相
心の相談会

談
☎０２４８・５４・１５５５

無料法律相談

県南地方振興局県
政相談コーナーに
ついて

弁護士によるＢ型
肝炎特別措置法電
話相談会（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

県では、県政に関する相
談や要望、県民生活に関す

福島県弁護士会白河支部
弁護士による無料法律相談

◆会場

日㈫
：

日現在、全国で特別措

されています。しかし、１
月

日正午までです。予約がな

ださい。予約は相談日の前

相談コーナーまでお電話く

ので、県中地方振興局県政

ルス感染の被害者です。そ

ともいうべきＢ型肝炎ウイ

は、国に責任のある医原病

特別措置法の救済対象者

10

いずみざき
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心理士による心の相談会
を実施します。相談は無料
で、秘密は厳守します。

に

数万人に及ぶとも推定

る相談をお受けしています。
コーナーは、令和３年３月

県南地方振興局県政相談

を実施いたします。
お気軽にご利用ください。

心の悩みでお悩みの方、
又はその家族の方はこの機
なお、予約が必要となり

置法に基づく救済を求めて

会にご相談ください。

末をもって終了となります。

提訴した原告数はわずか

ます。

３万１９９１名、そのうち

なお、事前の予約が必要

令和３年４月からの県南地
：

日㈮

～

方における相談は左記のと

：

応相談
泉崎村保健福祉

◆日時
泉崎村保健福祉

絡ください。

２月

和解成立に至った原告数は

◆日時
おりです。

２万７３１３名にとどまっ

です。希望される方はご連

◆面接相談（予約制）

◆会場

２月

～

基づく救済や、手続の内容、

のような方が一人でも多く

弁護団への依頼の方法等を、

救済されるよう、電話相談
県中地方振興局または県

い場合、面談は実施いたし

庁県政相談コーナーで受け

弁護士が分かりやすく説明

ません。

書類をご持参ください。

付けます。

します。気軽にお電話くだ

会を開催し、特別措置法に

問東北税理士会白河支部

問県庁県政相談コーナー

◆電話相談

☎０２４８・２７・０３１６

さい。
３月６日㈯

◆日時

～

法に基づく給付金支給手続

Ｂ型肝炎特別措置

：

：

☎０１２０・８９９・７２１

コーナー

問県中地方振興局県政相談

ん。申告書等に関する関係

象者が救済されない事態と

ています。今のペースでは

◆日時

税理士記念日
「税の無料相談会」

総合センター

問泉崎村社会福祉協議会

総合センター

問保健福祉総合センター
☎０２４８・５４・１３３５

心配ごと相談 所
村社会福祉協議会では心

：

◆会場

白河市産業プラザ

人材育成センター

日㈯

～ ：

00

相談を県南地方振興局で行

大多数の救済されるべき対

16
16

事前予約は必要ありませ

る方のために、毎月第２土

２月
：

泉崎村保健福祉
総合センター

◆会場

◆日時

お気軽にご相談ください。

秘密は厳守しますので、

ています。

曜日に心配ごと相談を行っ

配なことがあって困ってい

00 23

なりかねません。

毎週金曜日の県中地方振

13
10

います。予約制となります

興局県政相談員による出張

00

40

☎０２４８・５４・１５５５

00 26

12

◆内容

00

00

村民生委員

☎０１２０・８９９・７２２

12

12


◆相談員

草野拓

00

00 13

問泉崎村社会福祉協議会

10

10

況に応じて、後日の来場を
ください。

お近くの税務署までお越し

また、マイナンバー対応の

置は終了しました。

の適用を受けられる経過措

又は提示により医療費控除

◆場所

Ｔａｘで送信できます。

パスワードがあれば、ｅ

知」（※）
に記載されたＩＤ・

者に係る申告期限等につい

還付申告は、５年間提出す

申告義務のない方が行う
申告書作成会場に出向く

ることができます（令和２

日まで）。

を希望される方は、申告さ

問白河税務署

などが該当します。

新型コロナ対策 オードブル TAKE-OUT 予約承ります！

泉崎カントリーヴィレッジでは新型コロナウイルスに対して非接触型でのご宴会・食事会をお楽しみ頂ける
お持ち帰り用オードブルをご用意しております。少人数でのパーティーやご家族でのお祝い事
職場での会議・打上げ等幅広いシーンでご利用頂けるメニューを揃えております。

