相

談

全国一斉「女 性 の
人権ホットラ イ ン 」
強化週間
福島地方法務局と福島県
月

日㈬ま

人権擁護委員連合会は、
日㈭から

人権擁護委員、

◆会場
村民生委員

泉崎村保健福祉
総合センター


◆相談員
大野喜平・三浦耕志朗
問泉崎村社会福祉協議会
☎０２４８・５４・１５５５

さい。

問財務省福島財務事務所理
財課

☎０２４・５３３・００６４

れ、示談をめぐる損害賠償

自動車事故の被害にあわ

交通事故の損害賠
償問題でお困りの
方へ

財務省福島財務事務所で

の問題でお困りの方へ、弁

借金の無料相談会
は、専門相談員が借金を抱

護士が「中立・公正」な立

問題の法律知識がなくても、

交渉に不慣れでも安心です。

弁護士費用は、一切かか

りません。
（無料です）

まずは、電話で予約をお
願いします。

※ご相談になじまない場合

もありますのでご了承願い
ます。

：

◆相談日時（要予約）
～

月～金曜日
９：
☎０２４・５３３・００６４

争処理センター仙台支部

問公益財団法人交通事故紛
秘密は厳守しますので、

☎０２２・２６３・７２３１

談が可能な場合もあります

※当日の受付状況により相
日㈯

ので、お気軽にお電話くだ

福 島 工 場／福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字坊頭窪１番地
☎0248-53-3491・FAX0248-53-3493
第二福島工場／福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山崎山１番地３
☎0248-54-1618・FAX0248-54-1619
白 河 工 場／福島県白河市萱根月ノ入１番地21
☎0248-21-1401・FAX0248-21-1404
白河第二工場／福島県白河市萱根月ノ入１番地21
☎0248-28-5061・FAX0248-28-5064
本
社／埼玉県さいたま市大宮区土手町２丁目７番２
☎048-650-6051・FAX048-650-5201
https://www.asahi-rubber.co.jp/

