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陸上自衛隊
予備自衛官補

ラウンジ

予備自衛官補とは、
自衛官としての勤務歴

りぶらん

がない方を予備の自衛
官として任用するもの
です。

シリーズ

受付期間 ４月10日㈮まで
試験日 ４月18日㈯〜22日㈬の
うち指定された１日

子育て

受験資格
▷一般 18歳以上34歳未満の方
▷技能 ①衛生・語学・情報処理・
通信・電気・建設などに関する国家

暮らしに役立つ情報をお届けします！
験活動などのサポート）。
※ボランティア保険に加入します。
県文化財センター白河館まほろん
☎㉑0700

「にっぽん縦断こころ旅」
エピソードお手紙
NHK BSプ レ

ミアムで放送予
定の『にっぽん
縦断こころ旅
（2020年 春 の

保健
くらしの
情報館
ヨリミチ
高齢者サロン
︵高校生執筆︶
休日当番医・
無料相談ほか

会場
対象

まほろん（白坂）
令和２年４月１日現在16

市長の
手控え帖

歳以上で、無償の活動ができる方
※高校生可
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
動を行います（展示案内や行事・体
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※県内で撮影した旅は、５月18日㈪
から22日㈮に放送予定です。
NHKふれあいセンター
☎0570-066-066

お願い
窓口での本人確認に
ご協力ください

旅）
』では、みな
さんからの「忘

れられない場所
・風景」にまつ
（写真提供NHK）
わるエピソードを募集します。
寄せられたお手紙をもとに、旅人
資格等を有する方
火野正平さんが三重県をスタートし、
太平洋側を北上して夏の北海道を目
②18歳以上53歳未満もしくは55歳
指します。
未満の方（資格により異なります）
応募期限 ４月６日㈪必着
※詳しくは、お問い合わせください。
応募内容 住所、氏名、電話番号、
自衛隊福島地方協力本部 白河地
性別、年齢、思い出の場所・風景に
域事務所☎㉔0372
まつわるエピソード
まほろんボランティア
応募方法 ▷番組ホームページ
登録説明会
↗
http://nhk.jp/kokorotabi
まほろんでは、令和
２年度のボランティア
新規登録説明会を開催
します。
期日 ３月14日㈯
時間 午前11時から

▷郵送 〒150-8001 NHK「こころ
旅」係 ▷FAX 03-3465-1327

市民課など
の窓口では、

第三者による
不正な届け出
や各種証明書の不正請求を防止する
ため、届出者や請求者（代理人を含

む）の本人確認を行っています。
本人確認の方法
官公署が発行した顔写真付き身分証
明書（運転免許証・マイナンバーカ
ードなど）を提示してください。こ
れらがない方は、健康保険証や診察
券など２点を提示してください。
※代理人の場合は委任状が必要です。
本庁舎市民課 内2151

