の点訳などを行うボラン

問商工課☎5910

ヨリミチ
高齢者サロン
（高校生執筆）

第65回 白河市発明展
ものづくりを通して創造力や発明思

想の高揚を図るため、自作の作品を募
集します。
◦申込方法

▷一般（高校生以上）

直接申し込み

▷小中学生 各学校を

通しての申し込み

休日当番医・
無料相談ほか

◦申込期限

８月23日㈮

◦展示会場

東公民館（東釜子）

◦展示期間

９月２日㈪～６日㈮

◦申し込み・問い合わせ先

市長の
手控え帖

商工課☎5910
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◦期日

９月19日㈭から10月24日㈭

◦時間

午前10時～正午

中央老人福祉センタークラブ

室（北中川原）
◦内容

点字の仕組み、点訳ルールの

初歩とパソコンへの入力方法

↗

防衛
大学校

一般

実施します。この調査は、国の農林業
も基本的な調査です。

12月中旬から調査員

結構です。

が農林業関係の方を訪問

贈呈し、ホームページに受賞作品の全

どの記入をお願いします。

受賞者には、賞状の授与と記念品を

し、調査票に経営状態な

には使用されませんので、ご協力をお

でも構いません。

問本庁舎企画政策課

※応募は、個人または団体・学校単位
◦応募方法 郵送のみ

※詳しくは、ホームペー
ジをご覧ください。

◦応募締切 ９月13日㈮ ※消印有効

願いします。

内2329

に提出してください（第２期分からの
振替となります）
。
◦納期限

☎03-5344-1100

れています。まだ受け

に一括納付となります。
問県南地方振興局

防衛医科大学校 ９月５日㈭～30日㈪
10月26日㈯・27日㈰ 郡山市労働福祉会館
医学科
10月19日㈯

県税部☎1517

案 内

ていない場合は、早めにかかりつけの

持参し、注射済票の交付を受けてくだ

８月11日㈷／午後３時から
白河駅前イベント広場

ほか

問しらかわ盆踊り実行委員会（中央公
民館内）☎3810

第20回2019
ふるさと川まつり

大信公民館前駐車場（大信増

☎2111

表郷☎2111

東☎2111

大信

個人事業税の納付
個人事業税は、個人で事業を行って

いる方に課税される県の税金です。

路、消防車などの撮影会（予定）ほか

《市民参加型避難訓練（演劇観賞付き）》
申込書に必要事項を記入のうえ、コ

ミネス窓口へお持ちください。
◦申込期限
◦訓練日時

９月５日㈭

９月21日㈯／午後３時30

分（受付は午後３時から）

※参加者は訓練終了後に、しらかわ演
と

か

劇塾による舞台劇『渡河』を観賞でき

コミネス☎5300

国民年金の手続きにおける
マイナンバーの導入
国民年金の手続きの際、該当する方

の添付が不要になる場合があります。

しらかわ盆踊り、こども踊り、

◦会場

舎地域振興課

マのための災害対策」
、ダンボール迷

ダルライザーショー、しらかわん握手

受けられない場合は、かかりつけの獣
内2165／各庁

よる「ちいさなお子さんをもつパパマ

のマイナンバー（通知）カードを持参

８月24日㈯

問本庁舎環境保全課

白河厚生総合病院付属高等看護学院に

※会場が変更になりました。

◦期日

医師にご相談ください。

市民参加型避難訓練（要申し

込み・下記参照）
、AED使用体験講習、

◦申し込み・問い合わせ先

さい（交付手数料550円が必要です）
。
病気や老齢などの理由で予防注射を

◦内容

ます。

第38回
しらかわ盆踊り大会

付される「狂犬病予防注射証明書」を

11月９日㈯・10日㈰

12月２日㈪

会、令和元年記念もちまき

動物病院で注射を受け、獣医師から交

試験日

９月２日㈪

※税額が１万円以下の場合は、第１期

◦内容

ず受けることが定めら

▷第１期

▷第２期

◦会場

狂犬病予防注射は、

法律により毎年１回必

相談・サービス推進部

口座振替を希望する方は、納税通知

書に同封の口座振替依頼書を金融機関

◦日時

犬の狂犬病予防注射

◦応募・問い合わせ先
日本年金機構

の確認をお願いします。

記入された事項は、統計以外の目的

◦応募資格 中学生以上の方

白河地域事務所☎0372

受付期間

農林水産省では、令和２年２月１日

・農山村地域の実態を明らかにする最

試験会場
防衛大学校