◆相談員
法務局職員
問福島地方局人権擁護課
☎０２４・５３４・１９９４

心の相談会
心理士による心の相談会

心の悩みでお悩みの方、

えお悩みの方から家計や借

場で、当事者間の紛争解決

を実施します。相談は無料

化週間として、夫・パート
又はその家族の方はこの機

金の状況を伺い、アドバイ

での７日間、全国一斉「女

ナーからの暴力やストーカ

スを行うほか、必要に応じ

なお、事前の予約が必要

のお手伝いをします。

相談は無料、秘密は厳守

～

月８日㈫
：

：

します。まずは一人で悩ま

◆日時
◆会場

マイタウン白河
財務省福島財務事務所

被害者ご本人に損害賠償

て弁護士などの専門家に引

応相談

です。希望される方はご連

会にご相談ください。

人権問題の解決を図るため、
電話相談の取組を強化しま
◆日時

泉崎村保健福祉

継ぎを行う相談会を開催し

相談は人権擁護委員及び
◆会場

す。
法務局職員が対応し、秘密

ず、お気軽にご相談くださ

ます。

は厳守しますので、お気軽

総合センター

問保健福祉総合センター

村社会福祉協議会では心
る方のために、毎月第２土

８： ～ ： （平日のみ）

理財課

◆予約受付先
曜日に心配ごと相談を行っ

配なことがあって困ってい

ています。

00

にご相談ください。
なお、強化週間の期間以

分まで相談に応

日

心配ごと相談所

い。

分

外の日（土日・祝日を除
時

く）においても、８時
から

日㈭～

じていますのでご利用くだ
さい。
月

～ ：

日㈰

00

15
お気軽にご相談ください。

30

◆期間
８：

㈬までの７日間
◆時間

日㈯と

17

00
16

30
18
00

11 12
30

00

☎０２４８・５４・１３３５

絡ください。

ーなど女性をめぐる様々な

で、秘密は厳守します。

月

11

性の人権ホットライン」強

18
15

19
00

※ただし、

： ～ ：

月

：

00

は

◆日時

00 14

～

いずみざき

11
12
30

17 14

◆全国共通ナビダイヤル

：

10 11

15
11

00

☎０５７０・０７０・８１０

12
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17

12
17

10

郡山市労働福祉会館
届け出がない場合は課税さ
れることがありますので、

う必要があります。

・臨時に支払われる賃金、

１か月を超える期間ごと

に支払われる賃金

所有者の住所が現在の住

所と異なる場合や所有者が

詳しくは福島労働局労働

事業主のみなさん、労働

保険の加入手続きはお済み

ですか？

正社員、パート、アルバ

イトなど、雇用形態にかか

わらず、一人でも労働者を

雇っている事業主は、労働

保険（労災保険・雇用保

険）に加入する義務があり

ワーク）でご相談ください。

18

いずみざき

◆内容

亡くなられた場合などは、

ご注意ください。
なお、登記されている建

集団予防接種でＢ型肝炎
になった人とその家族を対

基準部賃金室へお問い合わ

せください。

住民票、戸籍謄本などの添
付が必要です。

物で、法務局で滅失登記が
完了している場合は「家屋

象とした弁護士による相談
会

問福島労働局労働基準部賃

金室

登記手続きについては、

法務局または土地家屋調査

取壊し届」の提出は不要と
なります。

☎０２４・５３６・４６０４

なお、法務局に登記相談

士までご相談ください。

土地に対する固定資産税の

を希望する場合は、事前に

福島県最低賃金が
令和２年 月２日
から変わりました。
円

臨時、パートタイマー、ア

詳しくは、福島労働局総

ます。

らず福島県内の全ての労働

ルバイト等の名称にかかわ

福島県最低賃金は、常用、

◆時間額

月は「労働保険
適用促進強化期間」
です。

【住宅を取り壊した場合、
税額が変わる場合がありま

予約が必要となりますので

料はかかります。

☎０２４８・２２・１２０７

問福島地方法務局白河支局

す】

万１４１１名、そのうち和

（住宅用地）は「住宅用地
が適用され、固定資産税が
減額されています。そのた
め、住宅を取り壊すと、そ
の特例の適用から外れるこ
とになります。
☎０２４８・５３・２１１３

