Living information
お知らせ

募 集

トピックス

「ふるさとの便り」
広報しらかわ定期購読

ラウンジ

離れて暮らす方に、白河
の話題を届けませんか？ご

手話

希望の送付先に毎月「広報
しらかわ」
（12か月分）をお
届けします。

高齢者サロン

◦申込方法 送付先の住所・氏名を
明記のうえ、140円切手12枚（国内
の場合）を添えて、本庁舎秘書広報
課にお申し込みください。
問本庁舎秘書広報課 内2171

里親入門講座
◦期日
◦時間

りぶらん
シリーズ

女性のキャリア形成支援
事業講演会（無料）

子育て
保健
くらしの
情報館

◦期日 １月28日㈭
◦時間 午前10時～11時30分
◦会場 市立図書館りぶらん地域交
流会議室
◦内容 「誰もが自分らしい調和で
働き、社会とつながっている未来を
目指して！～１日２時間の働き方で
将来につながるスキルを身につける
取り組み～」
◦講師 ２hours代表

休日当番医・
無料相談ほか

◦申し込み・問い合わせ先 本庁舎
生涯学習スポーツ課 内2383
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１月29日㈮
午前10時～11時30分

◦会場 郡山市中央公民館
◦内容 ▷知っていますか？里親制
度 児童相談所所長による講義
▷養育里親による体験談 里親と児
童相談所職員の対談
◦定員 20人
◦申込期限 １月22日㈮
◦申し込み・問い合わせ先 福島県
県中児童相談所☎024-935-0611

里親個別相談会
◦期日

㈱ケイリーパートナーズ
わ し や きょう こ
取締役CCO 鷲谷恭子氏
◦定員 会場20人、Zoom10人
◦申込期限 １月25日㈪
※定員になり次第締め切り

暮らしに役立つ情報をお届けします！

※情報は12月17日時点のものです。最新情報は、各問い合わせ先にご確認ください。

２月19日㈮

※１組あたり１時間程度
◦会場 福島県県中児童相談所（郡
山市）
◦内容 養育里親・養子縁組里親や、
申請の説明についての個別相談
◦定員 ５組
※申し込み多数の場合は、別途日程
で相談可能です。
◦申込期限 ２月12日㈮
◦申し込み・問い合わせ先 福島県
県中児童相談所☎024-935-0611

介護福祉士養成科の
訓練生
県立テクノアカデ

ミー郡山では、求職
中の方を対象に、国
家資格「介護福祉士」

の取得と介護福祉業界への正社員就
職を目指すことを目的とした、２年
間の教育訓練を実施します。
◦募集コース

介護福祉士養成科

◦訓練期間 令和３年４月～令和５
年３月（２年間）

◦訓練会場 県内の介護福祉士養成
施設
◦定員 19人予定（県内会場合計）
◦受講料 無料
※テキスト代・保険代などは、個人
負担となります。

◦その他 募集期間は、１月中旬か
ら２月末日までを予定しています。
受講対象者・申込方法など詳しくは、
お問い合わせください。
問県立テクノアカデミー郡山
☎024-944-1663

放送大学入学生
放送大学は、令和３年

４月入学生を募集してい
ま す。10代 ～ 90代 の 幅
広い世代から約９万人の学生が、大
学を卒業したい、学びを楽しみたい
など、さまざまな目的で学んでいま
す。テレビによる授業だけでなく、
学生は授業をインターネットで好き
な時に受講することができます。
心理学・福祉・経済・歴史・文学
・情報・自然科学など、約300の授
業科目があり、１科目から学べます。
半年だけの在籍も可能ですが、全科
履修生として入学し、卒業すれば学
士の学位を取得することもできます。
詳しい資料を送付しますので、お
気軽にお問い合わせください。
◦出願期間
▷第１回 ２月28日㈰まで
▷第２回 ３月16日㈫まで
◦資料請求・問い合わせ先
放送大学福島学習センター
☎024-921-7471

お願い
公立中学校夜間学級の
設置に関する調査
県教育委員会では、戦中戦後の混
乱で中学校を卒業できなかった方、
不登校や家庭の事情で授業を十分に
受けられなかった方を対象に、公立
中学校夜間学級の設置を検討するう
えで、需要がどのくらいあるのかを
把握する調査を行っています。
夜間学級の設置を要望する方や関
心のある方は、ご連絡ください。
問本庁舎学校教育課 内2363
県南教育事務所☎1665

火入れに関する許可申請
森林または森林に接近した周囲１
kmの範囲内にある原野・田畑・荒
廃地その他の土地で、立木竹・雑草
・堆積物などを焼却する場合には、
市へ事前の許可申請が必要です。
◦申請可能理由
造林のための地ごしらえ・開墾準備
・害虫駆除・焼き畑・採草地の改良
◦申請時期
火入れ開始日の10日前まで
◦申請書類
火入許可申請書、火入れを行おう
とする土地およびその周囲を示す図
面など
※火入れを行おうとする土地が、申
請者以外の所有または管理する土地
であるときは、その所有者・管理者
の承諾書が必要です。詳しくは、お