国家公務員採用試験
試験名
総合職

インターネット申込受付期間（受信有効） 第１次試験日
３月27日㈮／午前９時〜４月６日㈪

４月26日㈰

一般職（大卒程度）

４月３日㈮／午前９時〜４月15日㈬

６月14日㈰

一般職（高卒者）

６月22日㈪／午前９時〜７月１日㈬

９月６日㈰

（院卒者・大卒程度）

申込方法や受験資格など詳しくは、ホームページをご覧になる
か、お問い合わせください。
人事院東北事務局☎022-221-2022

春の山火事予防運動

届け出に必要なもの
運転免許証など顔写真付きの身分証

必要なもの 印鑑・特定疾患医療
等いずれかの受給者証・本人または

持ちの方は、必ずご持参ください。
届け出先 本庁舎市民課・各庁舎
地域振興課・各行政センター

庁舎地域振興課 表郷☎㉜2114
大信☎㊻2114 東☎㉞2116

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

明書１点または健康保険証および診
察券など２点
※マイナンバー（通知）カードをお

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

受付時間 午前８時30分〜午後
５時15分／平日のみ
※休日窓口では手続きできませんの

す。山に入る際は、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。

いします。
農林整備課（表郷庁舎内）
内2229

案

内

引っ越したら
住民票を移しましょう

転勤や就職・進学などで住所が変
わる場合には、住所異動の届け出が
必要です。
市外への転出
引っ越し前に転出届け出を行い、転
出証明書を受け取ったうえで、引っ
越し先の市区町村で転入の手続きを
してください。
市外からの転入
引っ越し前の市区町村から受け取っ
た転出証明書を添えて、引っ越した
日から14日以内に転入の手続きを
してください。
届け出義務者 本人または世帯主
・親権者・代理人（要委任状）

くらしの情報館

で、ご注意ください。
本庁舎市民課 内2151

肢体不自由者巡回相談会
参加を希望する方は、

４月３日㈮までにお申
し込みください。
日時 ４月13日㈪／
午後１時〜３時
会場 中央老人福祉センター（北
中川原）
内容 義肢などの補装具の処方、
診察および医療相談
担当医師 白河厚生総合病院副院
長兼手術部長兼医療福祉連携部長
鈴木幹夫氏
申し込み・問い合わせ先
本庁舎社会福祉課 内2715

特定疾患患者見舞金

保護者名義の預金通帳
※詳しくは、お問い合わせください。
本庁舎社会福祉課 内2714／各

就学のため転出する
国保被保険者の方へ
国民健康保険の被保険者が就学の

ため市外に転出する時は、特例によ
り学生用の被保険者証（マル学被保
険者証）を交付します。
マル学被保険者証の交付を受ける
ことで、転出先の市区町村の国民健
康保険に加入する必要がなくなりま

す。また、国保税はこれまでどおり
転出前の世帯主に課税されます。
交付を希望する方は、在学証明書
（原本）と被保険者証を持参し、届
け出をお願いします。
詳しくは、お問い合わせください。
本庁舎国保年金課 内2172

専業主婦（主夫）の
年金手続き
厚生年金などの加入者に扶養され
ている配偶者（第３号被保険者）は、
加入者の退職や自身の所得の増加に
より扶養から外れた場合、第３号被
保険者から第１号被保険者への切り

替え手続きが必要です。
市内にお住まいの特定疾患・指定
過去に２年以上この手続きが遅れ
難病・小児慢性特定疾病の患者の方、 たことがある方は「特定期間該当届」
慢性じん疾患により人工透析を受け
を提出することで、時効となった未
ている方に、年額１万円の見舞金を
納期間を年金を受け取るために必要
支給します。
な受給資格期間に算入できます。
申請期間 ４月１日㈬〜令和３年
本庁舎国保年金課 内2174／白
３月31日㈬

河年金事務所☎㉗4161
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供用開始区域の縦覧

ラウンジ

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。

りぶらん

縦覧期間 ３月13日㈮〜27日㈮
／平日のみ
時間 午前８時30分〜午後５時

シリーズ

15分
会場 下水道課（白河都市環境セ
ンター管理棟２階／本沼）
対象区域 飯沢、飯沢山の一部
下水道課☎㉒0910

子育て

井戸水を利用の皆さんへ

保健
くらしの
情報館
ヨリミチ
高齢者サロン
︵高校生執筆︶

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
は検針票で確認できます。
下水道課（白河都市環境センター
内）☎㉒0910

就学援助制度

休日当番医・
無料相談ほか
市長の
手控え帖

市では、市内の小・
中学校に通うお子さん
がいる家庭で経済的に
お困りの保護者に、給
食費や学用品費など経
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暮らしに役立つ情報をお届けします！
費の一部を援助しています。
詳しくは、本庁舎学校教育課また
は通学する小・中学校までお問い合
わせください。なお、申請先は各小
・中学校となります。
本庁舎学校教育課

