Living information
お知らせ

※規定数になり次第締め切ります。要

募 集

綱など詳しくは、市ホームページをご
覧ください。

ラウンジ

本庁舎秘書広報課

りぶらん

を習得し、火災時の消火活動や災害発
生時の救助活動・避難誘導・予防活動

内2171

市民交通災害共済は、交通事故によ

シリーズ

る被災者を救済する共済制度です。

◦対象

１日㈪から開始します。取りまとめを

市内在住で18歳以上の健康

問本庁舎生活防災課
子育て

舎地域振興課
☎2111

内2130／各庁

表郷☎2111

東☎2111

大信

保健

◦掲載料
くらしの
情報館

▷１枠

掲載１回につき

◦加入資格

されている方

↗

◦会費

500円

↗

はぴ福なび
婚活応援キャンペーン
スマートフォンで条件の

合う相手を紹介する、オン
ライン型システム「はぴ福

なび」では同キャンペーンを開催して
います。
◦特典
▷男性

▷女性

手話
高齢者サロン

◦申込期限

※通常は、有効期間２年間／登録料
１万円です。
◦対象
◦期間

20歳以上の独身の方
３月31日㈬まで

※必要書類など詳しくは、ホームペー
ジをご覧ください。

◦申し込み・問い合わせ先

午後２時～４時／サンフレッシュ白河（久田野）

休日当番医・
無料相談ほか

◦申込方法

３月３日㈬

受講料を添えてお申し込みください。

期日

本庁舎生涯学習スポーツ課
内容

市長の
手控え帖

３/ ７㈰ 水循環システムの中の豪雨発生とその影響
14㈰ 猪苗代湖の形成と湖底堆積物から探る火山噴火
20㈷ 地下水開発と環境問題
21㈰

沈みゆく大地 地下水の過剰揚水による
地盤沈下

28㈰

下流の河川流量データから上流の何が分かり、
それがどう役立つのか
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す。すでに加入している方も、補償対
《火災保険の特徴》

◇火災保険は、火災だけでなく風災や
水災も補償の対象となります。

《地震保険の特徴》

◇地震保険は、火災保険に附帯するも
のです。単体で加入することはできま
せん。また、火災保険に加入していて
も、地震保険を附帯していない場合が
ありますのでご確認ください。