＊料理のご予算・要望等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

53‐4255

※土・日・祝日等除く
お願いすることもあります。

られる方へ】

【医療費控除の適用を受け

：

スマートフォン等をお持ち

【申告義務のない還付申告

人材育成センター２階講堂

必要もなく、新型コロナウ

月

での当日配付とＬＩＮＥに

れるご本人が顔写真付きの

年末調整済みの給与所得

財課（福島市）

よる事前発行があります。
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きに関する相談
※配付方法の詳細につき

： ～

：
ましては、国税庁ホーム

料はかかります。

８： ～
◆電話相談
ページ（

※相談は無料ですが、通話
問全国Ｂ型肝炎訴訟新潟弁
☎０２４・５３３・００６４

を受ける場合には、「医療

ルフメディケーション税制

費控除の明細書」又は「セ

お願いします。

除の対象とした医療費等の

の明細書」の添付が必要と

「マイナンバーカード」

領収書は、自宅で５年間保

【スマホから確定申告で手

と「マイナンバーカード対

存する必要があります。

なります。また、医療費控

応のスマートフォン」をお

でない方も、「ＩＤ・パス

なお、令和元年分をもっ

て医療費等の領収書の添付

続き完結】

皆様のご理解とご協力を

ディケーション税制の適用

医療費控除又はセルフメ

護団
（多重債務相談窓口専用）
問東北財務局福島財務事務
所

内

☎０２４・５３５・０３０１

案

https://www.nta.

☎０２５・２２３・１１３０

）の確定申告特集ペー
go.jp
ジを確認願います。

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、返済しきれないほどの
借金を抱え、お悩みの方々
からの相談に応じています。