９月28日㈯・29日㈰
（神奈川県横須賀市）
９月５日㈭～９日㈪
仙台駐屯地
総合
９月28日㈯
選抜
（仙台市）
推薦
試験

2020年農林業センサス
を実施します

を募集しています。公的年金の大切さ、

※詳しくは、お問い合わせください。
種別

い。口座振替を利用の方は、預金残高

現在で「2020年農林業センサス」を

◦応募資格 高卒（見込みを含む）以上21歳未満の男女
問自衛隊福島地方協力本部

ますので、納期限までに納めてくださ

日本年金機構では、公的年金との関

防衛大学校等入学試験

同看護学科

2019. ８（Ｒ1)

「わたしと年金」エッセイ

文などを掲載します。

点訳ボランティア
養成講座（無料）

◦会場

内2714

公的年金についての考えなど、何でも

◦申し込み・問い合わせ先

までの毎週木曜日（全６回）

してください。

本庁舎社会福祉課

８月９日付けで納税通知書を送付し

お願い

◦申し込み・問い合わせ先

自身や身近な方と公的年金との関わり、

名・電話番号を明記のうえ、持参・郵
送・FAX・Eメールのいずれかで提出

※先着順

わりを描いたエッセイ「わたしと年金」

ティアを養成する入門講座です。

任意様式に住所・氏

15人

◦申込期限 ９月12日㈭

◦期日

15分（土・日・祝日は除く）
◦意見提出方法

◦定員

白河ユネスコ協会
第39回 白河英会話教室

くらしの情報館

◦時間
見）

※小雨決行

午前10時～午後８時

◦内容

大信こだま太鼓演奏、大信名

種屋台

ほか

すると、住民票（除票）・所得証明書

詳しくは、お問い合わせください。

問本庁舎国保年金課

内2174

国民年金保険料の後払い
（追納）
国民年金保険料の免除（全額・一部）

・納付猶予・学生納付特例の承認を受
けた期間がある場合は、保険料を全額
納めたときよりも老齢基礎年金の受給
額が少なくなります。

納めるべき月から10年以内であれ

物石引きレース、ステージショー、各

ば、さかのぼって納付することで、受

問大信庁舎事業課☎3973

承認を受けた期間の翌年度から起算し

エマージェンシー
トレーニング in コミネス
◦日時

９月21日㈯／午前10時から

給額を増やせます。なお、免除などの
て３年度目以降の納付には、当時の保
険料額に一定の加算額が上乗せされま

すので、お早めの納付をお勧めします。
問白河年金事務所☎4161

広報しらかわ
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Living information
お知らせ

案 内

トピックス

農地の権利移動と転用の
手続き
《事前にご相談ください》

ラウンジ

農地や採草放牧地を所有している方

が次のいずれかを行うときは、農業委

暮らしに役立つ情報をお届けします！
事務局（本庁舎農政課内）

るために国が行う試験で、合格者には

◦結果通知 １週間以内に分析結果を

◦受験資格 ①から④までのいずれか

◦費用

１検体につき3,500円（税込）

郵送します。

問本庁舎農政課（８月下旬に表郷庁舎
へ移転します）内2224

下水道排水設備工事
責任技術者資格認定試験

りぶらん

員会への手続きが必要です。手続きを

◦期日・会場

で、余裕を持って申請してください。

ンター多目的ホール（郡山市）

完了するまでに一定期間を要しますの
♢耕作するために農地を売買・贈与・
貸借するとき【農地法第３条】

▷講習会 10月３日㈭／県農業総合セ
▷試験 11月17日㈰／日本大学工学部
（郡山市）

シリーズ

♢自分の農地を農地以外に利用（転用） ◦申込期限 ８月30日㈮
するとき【農地法第４条】

♢農地を売買したり、貸借して農地以
外に利用（転用）するとき【農地法第

子育て

５条】

《完了報告書をお忘れなく》

農地法第４条および第５条の許可に

保健

対する工事が完了したときは、農業委

員会に完了報告書を提出してください。
問本庁舎農業委員会事務局（８月下旬
に表郷庁舎へ移転します）内2241

くらしの
情報館

土壌分析装置の利用

ヨリミチ
高齢者サロン
（高校生執筆）

白河市認定農業者協議会では、おい

しい農作物作りの一助となるよう、土
壌分析装置を導入しました。農作物の
生育に必要な６種類の土壌成分を測定
し、栽培作物に適した肥料の種類や施
肥量を提案します。