◇地震保険は、政府と保険会社が共同

誹謗中傷はやめましょう
県では、新型コロナウイルス感染症

に関する誹謗中傷などの防止を呼びか

内2383
共生システム理工学類
か わ ご え

せ い

教授

な が は し

よ し た か

き

長橋 良隆氏

教授

し ば さ き

な お あ き

教授

川 越 清樹 氏

准教授

柴﨑 直明氏
よ こ

お

よ し ゆ き

横尾 善之氏

ゲスト：小原孝さん（ピアニスト）

※ゲストステージには整理券が必要で

りません。

問県男女共生課

☎024-521-7188

◦日時

同日／午後５時から

◦内容

会場内に1,000本以上のキャ

◦会場

市立図書館りぶらん駐車場
とも

ンドルを灯します

問しらかわ音楽の祭典実行委員会事務
局（本庁舎文化振興課内）内2387

・講演会は、新型コロナウイルス感染

《地震共済の特徴》

◇地震保険と異なり、補償対象や共済
金額の上限は運営団体によって設定さ
れています。詳しくは、保険会社や共
済組合にお問い合わせください。
問本庁舎生活防災課

内2132

案 内
第24回しらかわ音楽の祭典
第９回震災復興音楽祭～希望～
東日本大震災からの復興・発展を願

◦期日

ょう。

キャンドルナイト》

２月７日㈰に予定していた同贈呈式

て届ける特設サイトを開設しました。
い言葉に、この感染症を乗り越えまし

子の配布は行いません。

《3.11ふくしま追悼復興記念行事

会社によって補償対象や保険料は変わ

府再保険制度」です。そのため、保険

い、音楽の力でまちを元気にするため

今こそ「優しさは、心を結ぶ。」を合

庁舎文化振興課で配布します。

で運営し、政府が保険責任を負う「政

け、共感の輪を広げるため、皆さんの
優しさや励ましの気持ちをハートにし

す。２月８日㈪からコミネスまたは本

中山義秀文学賞贈呈式・受賞
記念講演会を延期します

ひ ぼう

※定員になり次第締め切り

◦申し込み・問い合わせ先

１年間登録料無料

有効期間２年６か月に延長

お願い

１講座につき1,000円（３月７日㈰のみ無料）

お ばら たかし

象や内容が十分か見直してみましょう。 ※感染症対策のため、協賛品・福幸菓

内2131

☎024-544-0070

後期講座

風水害や地震などの災害には、保険

▷ゲストステージ（午後６時～８時）

問本庁舎生活防災課

ふくしま結婚・子育て応援センター

各講座40人

◦受講料

２～30万円

市民団体による演奏・舞踊・合奏など

や共済に加入する事前の備えが重要で

100万円

「今、自然環境を学ぶ」

◦時間・会場
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市の住民基本台帳に記載

に転出する方は加入できません。

３月１日㈪から

福島大学白河サテライト教室

◦定員

または各庁舎地域振興課・各行政セン

※令和３年３月31日㈬までに市以外

１万２千円

◦テーマ

そのほかの方は、本庁舎生活防災課

内会にお問い合わせください。

４月号～令和４年３月号

◦申込受付

各町内会を通してお申し込みください。

※取りまとめの実施については、各町

２万４千円

▷半枠

実施する町内会に加入している方は、

ターでお申し込みください。

広報しらかわに掲載する
有料広告
◦掲載期間

令和３年度の加入受け付けを、２月

▷見舞金

災害に備えて保険・共済
に加入しましょう

※入院・通院日数４日以上が対象です。
▷弔慰金

などを通して、地域住民の生命や財産
を守る重要な役割を担っています。

４月１日㈭～令和４年３

月31日㈭

◦共済内容

市民交通災害共済

消防団員は、各種訓練で知識や技術

◦共済期間

※途中加入の場合は、その翌日から。

◦申し込み・問い合わせ先

消防団員

な方

暮らしに役立つ情報をお届けします！

※情報は１月22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。

「震災復興音楽祭」を開催します。
◦会場

３月11日㈭

コミネス大ホール

◦支援金

募金箱を設置

※全額を震災復興基金に寄附します。
◦内容・時間

▷市民ステージ（午後

０時30分～午後４時30分）

症の拡大を防止するため、３月以降に

開催を延期します。日程は決まり次第、
お知らせします。

問中山義秀記念文学館☎3614

被災者生活再建支援金の
申請が終了します
◦対象者

平成23年に発生した東北

地方太平洋沖地震時、本市に居住して
いた方で、全壊・大規模半壊・半壊解
体のいずれかで基礎支援金を申請して
おり、次の①または②に当てはまる方
①「建設・購入」
「補修」
「賃貸住宅（公
営住宅を除く）
」のいずれかで住宅を

再建し、加算支援金を申請していない

②「賃貸住宅（公営住宅を除く）」で
加算支援金を申請したが、その後「建
設・購入」
「補修」のいずれかで住宅を
再建した

◦申込期限

令和３年４月９日㈮

※基礎支援金の申請は、令和２年４月

くらしの情報館
10日で終了しています。

※申請に必要なものなど詳しくは、お
問い合わせください。
問本庁舎生活防災課

内2132

国民健康保険の手続きを
忘れずに
春の異動シーズンを迎えます。就職

や転職、市外への転出などで本市の国
民健康保険資格を喪失する場合は、お
早めに脱退手続きと保険証の返却をお
願いします。社会保険などに加入した
場合は、手続きの際に新しい保険証を
持参してください。

資格喪失後に本市の保険証を使用し

た場合は、後日、市が負担した医療費
を返還する必要がありますので、ご注
意ください。

問本庁舎国保年金課

内2236

国民年金保険料の
納付方法が選べます
国民年金保険料の納付には、納付書

のほか口座振替やクレジットカードが
利用できます。これらは、納付書で納
めるよりも手間が少なく、納め忘れを
防ぐことができます。また、保険料を
前納（前払い）すると、割引が受けら
れる制度もあります。４月分からの前
納による口座振替の申し出は、２月
26日㈮までです。