白河税務署からの
ご案内

持ちの方は、ｅ Ｔ
- ａｘ（電
子申告）で送信できます。

白河税務署では、申告書

ワード方式の届出完了通

【申告書作成会場開設のお

作成会場を次のとおり開設

必要に応じ弁護士・司法書
行います。秘密厳守、相談
します。

（白河市中田 ）

白河市産業プラザ

けずに貸金業を営む、いわ

２月８日㈪～３月

て】

ゆる「ヤミ金融」業者には

◆期間
日㈪

年分の確定申告の場合は、
※土・日・祝日等除く。

のみの方で、医療費控除や

令和７年
◆時間 ９：

寄付金控除（ふるさと納

イルス感染症の感染拡大防

録状況に関する問い合わせ

※申告書作成会場の混雑緩

からのｅ Ｔ
- ａｘについて、
是非ご利用をお願いします。

税）により還付を受ける方

止の観点からも、ご自宅

や不正に利用されている預

和のため、会場への入場に

式の届出完了通知」の発行

（※）
「ＩＤ・パスワード方

◆受付時間

：

貯金口座に関する相談も受

は「入場整理券」が必要で

31

☎０２４８・２２・７１１１

～

け付けています。

す。「入場整理券」は会場

12
本人確認書類をお持ちの上、

財務省福島財務事務所理

◆相談窓口

用されている貸金業者の登

十分ご注意ください。ご利

また、国や県の登録を受

無料です。お気軽にご相談

知らせ】

-

ください。

士などの専門家に引継ぎを

借金の状況をお聞きし、

00 30

※「入場整理券」の配付状

月曜日～金曜日

いずみざき
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11

00

📠📠

30 00
16

e‐mail : spa@izumizaki‐cv.com

16 12
140

00

泉崎さつき温泉 ☎ 53‐4211

泉崎カントリーヴィレッジ

SPA&SPORTS PUBLIC HOTEL

13
15

（音声案内で「２」番を選
ために、住宅用消火器等

③火災は小さいうちに消す
ること

書の送付先変更などに関す

◆自動車税種別割納税通知

☎０５０・５５４０・２０１５

改ざんの心配もなくなりま

を法務局で保管するため、

の制度では、遺言書の原本

管する制度があります。こ

になります。

ら付加保険料を納めること

り、申し込みをした月分か

には、申し込みが必要であ

防災品を使用する。

を設置する。

す。

後、遺言書の閲覧や証明書

相続人は、遺言者の死亡

ください。

事務所へ速やかにお申し出

村役場またはお近くの年金

お手続きをご希望の方は、

問福島県県南地方振興局県
税部課税課

④お年寄りや体の不自由な
人を守るために、隣近所

の交付請求をすることがで

問白河年金事務所

ふくしま生活・就職応

７つのポイント

◆住宅防火

者」に課税されます。

る「所有者」または「使用

で、車検証に記載されてい
Ａ

いでしょうか？
原本が公証役場で保管

【３つの習慣】
①寝たばこは、絶対やめる。

や再就職に関するお悩みに、

専任の相談員がきめ細やか

に対応します。ご利用は無

料ですので、ひとりで抱え

：

２月９日㈫

込まず、ご相談ください。

◆日時

～

12

いずみざき
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択してください。）

春季全国火災 予 防
運動
☎０２４８・２３・１５１９

【火災・救急・救助は

きます。

国民年金課



相続人が閲覧等の請求を

☎０２４８・２７・４１６１

し

援センターでは「働きた

就職支援における
登録会

催

したときは、他の相続人に

法務局で遺言書を保管して

いる旨を通知する仕組みに

相続人が遺言書を隠匿する

なっていますので、一部の

Ｑ

恐れもありません。

自筆で遺言書を書いた
のですが、自分の死亡後、

相続登記について
第１回～法務局で
自筆証書遺言書を
保管することがで
きます～

の協力体制をつくる。

の増加が予想されるこの時

空気が乾燥し、火災発生
期に合わせ、春季全国火災

自動車の移転・抹
消の手続きはお済
みですか？

☎０２４８・５３・２９７８

１１９番】

問矢吹消防署泉崎中島分署

予防運動が実施されます。
大切な命や財産を火災か
ら守るために、住宅用火災

防ぐあなた

警報器を設置しましょう。
◆防火標語
「その火事を
に 金メダル」

検討ください。ご不明な点

い！」あなたの就職を応援

保管方法の一つとしてご

はお問い合わせください。

相続人に見つけてもらえる

問福島地方法務局

するため、担当者による登

自動車税種別割は、毎年

☎０２４・５３４・１１１１

録会を実施します。

３月１日㈪～

問福島司法書士会

◆実施期間

される公正証書遺言と異な

☎０２４・５３４・７５０２