分析を希望する方は、事前にお問い

合わせください。

休日当番医・
無料相談ほか

◦対象者

次の条件を満たす方

①市内で農作物を栽培している方（専
業・兼業は問いません）

②市内に住所を有し、前年度の市民税

市長の
手控え帖

を完納している方
◦受付場所
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2019. ８（Ｒ1)

高等学校の入学資格が与えられます。
に該当する方

各3,000円

問下水道課（白河都市環境センター内
／本沼）☎0910

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験

実施します。受験方法など、詳しくは

和２年３月31日までに満15歳以上に

◦試験日

就学義務猶予免除者であった方で、令
なる方

②保護者が就学させる義務の猶予また
は免除を受けず、令和２年３月31日ま

でに満15歳に達する方で、その年度末

までに中学校を卒業できないと見込ま
れることについて、やむを得ない事由
があると文部科学大臣が認めた方

③令和２年３月31日までに満16歳以
を除く）

④日本国籍を有しない方で、令和２年
３月31日までに満15歳以上になる方
◦試験日

10月24日㈭

◦試験科目 国語・社会・数学・理科
・外国語（英語）

病気など、やむを得ない事由により、 ◦受験案内配布 ９月６日㈮まで

保護者が義務教育諸学校に就学させる

※県教育委員会・文部科学省で配布

「就学義務猶予免除者」という）など

８月19日㈪～９月６日㈮ ※消印有効

義務を猶予または免除された子（以下
を対象に、中学校を卒業した者と同等
以上の学力があるかどうかを認定す↗

労働安全衛生法に基づく免許試験を

①就学義務猶予免除者である、または

※申込書などは下水道課で配布します。 上になる方（①および④に該当する方
◦手数料

2019年度 出張特別試験

◦願書受付

問文部科学省総合教育政策局

お問い合わせください。
◦会場

11月10日㈰

日本大学工学部（郡山市）

◦試験の種類

一級・二級ボイラー技

士、クレーン・デリック運転士（クレ

ーン限定）、移動式クレーン運転士、
第一種・第二種衛生管理者
◦受付期間

９月２日㈪～６日㈮

※郵送は、９月13日㈮の消印有効
問東北安全衛生技術センター
☎0223-23-3181

出張ハローワーク！ひとり親
全力サポートキャンペーン
ひとり親の方を対象に、ハローワー

ク白河の担当者が出張相談を行います。
◦日時

８月２日㈮・９日㈮／午前９

問ハローワーク白河
部門☎1256

求人・専門援助

宅建協会白河支部
第36回福島県不動産フェア
県南地域の不動産物件の展示や、空

き家の無料相談を行います。

来場者にボールペンや風船をプレゼ

ントするほか、お楽しみ抽選会も行い
ます。ダルライザーもやってきます！
◦期日

９月８日㈰

◦会場

白河商工会議所１階会議室

◦時間

午前10時～午後５時

（道場小路）

市産業プラザ人材育成センタ

ー１階会議室（中田）
◦相談内容

相続関係、土地問題、申

請取り次ぎ（外国人受け入れ支援）、
食品事業者を対象としたHACCP（ハ
サップ）に基づく衛生管理制度など
◦対応行政書士

５人

問福島県行政書士会県南支部

☎090-4639-7185

さ とう

佐藤

まちかど
地域猫相談会

問（公社）福島県宅地建物取引業協会

◦期日

８月23日㈮

金曜日／午前10時～午後４時）

◦会場

市立図書館りぶらん地域交流

白河支部☎1331（祝日を除く月～

行政書士会県南支部
無料相談会
相談内容の秘密保持に十分配慮しま

す。市民の方以外でも相談可能です。

◦会場

◦時間

市役所本庁舎１階ロビー

◦会場

お気軽にお立ち寄りください。

時30分～11時30分、８月23日㈮・
30日㈮／午後１時30分～３時30分

くらしの情報館

◦期日

９月14日㈯

午前10時～午後３時

◦時間
会議室

◦内容

午前10時～11時

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

生涯学

習推進課☎03-5253-4111（内3267）

９月市議会定例会の日程（予定）
本会議・委員会は、どなたでも傍聴できます。

◦時間・会場

問議会事務局

午前10時から／表郷庁舎３階 議場棟
内2412

期日
９/10㈫

◀議会中継・
動画配信は
こちらから

内容
定例会開会

17㈫

一般質問・上程議案に対する質疑、請願陳情委員会付託

18㈬

一般質問・上程議案に対する質疑

19㈭

一般質問・上程議案に対する質疑、委員会付託

20㈮

常任委員会

25㈬

定例会閉会

広報しらかわ

2019. ８（Ｒ1)