《令和３年度の保険料が未定のため、

令和２年度で比較した場合の納付額》
▷毎月納付例

16,540円×12か月＝198,480円
▷１年前納（現金納付）例
194,960円

※3,520円割引

194,320円

※4,160円割引

▷１年前納（口座振替）例
問本庁舎国保年金課

内2230

ねんきんダイヤル☎0570-05-1165
白河年金事務所☎4161

広報しらかわ
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すいらくえん

すいらくえん

翠楽苑
入園無料券

すいらくえん

翠楽苑
入園無料券

すいらくえん

翠楽苑
入園無料券

すいらくえん

翠楽苑
入園無料券

翠楽苑
入園無料券

高齢者虐待防止のために
高齢者に対する虐待が社会的な問題

本券１枚で１名様限り
有効期間
令和３年２月１日㈪～
３月14日㈰

本券１枚で１名様限り

本券１枚で１名様限り

有効期間
令和３年２月１日㈪～
３月14日㈰

有効期間
令和３年２月１日㈪～
３月14日㈰

本券１枚で１名様限り
有効期間
令和３年２月１日㈪～
３月14日㈰

本券１枚で１名様限り
有効期間
令和３年２月１日㈪～
３月14日㈰

（2/10㈬、3/10㈬・11㈭は休園） （2/10㈬、3/10㈬・11㈭は休園） （2/10㈬、3/10㈬・11㈭は休園） （2/10㈬、3/10㈬・11㈭は休園） （2/10㈬、3/10㈬・11㈭は休園）

案 内
後期高齢者医療費の
お知らせを発送します
県後期高齢者医療広域連合では、被

保険者の方の健康管理と、医療に対す
る関心を高めるため、毎年１回医療費
のお知らせを送付しています。

令和２年１月から12月までに受診

した医療費のお知らせを、２月下旬か
ら３月上旬に順次発送します。ご自身
の受診状況など確認してください。再

発行には、別途手続きが必要ですので、

問白河消防署☎2155

市では、専門の指導員がGAPに関

する疑問や質問にお答えする相談窓口
を開設します。GAPに取り組みたい
方は、お気軽にご相談ください。
◦開設期間

２月１日㈪～12日㈮

◦相談場所

農政課（表郷庁舎２階）

◦時間

午前８時30分～午後５時

問農政課（表郷庁舎内）内2225

ご注意ください。

自動車の移転・抹消の
手続きはお済みですか？

☎024-563-3310

自動車税種別割は、毎年４月１日現

問県後期高齢者医療広域連合
本庁舎国保年金課

内2230

全国春季火災予防運動
◦期間

３月１日㈪～７日㈰

◦スローガン

「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」
空気が乾燥し、火災が

発生しやすい時期が続き

ます。火の取り扱いに十

分注意し、火災を出さないようお願い
します。

すべての住宅には、住宅用火災警報

器の設置が義務付けられています。必

19
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亡くなられた方の固定資産に
関する現所有者の申告

い、適切に維持管理をしましょう。

GAPに関する相談会

在で車検証に記載されている「所有者」
または「使用者」に課税されます。

例年「所有していない自動車の納税

通知書が届いた」
「納税通知書が届かな
い」などのトラブルが多く寄せられま
す。自動車の登録内容に異動（移転・
変更・抹消）がある場合は、３月末ま
でに福島運輸支局などで手続きを済ま
せましょう。

◦問い合わせ先
▷登録手続き

東北運輸局福島運輸支

局登録部門☎050-5540-2015

▷納税通知書の送付先変更など

県南地方振興局県税部☎1519

となっています。高齢者虐待は暴力な
どをふるう身体的虐待だけでなく、脅

固定資産税の納税義務者が亡くなり、

賦課期日（１月１日）までに相続登記
や未登記家屋の変更手続きが行われて
いない場合、相続人などの現所有者が
納税義務者となります。

令和２年６月の条例改正により、納

税義務者が亡くなった場合、３か月以
内に固定資産に関する現所有者の申告
が必要となりました。相続人全員で協
議のうえ「相続人代表者（土地・家屋
現所有者）届出書」を提出してくださ
い。