か心配です。

り、自筆証書遺言は、遺言

４月１日（午前０時）現在

例年、「所有していない

者本人が適宜の方法で保管

３月７日㈰までの７日間

自動車の納税通知書が届い

どのように保管すればよ

た」、「納税通知書が届か

しますが、自宅等で保管す

いのちを守る

物から離れた位置で使用

②ストーブは、燃えやすい

ない」などのトラブルが多

後、相続人に見つけてもら

福島県内事業所への就職

する。

る場合、遺言者本人の死亡
自動車の登録内容（移

付加保険料制度は、国民

付加保険料制度に
ついて
く寄せられています。

えなかったり、一部の相続

年金の一般保険料に加えて

：

矢吹町文化センタ

◆会場

00

離れるときは必ず火を消

転・変更・抹消）に変更が

人によって改ざんされるな

付加保険料（月々

納めることにより、老齢基

無料

ー第２楽屋

17

問ふくしま生活・就職応援

◆費用

礎年金に付加年金が上乗せ
される制度です。

付加保険料を納めるため

00

③ガスコンロなど、そばを

ある場合は、３月末までに

どの懸念が指摘されていま
す。
済ませましょう。

このような保管面におけ

13

す。
【４つの対策】

福島運輸支局等で手続きを

住宅用火災警報器を設置

◆登録手続きに関すること

る心配を軽減するため、法

円）を

①逃げ遅れを防ぐために、
する。

問東北運輸局福島運輸支局

務局で自筆証書遺言書を保

②寝具、衣類及びカーテン

登録部門

からの火災を防ぐために、

400

センター白河事務所
☎０２４８・２７・００４１

～学生、既卒 者 の
皆さんへ～
ふくしま就職 ガ イ
ダンスを開催 し ま
す

【東京会場】

事業概要等の会社説明や、

歳以上

◆受付締切

３月２日㈫

ハローワーク等各機関によ

◆開催日
４月

普段は企業等の一員とし

定する１日

②事前にホームページから

生として採用するコース

含む）を自衛隊の幹部候補

◆試験日

５月８日㈯・９日㈰
◆試験会場

※医師免許・歯科医師免許

の資格を保有される方の採
用もございます。

詳しくはお問い合わせく
ださい。

問自衛隊福島地方協力本部
白河地域事務所

☎０２４８・２４・０３７２

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/

歳未満
26

日㈬まで

る職業相談・情報提供等を

集

☎０２４・５２９・５３９６

問福島労働局職業安定課

行います。

：

◆内容
～

・合同企業説明会
：

◆会場

募

自衛官各種採用試
験のお知らせ
自衛隊では自衛官の各種

【オンライン会場】

☎０２４・９４１・１７１１

◆開催日

て社会で活躍、いざという

援機構

業（修了）された方を対象
日㈰

試験を実施いたします。

に、福島県内に就業場所が
◆内容

【予備自衛官補】

あり、参加対象学生を正社

３月３日㈬～７

員として採用する計画のあ

献、それが陸上自衛隊の予

歳

歳以上で国

歳以上

備自衛官補制度です。
◆受験資格

：

問福島労働局職業安定課

未満
・技能公募

◆試験日
所は開催１ヶ月前までに、

参加予約をお願いします。

一般大学卒業者（予定者

【自衛隊幹部候補生】

問福島労働局職業安定課

◆受験資格

ムページで公開します。

福島労働局、福島県のホー

日㈯～

日㈬の指

家免許資格等を有するもの
◆受付締切
界研究など就活イベントを

４月

４月９日㈮まで
行います。また、参加事業

①事前にオンラインでの業

◆その他

福島県

厚生労働省福島労働局、

◆主催

・一般公募

30

☎０２４・５２９・５３９６

～

時は自衛官として社会に貢

～ ：

～ ：

：

・合同企業説明会（オンラ

等を卒業予定の方、２０１

池袋３ ３- １-）
問一般社団法人キャリア支

会館ビル（東京都豊島区東

サンシャインシティ文化

00

９年３月以降に大学等を卒

２０２２年３月新規大学

16
15

③事業所の人事担当者等が

連絡先：事業課建設水道係
（℡：53-2114）

30

28

下記のような危険な状況の道路を
発見したらご一報ください。
・穴ぼこや大きな亀裂がある
・倒木がある など

00

る事業所の企業説明会を開

15

22

道路の穴ぼこを見つけたら

13
イン）

30

10

催します。

00

34

是非ご参加ください。
３月８日㈪

15

～ ：

17

18

【福島会場】
◆開催日
◆内容
～ ：

・合同企業説明会
：

・第１部
：

・第２部
：

・第３部
：

12

ビッグパレットふくしま

◆会場

15

☎０２４・５２９・５３９６

いずみざき

広報

13

17

18

21

30
30
00
15

17

10
10
13
15