問い合わせください。
問農林整備課（表郷庁舎内）内2229

下水道への早期接続を
下水道に接続すると、
家庭からの生活排水を

直接下水道に流せるよ
うになります。また、
悪臭や害虫の発生を抑え、生活環境
が改善されるほか、道路側溝や河川
がきれいになり、自然環境を守るこ
とにもつながります。
清潔で住みよいまちにするため、
下水道が整備された地域にお住まい
の方は、下水道への接続をお願いし
ます。供用開始から３年以内の地域
を対象に、早期接続のための助成制
度を設けています。詳しくは、お問
い合わせください。既に接続してい
る方は、下水道の詰まりを防止する
ため、食器を洗う前に油汚れを拭き
取るなど、油を極力流さないようご
協力をお願いします。
問下水道課（白河都市環境センター
内）☎0910

くらしの情報館
◦場所 白河市昭和町269
方振興局企画商工部内

県南地

◦時間 午前９時～午後５時15分
※土・日・祝日を除く
問同相談所☎1546

税の申告相談
《市役所会場》
市役所での申告相談の受付時間が
変更となります。受付日程などは、
広報しらかわ２月号でお知らせしま
す。
▷午前の部

午前８時45分～11時

▷午後の部 午後１時～４時
問本庁舎税務課 内2157
《白河税務署会場》
白河税務署では、次のとおり申告

《東京窓口》福が満開、福しま暮ら
し情報センター
◦場所 東京都千代田区有楽町

書作成会場を開設します。
◦会場 市産業プラザ人材育成セン
ター２階（中田）
◦期間 ２月８日㈪～３月15日㈪
※土・日・祝日を除く
◦時間 午前９時～午後４時
※混雑緩和のため、入場には「入場
整理券」が必要です。会場での当日
配布と、LINEによる事前発行があ
ります。配布方法など詳しくは、国
税庁ホームページをご覧ください。
配布状況に応じて、後日の来場をお
願いすることがあります。
皆さんのご理解とご協力
をお願いします。

～１月４日）を除く
問同センター☎03-6551-2989
《県南窓口》福島県県南地方移住・

日㈫以前から相談を受け付けます。
問白河税務署☎7111
※音声案内で「２」番を選択してく

案 内
移住相談窓口を
設置しています

2-10-1 東京交通会館８階
◦時間 午前10時～午後６時
※月・祝日・年末年始（12月28日

定住相談所ラクラスしらかわ

※新型コロナウイルス感染症対策と
して令和２年分の確定申告は、公的
年金受給者を主な対象に、２月16

ださい。
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Living information
お知らせ

案 内

トピックス

敬老祝い記念品の
有効期限

ラウンジ

令和２年度敬老会で配布した「敬
老祝い商品券」などの有効期限は、

手話

次のとおりです。まだ使用していな
い方は、お早めにご利用ください。
※未使用の商品券は換金できません

高齢者サロン

ので、ご注意ください。
《有効期限》
▷敬老祝い商品券・

りぶらん

菓子券 １月31日㈰
▷きつねうち温泉商品券
２月28日㈰
※きつねうち温泉商品券は、館内で

シリーズ

の食事や売店での買い物にも使用で
きますので、ぜひご利用ください。
問本庁舎高齢福祉課 内2224
各庁舎地域振興課 表郷☎2114
大信☎2114 東☎2116

ど事業用の土地は対象になりません。
◦対象工事 10万円以上の工事で、

子育て
保健
くらしの
情報館
休日当番医・
無料相談ほか

◦要件
①宅地に隣接するがけ地および人工
がけが崩落した宅地または隣接する
土地
②災害時に居住用として使用してい
た住宅の敷地
※居住用であってもアパート経営な

広報しらかわ
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窓口での本人確認に
ご協力お願いします

忘れていませんか？
自賠責保険

法定相続情報証明制度

次のいずれかに該当するもの
①法面の整形および保護
②擁壁の設置および補強

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

自賠責保険・共済は、万一の自動
車事故の際、基本的な対人賠償を目

全国の登記所（法務局）
では、法定相続人が誰で

が必要です。詳しくは、お問い合わ
せください。
問都市計画課（表郷庁舎内）

◦確認方法 官公署が発行した顔写
真付き身分証明書（運転免許証・住
基カード・マイナンバーカードなど）

共済なしで運行することは法令違反
になります。
詳しい制度は、ホーム

手続きで戸籍謄本を何度も提出する
必要がありません。手数料も無料で、
複数ある相続手続きが同時に進めら

③土のう設置などの応急工事
◦申請期限 令和３年３月31日㈬
◦申請方法 被災状況が分かる写真

内2283

年金生活者支援給付金の
手続き
日本年金機構では、消費税引き上
げ分を活用し、公的年金などの収入
や所得額が一定基準以下の年金受給

者へ給付を行っています。対象者に
は令和２年10月中旬に申請書（ハ
ガキ）を送付していますが、２月１
日㈪までに日本年金機構へ返信しな
い場合、令和２年８月～令和３年２
月分の給付金は受け取れません。
被災宅地等復旧支援事業
なお、すでに受給している方の手
補助金申請が終了します
続きは原則不要ですが、所得情報な
令和元年台風19号により被災し
どを確認できない場合、所得状況届
た宅地での生活再建を支援するため、 を送りますので、提出してください。
復旧工事に係る費用の一部を補助し
詳しくは、お問い合わせください。
ます（３月31日㈬までに完了する 《支給要件》
工事に限る）
。
◦老齢基礎年金
◦補助額 対象工事費の２分の１
65歳以上、世帯全員の住民税が非
※上限50万円
課税、前年の年金収入額とその他の
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暮らしに役立つ情報をお届けします！