問村税務課税務係

ご注意ください。

問全国Ｂ型肝炎訴訟新潟弁

に対する課税標準の特例」

取り壊した場合、所有者は

住宅が建っている土地

解成立に至った原告数は２
☎０２５・２２３・１１３０

内

護団

案

万６４０４名にとどまって
多数の救済されるべき対象
者が救済されない事態とな
りかねません。

税務係からお知らせ
【家屋を取り壊した場合は

特別措置法の救済対象者
は、国に責任のある医原病

届出が必要です】

のような方を一人でも多く

「家屋取壊し届」の提出が

建物または建物の一部を

ともいうべきＢ型肝炎ウイ

救済されるよう、出張相談

必要です。

ルス感染の被害者です。そ

会を開催し、特別措置法に

家屋の固定資産税は毎年

及び深夜手当

最低賃金には、次の賃金

務部労働保険徴収室または、
１月１日の賦課期日現在に

建物を取り壊した所有者

者に適用され、使用者は、

基づく救済や、手続の内容、

存在する建物に課税されま

問福島労働局総務部労働保

最寄りの労働基準監督署、

弁護団への依頼の方法等を、

す。年度の途中で取り壊し

は算入されません。

険徴収室
00

その金額以上を支払わなけ

弁護士が分かりやすく説明

は、滅失登記申請書に取壊

・精皆勤、通勤、家族手当
16

公共職業安定所（ハロー

します。気軽にご参加くだ

た建物については、翌年度

証明書及び取り壊した業者

☎０２４・５３６・４６０７

～ ：
30

ればなりません。

さい

から課税されませんので、

・時間外、休日の割増賃金

：

月５日㈯

からの証明書などの書類を

◆日時

取り壊した場合は、速やか

添付し、滅失登記申請を行

◆会場

13 12

広報

弁護士による Ｂ 型
肝炎特別措置 法 相
談会（無料）
集団予防接種によるＢ型
肝炎ウイルス感染者は全国

～

月７日㈯

：

：

また、電話相談も承りま
す。

数万人に及ぶとも推定

されています。しかし、９
◆日時

に
月３日現在、全国で特別措
置法に基づく救済を求めて
00

相談は無料ですが、通話

12

います。今のペースでは大

提訴した原告数はわずか３

00

に届け出を行ってください。

登記されている建
物を取り壊した場
合は「滅失登記申
請」が必要です

10

800

11

10 11

40

づき、原動機付自転車を含

自動車損害賠償保障法に基

的な対人賠償を目的として、

提案していただいた内容

出してください。）

できます。（必ず書面で提

ページから提案することも

電子メール、県庁のホーム

手紙、はがき、ファクス、

むすべての自動車に加入が
については、担当部局が検

一の自動車事故の際の基本

交通事故による死傷者数
義務づけられております。

忘れていませんか？

は年々減少傾向にあるもの
自賠責保険・共済なしで運

「自賠責」

万件、死傷者数は

個人事業税納期の
お知らせ

個人事業税とは、個人で

事業を行っている方に課税

日㈪となってお

今年度の第２期分の納期

される県の税金です。
月

りますので、送付された納

限は

ら概ね２週間程度で提案者

付書より、忘れずに納期限

討し、提案を受理した日か

のでご注意ください。
四輪車はもちろんですが、

へ回答いたします。

行することは法令違反です

の、令和元年の事故発生件
万人と、国民の誰もが

数は約
約
交通事故の被害者にも加害
者にもなり得る極めて深刻

の所得額が一定基準額以下

公的年金等の収入やその他

年金生活者支援給付金は、

年金生活者支援給
付制度について

☎０２４８・２３・１５１７

税部課税課課税第一チーム

問福島県県南地方振興局県

残高の確認をお願いします。

の方は、納期限までに預金

また、口座振替をご利用

までに納めてください。

福島県庁県民広聴室
）

◆県民提案の提出先

下のバイク（原動機付自転

（〒９６０ ―８６７０

㏄以

車・軽二輪自動車）は有効

特に車検制度のない

交通事故は車社会の負の
期限切れ、かけ忘れにご注

な状況となっています。
部分であり、被害者にとっ

◇郵送

ても加害者にとっても悲惨

◇ＦＡＸ

a.lg.jp
◇県庁ＨＰ
【検索】
福島県県民広聴室
提案

の、年金受給者の生活を支
県では、県民の皆さんか

jp/sec/01010e/
問福島県県民広聴室県民提

【ＵＲＬ】

県民

koucho@pref.fukushim

◇電子メール

０２４・５２１・７９３４

―

意ください。
部門

福島市杉妻町２

な結果をもたらすものです。
べてのクルマ・バイク１台

☎０２４・５４６・０３４５

問福島運輸支局輸送・監査

ごとに加入が義務づけられ
音声ダイヤル３

自賠責保険・共済は、す

ており、「交通事故被害者
を救済する基本的な対人賠
償の確保」と、万一「交通
事故の加害者になってし
まった場合の経済的負担を
補う」制度です。
一人一人が、より一層自

らの提案を今後の県の事業

援するために、年金に上乗

保険金・共済金の支払いの

に活かすための「県民提

務手続きは、日本年金機構

皆さんの声を県政
に！
～県政に対するご
提案をお寄せくだ
さい～

しくみなどを十分に理解・

案

（年金事務所）が実施しま
す。

出が必要です。ご案内や事

受け取りには請求書の提

せして支給されるものです。

認識することがとても大切

案」を実施しています。実

☎０２４・５２１・７０１３

https://www.pr

です。

施して欲しい内容を簡潔に

ef.fukushima.lg.

自賠責保険・共済なしでの

まとめて、県庁県民広聴室

賠責制度の役割や重要性、

30

◆対象となる方

いずみざき
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19

11

運行は法令違反です！

へお寄せください。

☆ 気 軽 に 御 相 談 くだ さ い 。

16

38

自賠責保険・共済は、万

建築工事などその他

250

46

で請求手続きをしてくださ

て年金事務所または村役場

年金の請求手続きと併せ

未来の生活設計について考

と年金受給見込額を確認し、

ト」で、ご自身の年金記録

定期便」や「ねんきんネッ

②ストーブは、燃えやすい

①寝たばこは、絶対やめる。

【３つの習慣】

７つのポイント

◆住宅防火

次の要件をすべて満たし

いのちを守る

い。
えてみませんか。

◇老齢基礎年金を受給して

ている必要があります。
◆日本年金機構や厚生労働

「ねんきんネット」につ

②寝具、衣類及びカーテン

設置する。

④お年寄りや身体の不自由
jp/
問白河年金事務所

「火災・救急・救助は 番」

の協力体制をつくる。

な人を守るために、隣近所
☎０２４８・２７・４１６１

https://www.nenkin.go.