内2362

確定申告・納付期限
《確定申告・納付はお済みですか?》
令和元年分の所得税等の申告・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16日㈪

土地の境界トラブルで
お困りですか？
福島地方法務局と福島県土地家屋
調査士会では、連携して境界問題の

解決を支援します。
《筆界特定制度》
法務局の職員が

専門家の意見を聴
いて、申請者など
の意見に拘束されずに真実の筆界を

探し、現地で筆界を特定します。
※明け渡しなど、所有権に関する問
題を直接解決することはできません。

個人事業者の消費税および地方消
福島地方法務局 不動産登記部門
費税 ３月31日㈫
☎024-534-2048
《振替納税を利用した場合の振替日》 《土地家屋調査士会ADR制度》
令和元年分の所得税等の振替日は、
土地家屋調査士が弁護士と一緒に
次のとおりです。
所得税および復興特別所得税
４月21日㈫
消費税および地方消費税（個人）
４月23日㈭
白河税務署☎㉒7111

相談・調停に応じ、柔軟に解決のお
手伝いをします。
※相手方の応諾がないと、手続きを
進めることができません。
境界紛争解決支援センターふくし
ま☎024-535-3937

福島県の最低賃金
最低賃金 798円（時間額）※パートやアルバイトにも適用されます。
特定最低賃金 条件により、県の最低賃金が適用される場合があります。
業種

最低賃金（時間額）

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理
化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業

867円

輸送用機械器具製造業

869円

自動車小売業
※二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む）を除く

867円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通
信機械器具製造業
※医療用計測器製造業（心電計製造業を除く）を除く

833円

非鉄金属製造業

865円

福島労働局☎024-536-4604

消費生活無料法律相談会
県では、借金・多重債
務問題や契約トラブルな
ど、さまざまな消費生活
相談に対応するため、弁
護士による無料法律相談

会を実施します（秘密厳守）。
期日 ４月７日㈫
時間 午後１時〜５時（午後４時

〜５時は電話相談のみ）
会場 白河合同庁舎３階304会議
室（昭和町）
相談方法 面談または電話相談

※相談時間は１人あたり30分です。
※要予約。予約受付時間は、平日／

不動産鑑定士による
無料相談会
期日

４月４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
相談内容 不動産の価格などに関
すること
（公社）福島県不動産鑑定士協会
☎024-931-4360

まちかど
白河こども食堂

期日 ３月19日㈭
午前８時30分から午後５時までです。
※毎月第３木曜日
予約・問い合わせ先
時間 ▷開店
県南地方振興局県民生活課
午後３時〜７時
☎㉓1548
▷食事 午後５時30分〜６時45分

多重債務・貸金業に
関する相談窓口

財務省福島財務事務所では、次の
ような相談を受け付けています。秘
密厳守・相談無料です。一人で悩ま
ず、お気軽にご相談ください。
♢返済しきれない借金に関すること
♢貸金業者や「ヤミ金融」業者に関
する情報
♢不正に利用されている預貯金口座
に関すること
相談窓口 財務省福島財務事務所
理財課（福島市）
時間 月〜金曜日（祝日・年末年

会場 白河市公設地方卸売市場内
（五番町川原）
参加費 子ども無料（大人は募金
のご協力をお願いします）
白河こども食堂支援センター（大
統寺内）☎㉓2723

大統寺

寺子屋教室

どなたでもご参加ください。参加

を希望する方は、電話・FAX・Eメ
ールでお申し込みください。

《早朝座禅会（無料）》
期日 ３月13日㈮
時間 午前６時30分〜８時10分
始を除く）／午前８時30分〜正午、
会場 大統寺本堂（馬町）
午後１時〜４時30分
《写経会》
多重債務者相談窓口専用
写経用品は準備します。お気軽に
☎024-533-0064