18

暮らしに役立つ情報をお届けします！
◦申込期間

まちかど
とも

境内と墓地に千灯のろうそくを灯し

て先祖供養を行います。
８月13日㈫

◦時間

※午後８時30分頃まで点灯します。

《鉄道模型運転会》

８月24日㈯／午後１時～６時、

25日㈰／午前９時～午後２時

※24日㈯午後１時から、開通式・テー
プカットを行います。
◦会場

大統寺本堂・境内（馬町）

問大統寺☎2723

◦会場

市立図書館りぶらん地域交流
▷演題①「協力隊の状況と二

本松訓練所の教育」 ▷講師 （独）国
際協力機構（JICA）二本松青年海外協
とみ やす せい じ

▷演題②「帰国報告」 ▷講師
ニカ共和国派遣
◦入場料

500円

にし ま

き あきら

西間木暁氏

ドミ

問（公財）立教志塾☎1427

スポーツ教室
《一般男女・親子バドミントン教室》
◦期日

９月11日・18日・25日、10月

◦時間

午後７時～９時

２日・９日／水曜日
◦対象

《体験活動実践セミナー》

キャンプファイヤーの体験プログラ

ムを通して、体験活動に関する考え方
や技術の習得を目指します。
◦期日
◦対象

８月23日㈮～24日㈯（１泊）

教育指導者（18歳以上）
◦定員

30人程度

2,500円

小学生以上・一般男女12人

全国体験活動指導者認定制度「NEAL

リーダー」の資格を取得します。全日
程を修了した方は、当施設でボランテ
ィアとしても活動できます。
◦期日
◦対象

９月14日㈯～16日㈷（２泊）
18歳以上の方

◦参加費

4,320円

◦申込期間 ９月１日㈰まで

《第２回なすかしの森ファミリーチャレ

ンジ ～キャンプ×パラスポーツ！～》
◦期日
◦対象

９月28日㈯～29日㈰（１泊）
幼児または小中学生の子ども

を含む家族
◦内容

小峰城歴史館
郭内1-73

☎24-5050

開館時間 9:00～17:00
休館日 月曜日 ※8/13は開館
入館料 一般300円（250円）
小中高生・障がい者100円
（50円） ※（ ）は団体料金

※８月９日㈮まで、展示室１（小峰城
ガイダンス展示・VRシアター）のみ
の開室となります。
◦展示内容／会期

♢特別企画展「白河藩主 七家二十一代」
♢８月10日㈯～10月14日㈷

学校教員、教員を目指す学生、 ※特別企画展開催期間のみ、午後５時

スポーツ少年団や子ども会など青少年

ボランティア養成研修》

午後６時30分から

力隊訓練所所長 富安誠司氏

入力のうえ、お申し込み

◦申込期間 ８月11日㈷まで

８月28日㈬

◦内容

みフォームに必要事項を

《自然体験活動指導者（NEAL）＆

◦期日

会議室

ホームページの申し込

◦参加費

立教志塾定例研修会
◦時間

国立那須甲子青少年自然
の家 イベント案内

ください。

午後５時30分頃から

◦日時

施 設

☎8655

だいとう じ

◦期日

８月28日㈬～９月４日㈬

問ＮＰＯ法人白河市体育協会事務局

大統寺の
臨時夏休み寺子屋（無料）
《千灯供養会》

くらしの情報館

アウトドアクッ

キング・キャンプファイ

ヤー・パラスポーツ体験など

◦申込期間 ８月１日㈭～31日㈯
問国立那須甲子青少年自然の家
☎2331

まで開館します。

※詳しくは、２ページをご覧ください。

《臨時休館のお知らせ》

♢８月４日㈰／正午から

※白河関まつり設営作業のため

♢８月９日㈮／正午～10日㈯／正午
※特別企画展オープン準備のため

中山義秀記念文学館
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

◦展示内容／会期
♢テーマ展

「初公開史料展－義秀の手紙－」
♢９月23日㈷まで

総合運動公園市民プール
北中川原30

☎22-8971

営業期間が変更になりました。

◦期間

８月19日㈪まで

※８月24日㈯・25日㈰は営業しません。
※期間中、雨天および水温が高くなっ

た場合は、休業とすることがあります。
◦お願い

利用の際は、必ず水泳帽子

を着用ください。

広報しらかわ
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