☎０３・５３４４・１１００

る。

年金生活者支援給付金の

いては、日本年金機構の

からの火災を防ぐために防

以下である

お一人お一人、ねんきん

秋季全国火災予防
運動実施について
日㈰

問矢吹消防署泉崎中島分署

☎０２４８・５３・２９７８

20

いずみざき
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いる方

・ 歳以上である

する。

ものから離れた位置で使用

利用いただくと、いつでも

③ガスコンロなどのそばを

「ねんきんネット」をご

内にご注意ください。

ご自身の年金記録を確認で

離れるときは、必ず火を消

省を装った不審な電話や案
※日本年金機構や厚生労働

きるほか、将来の年金受給

が非課税となっている
・年金収入額とその他所得
省から、電話でお客様の家

・世帯員全員が市町村民税

万円以下

額の合計が約

【４つの対策】

す。

年金記録を基に様々なパ

①逃げ遅れを防ぐために、

見込額について、ご自身の

号・暗証番号をお聞きした

ターンの試算をすることも

住宅用火災警報器を設置す

族構成や金融機関の口座番

◇障害基礎年金・遺族基礎
り、手数料などの金銭を求

できます。

である
年金を受給している方
めることもありません。
ご請求でお困りになったと

ホームページでご確認いた

炎品を使用する。

次の要件を満たしている

きには、お電話ください。

だくか、白河年金事務所に

③火災を小さいうちに消す

必要があります。

問日本年金機構ねんきんダ

お問い合わせください。

ために、住宅用消火器等を

万円

◆請求手続き

イヤル（ナビダイヤル）

問日本年金機構

・前年の所得額が約

①新たに年金生活者支援給

☎０５７０・０５・１１６５

ネット等を活用しながら、

◆実施期間
月

〠969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字寺前 71

0248-53-4355

TEL・FAX

☎・泉崎５３－４０６６・ＦＡＸ２１－６６７８

エアーブラシ ( アンドン
イラスト、他 )

看板 ( 設計
施工 )

随時・社員（見習い可）募集中 / 社会・厚生年金・雇用保険有り

小林工芸

知事許可（般-27）第27330号 （労大臣認）１級建築塗装技能士

付金をお受け取りいただけ
る方
お受け取りの対象になる
方には、日本年金機構から

（いい）
月
（みらい）
日は
「年金の日」です

活者支援給付金請求書）に

高齢期の生活設計に思いを

月９日㈪～

防ぐあなた

◆全国統一防火標語
「その火事を
金メダル」

119

月中旬頃から、請求可能

な旨のお知らせを送付しま

記入し提出してください。

巡らしていただく日」とし

厚生労働省では、「国民

令和３年２月１日までに請

す。同封のはがき（年金生

求手続きが完了しますと、

（みら

て、

（いい）月

令和２年８月分からさかの

い）日を「年金の日」とし
ました。

に
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ぼって受け取ることができ
ます。

この機会に、「ねんきん
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看板の事なら何でも
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＃ＦＩＴ地域の宝
＃市町村名
＃施設または店舗名や撮影

募

集

陸上自衛隊高等工
科学校生徒募集

歳未満の男子

◇Ｔｗｉｔｔｅｒ
同等の学力を有する方（中

（見込みを含む）または、

◆受験資格

家公務員になり、通信制の

入校と同時に、特別職国

歳から

①下の２次元コード

高等学校教育を受けながら

白河准看護学院生
徒募集

からアカウント「ＦＩＴ構

学校卒業でも履修が可能と

将来、自衛隊の技術陸曹を

スポット名

茨城（Ｉ）、栃木（Ｔ）の頭文
想推進協議会」をフォロー

認められる方を含む）

養成する制度です。
【一般採用試験】

が対象の採用試験です。

字を取ったもので、「ＦＩ
②次のハッシュタグを３点
※年齢、性別不問

ただし、社会人枠入試は

高等学校卒業

Ｔ構想」として３県の県際
すべて付けて投稿

「ＦＩＴ地域 の 宝 」
ＳＮＳ投稿キ ャ ン
ペーン

地域（那須岳・八溝山を中
＃ＦＩＴ地域の宝

◆受付期間

活性化や事業者支援を目的

ウィズコロナにおける地域

外に広くＰＲするとともに、

ます。

さらなる発展を目指してい

もとに広域交流圏としての

舗名や撮影スポット名））を

（市町村名、施設または店

年齢、電話番号、撮影場所

②必要事項（氏名、住所、

から専用応募フォームへ

①下の２次元コード
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＃施設または店舗名や撮影

１期：令和３年２月４日㈭

◇試験期日

作文、面接

◇試験科目

◆一般入試

◆定員

わせください。

◇試験科目

す。

受験申込方法等はお問合
名

国語、数学、

日㈭

月１日㈰～

歳以上で２年以上の就労

として、次のとおり「ＦＩ

２期：令和３年２月

作文、面接

◆１次試験
◇試験日
令和３年１月

文（ 字）

国、社、数、理、英、作

受付時にご案内いたしま

◇試験会場

日㈯

令和３年１月６日㈬

令和２年

Ｔ地域の宝」ＳＮＳ投稿

入力、ＦＩＴ地域内で撮影

◆社会人枠入試

経験があり専願の方

キャンペーンを開催してい

した写真（ＪＰＥＧ）を添

◇試験科目
◇試験期日

☎０２４８・２４・０３７２
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◇試験内容

内いたします。
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◆２次試験
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ＦＩＴ地域内の魅力を内
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付して送信
入選者には、ＦＩＴ地域
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「ＦＩＴ」とは福島（Ｆ）、

心とする地域）が、これま
＃市町村名
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で培ってきた交流・連携を
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ださい。
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日㈭
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月
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令和２年

◆応募方法等

◆ホームページ

内のホテルペア宿泊券など
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日㈭まで

①下の２次元コード

http://www.fit-area.jp/
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