くらしの情報館
ご参加ください。
期日 ３月26日㈭

※毎月第４木曜日
時間 午後７時〜８時
30分

会場 大統寺書院（馬町）
参加費 500円
《こども座禅会（無料）》

期日 ３月27日㈮
時間 午前11時〜午後１時
※軽食を用意します。

会場 大統寺本堂（馬町）
対象 小・中学生、高校生
定員 20人 ※先着順
大統寺☎㉓2723／FAX㉓3731／

Eメール soutetsu7@ybb.ne.jp

音供養（音楽会）
期日 ３月29日㈰
時間 午前10時30分〜正午
会場 大統寺本堂（馬町）
内容 子どもから大人まで楽しめ
る音楽会（台風19号チャリティー）
▷ピアノ 須藤あつ子氏 ほか
入場料 無料
須藤☎090-9423-4117

地域猫相談会
野良猫の不妊手術をしたいと考え
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
の相談はできません）。
期日 ３月17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
ＮＰＯ法人白河花里倶楽部
☎090-4040-1797
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まちかど
立教志塾定例研修会
期日
時間

３月25日㈬
午後６時30分から

会場 立教志塾事務所（中町）
内容 ▷演題「私の読書体験−江
藤淳、小林秀雄そして本居宣長−」
▷講師 元茨城県常陸大宮市市議会
議長 駒田強氏
参加費 無料
（公財）立教志塾☎㉓1427

星空観望会（無料）
《望遠鏡でのぞいてみよう本物の宇宙》
日時 ３月29日㈰／午後６時30
分〜８時 ※曇りや雨の場合は中止
会場 イオン白河西郷店 屋上駐
車場（西郷村）
内容 話題のベテルギウスを見よ
う、月と金星の観察、冬
と春の星座
白河天文同好会 小椋
☎090-6785-2503

国際ホロコーストデー
（アウシュヴィッツ解放75周年）上演会
《アンネ・フランク》
期日 ４月11日㈯
時間
▷開演

▷開場 午後１時30分
午後２時

会場 コミネス小ホール
入場料 全席自由
一般2,500円／高校生以下1,000円
特定非営利活動法人アウシュヴィ
ッツ平和博物館☎㉘2108

申し込み・問い合わせ先

デューク更家先生の
「家庭の歩医学」
期日
時間

４月19日㈰
午後１時30分〜３時30分

会場 市立図書館りぶらん地域交
流会議室
講師 デューク更家氏
定員 70人
※定員になり次第締め切り
参加費 5,500円
※70歳以上は3,850円
申し込み・問い合わせ先

MACフィットネスサークル

くらしの情報館
白河実業高校開放講座係☎㉔1176
／ FAX㉔2781／〒961-0822白河
市瀬戸原6-1

施

設

小峰城歴史館
郭内1-73

☎24-5050

開館時間 9:00〜16:30
休館日 月曜日
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

鈴姫

☎090-1495-0672／FAX㉔5541／
Eメール m-mac@biscuit.ocn.ne.jp

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17日、５月８日、９月
４日、12月４日／金曜日
時間 午後１時50分〜３時20分
※最終日のみ午後１時30分〜３時
30分
講師 農業科の生徒と教師
定員 16グループ
※定員を超えた場合は抽選
参加費 2,000円

申込方法 住所・氏名・電話番号
・性別・年齢・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。
申込期限 ３月27日㈮必着

展示内容
♢展示室１「小峰城
ガイダンス展示・小
峰城VRシアター」
♢展示室２・３
「小峰城の歴代城主
と美術」
徳川綱吉 桜駒図
〈小峰城歴史館蔵〉

歴史民俗資料館
中田7-1

☎27-2310

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「だるまとひな人形」
♢３月８日㈰まで

白河関の森公園
旗宿白河内7-2

☎32-2921

《かたくりまつり》

期日 ４月４日㈯・５日㈰
時間 午前10時〜午後３時
旗宿まつり実行委員会（白河観光
物産協会内）☎㉒1147

広報しらかわ
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