市内にお住まいの方が亡くなり、申

告が必要な場合は、相続人に届出書を
郵送します。

問本庁舎税務課

内2161

税理士記念日
税の無料相談会
２月23日は「税理士記念日」です。

東北税理士会白河支部では、税の無料
相談会を開催します。申告書などの関
係書類をご持参ください。※予約不要

必要な介護や世話をしない介護・世話

の放棄・放任（ネグレクト）、性的虐
また、最近では介護や医療サービス

を自ら拒否することにより、社会から
の孤立や心身の健康維持ができなくな
る「セルフ・ネグレクト」も問題とな
っています。周囲で気になる方がいた
り、身近な人の介護に不安を感じたり
することがあれば、ご相談ください。
問地域包括支援センター☎0332

地域包括支援センター大信サブセンター
☎9565

西部地域包括支援センター☎6032
東部地域包括支援センター☎8889
本庁舎高齢福祉課

県内に就業場所があり、正社員とし

て採用する計画がある事業所を持つ↗

◦時間・会場

◦参加費

◦対象

2022年３月に新規で大学な

《ビッグパレットふくしま（郡山市）
》
◦日時

３月８日㈪

第２部

午後１時～３時

第１部 午前10時30分～午後０時30分

第３部

午後３時15分～５時15分

《サンシャインシティ文化会館ビル（豊島区）》
３月２日㈫／午後１時～４時

問
（一社）
キャリア支援機構
《オンライン説明会》

３月３日㈬～７日㈰／午前

10時30分～午後３時30分

問県雇用労政課☎024-521-7290

まちかど

じ

寺内）☎2723

※新型コロナウイルス感染症による活
動内容の変更は、同センタ

ーのLINEをともだちに追加
してご確認ください。

大統寺

問議会事務局

３月18日㈭ ※第３木曜日↗

内2412

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、傍聴の

希望する方は、電話・
込みください。

《早朝座禅会（無料）》
◦期日

３月19日㈮

◦会場

大統寺本堂（馬町）

◦時間

４㈭・５㈮

◀議会中継・
動画配信は
こちらから

問東北税理士会白河支部（鈴木隆司税

９㈫～11㈭

常任委員会

15㈪

定例会閉会

内容

２/25㈭

定例会開会

３/ ３㈬

一般質問・上程議案に対する質疑、委員会付託（請願・陳情）

８㈪

一般質問・上程議案に対する質疑
上程議案に対する総括質疑、委員会付託（議案）

午前６時30分～８時10分

《写経会》
◦期日

３月25日㈭

◦会場

大統寺書院（馬町）

午後７時～８時30分

◦参加費

500円

問大統寺☎2723／FAX3731
メール soutetsu7@ybb.ne.jp

立教志塾定例研修会
（無料）

自粛をお願いする場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
期日

寺子屋教室

どなたでも参加を

◦時間

白河こども食堂
◦期日

だい とう

問白河こども食堂支援センター（大統

FAX・メールでお申し

☎024-941-1711
◦日時

子ども無料（大人は募金の

ご協力をお願いします）

問福島労働局☎024-529-5396
◦日時

白河市公設地方卸売市場内

（五番町川原）

どを卒業予定の方、2019年３月以降

午前10時から／本庁舎４階 議場

市産業プラザ人材育成センタ

理士事務所内）☎0316

をお願いします。

前にホームページから予約

３月市議会定例会の日程（予定）

◦会場

ー１階研修室（中田）

◦会場

ふくしま就職ガイダンス

２月23日㈷

午前10時～午後４時

ます。参加する場合は、事

内2223

◦期日
◦時間

◦時間 午後３時30分～７時

企業の合同説明会を開催し

しや無視など心を傷つける心理的虐待、 に大学などを卒業した方

待や経済的虐待があります。

ず設置するとともに定期的に点検を行

くらしの情報館

※情報は１月22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。

◦期日

２月24日㈬

◦会場

市立図書館りぶらん地域交流

◦時間
会議室

午後６時30分

◦内容

日本の農業と食

～福・笑いは福島県を救うか～
◦講師
代表

農事組合法人

うす い

そう きち

薄井 惣吉氏

入方ファーム

問
（公財）立教志塾☎1427

広報しらかわ
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