※情報は12月17日時点のものです。最新情報は、各問い合わせ先にご確認ください。

所得額の合計が879,900円以下
◦障害・遺族基礎年金

前年の所得額が「4,621,000円＋扶
養親族の数×38万円」以下
問ねんきんダイヤル☎0570-05-1165
白河年金事務所☎4161
本庁舎国保年金課 内2230

正請求を防止するため、届出者や請
求者の本人確認を行っています。
※代理人を含む

を提出してください。これらがない
場合は、健康保険証や診察券など本
人を証明できるものを２点提示して
ください。
※代理人の場合は、委任状が必要で
す。
問本庁舎市民課 内2242

文化財防火デー
１月26日は「文化財防火デー」
です。貴重な文化財を火災などの災
害から守るため、本市および白河消
防署大信分署では地元消防団の協力
を得て、署団合同防御訓練を行いま
す。ご協力をお願いします。
当日は、消防署員や消防団員が出
動しますので、火災とお間違えのな
いようご注意ください。
◦期日 １月26日㈫
◦時間 午前10時30分から
◦会場 町屋の二本カヤ（大信町屋）
問文化財課☎2310／大信庁舎地
域振興課☎2111

的として、自動車損害賠償保障法に
基づき、すべての自動車に加入が義
務付けられています。自賠責保険・

ページをご覧ください。
特に、車検制度のない250㏄以下
のバイク（原動機付き自転車・軽二
輪自動車）は、有効期限切れや、加
入忘れにご注意ください。
問東北運輸局福島運輸支局
☎024-546-0345

医療従事者の皆さん
届け出をお願いします

あるのかを登記官が証明
する同制度を取り扱っています。こ
の制度を利用することで、各種相続

れるなど、便利でお得な制度です。
ぜひご活用ください。必要な書類な
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。
問福島地方法務局白河支局
☎1207

無戸籍者でお困りの方

戸籍に記載されて
医療従事者は、医師法等関係法律
いないために、各種
により、２年に１度、住所や従事先
行政サービスが受け
などを記載した届出票の提出が義務
られないなどでお困りの方は、最寄
付けられています。該当する方は、 りの法務局や市の戸籍担当窓口にご
令和２年12月31日時点の状況を保
相談ください。窓口でお話を伺い、
健所まで届け出てください。詳しく
一人ひとりに寄り添って丁寧に手続
は、お問い合わせください。
きをご案内します。また、戸籍がな
◦対象者 ①日本に居住し、日本の
い方の情報を知っている方からの情
医籍・歯科医籍・薬剤師名簿に登録
報提供も受け付けています。
されているすべての医師・歯科医師
※相談無料、秘密は厳守します。
・薬剤師（従事していない方も含む） 問福島地方法務局
②県内で就業している保健師・助産
師・看護師・准看護師・
歯科衛生士・歯科技工士
◦届出先 ①住所地また

☎024-534-1933

問県南保健福祉事務所☎5447

無料ですが、通話料はかかります。

は就業地を管轄する保健所
②就業地を管轄する保健所
◦提出期限 １月15日㈮

弁護士によるＢ型肝炎
特措法電話相談会（無料）
本庁舎市民課 内2283
全国Ｂ型肝炎弁護団による、電話
での一斉相談会を行います。相談は

くらしの情報館
◦期日
◦時間

１月23日㈯
午前10時～午後３時

◦内容 Ｂ型肝炎特別措置法に基づ
く給付金支給手続きに関する相談
◦電話番号 025-223-1130
※個人情報は厳守します。
問全国Ｂ型肝炎訴訟新潟・福島・山
形事務所☎025-223-1130

旧優生保護法による
優生手術等を受けた方
旧優生保護法に基づく優生手術等
を受けた方に、国から一時金（320
万円）をお支払いします。県では、
一時金の請求受付のほか、請求手続

きに関する質問・相談に対応します。
詳しくは、お問い合わせください。
◦請求期限 令和６年４月23日
問旧優生保護法に関する相談窓口
☎024-521-8294

林業退職金共済制度
この制度は、事業主が、従事者の
働いた日数に応じて掛金となる共済
証紙を共済手帳に貼り、その従事者
が林業界をやめた時に林退共から退
職金を支払う制度です。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。
◇掛金は、税法上について法人では
損金、個人企業では必要経費となり
ます。
◇掛金の一部を国が免除します。
◇雇用事業主が変わっても、退職金
は企業間を通算して計算されます。
問（独）勤労者退職金共済機構 林業
退職金共済事業本部
☎03-6731-2889
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