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日ごろからの備えや災害時の行
動ポイントを盛り込んだ『防災タ
ウンページ　福島県版』がNTT
タウンページ（株）から発行され、
１月に「タウンページ」と一緒に
県内の全住戸・事業所に配布され
ました。付録として「公衆電話＋
避難所マップ」も付いています。
いざという時に備えて確認してお
きましょう。
問　タウンページセンタ
　　☎︎0120-506309
　受　付：平日の午前９時
　　　　　〜午後５時
　定休日：土・日・祝日、年末

年始（12月29日〜
１月３日）

確定申告で還付金がある場合
は、申告の都度、受取口座を指定
してください。申告時に通帳を確
認し、正確な記載をお願いします。
※振込先は、申告者（本人）名義
の口座に限る。
※口座名義に、店名や事務所名な
どの名称（屋号）が含まれる場
合は入金できません。
※インターネット専用銀行は、特
定の銀行を除き振込できませ
ん。取引先の銀行へお問い合わ
せください。

問　会津若松税務署
　　☎︎27-4311

国民年金基金は、自営業および
その家族、自由業、学生などの国民
年金第一号被保険者の方が国民年
金に上乗せする公的年金制度です。
■加入できる方：国民年金加入の
20歳以上60歳未満の方および
60歳以上65歳未満の国民年金
任意加入者

■制度の内容：65歳から生涯受け
取ることができる終身年金が基
本です。
・掛金は全額社会保険料控除にな
り、所得税と住民税が軽減され
ます。受け取る年金も公的年金
等控除の対象になり、税制面で
優遇されます。
・万が一、早期に亡くなったとき、
家族に遺族一時金が支払われま
す。（一部の年金タイプを除く）
遺族一時金は全額非課税です。
・加入した時に確定した掛金額と
年金額は変わりません（ご加入
時の内容でお支払いした場合）。
・ご加入いただいた後も掛け金の
額を口数で増減できます。

問　福島県国民年金基金
〒960-8043　福島市中町１
番地１９号�中町ビル5Ｆ

☎︎0120�-6
ろーご

5-4
よ い く に

192

『防災タウンページ』は
届きましたか？

暮らし

国税還付金の受け取りは、
口座振替をご利用ください

暮らし

国民年金基金制度の
ご案内

暮らし

献血にご協力ください

平成31年度
臨時職員募集

「道の駅あいづ 湯川・会
津坂下」スタッフ募集

血液は長期保存や人工的に作る
ことができません。町民の皆さん
の温かいご協力をお願いします。
■日時：２月14日㈭　
　　　午前９時30分〜正午　
　　　午後1時30分〜４時30分

■場所：会津坂下町役場　
■対象：
　①16〜69歳の方
※65歳以上の方は64歳までに
献血経験のある方
②体重　男女とも50㎏以上の
方
③過去に輸血の経験がなく、健
康な方
④高血圧治療薬は、血圧が正常
域にコントロールされ、合併
症がない場合は可能

問　生活課　福祉健康班
　　☎︎93-6169

■募集職種：保育士・幼稚園教諭
　　　　　　若干名
（資格を有する、または取得見
込みの方）

■勤務条件：
①雇用期間　
４月から３月まで12か月雇用
②勤務時間　
　月〜金　午前８時30分
　� 〜午後５時15分
※シフト勤務のため、月２日程
度土曜日の勤務あり
③有給休暇　年間10日間
④社会保険および雇用保険加入

■申込：提出書類を下記まで提出。
２月15日㈮締切。

■提出書類：
①履歴書
②資格証原本（コピー後返却）ま
たは取得見込みを証明する書類

問　総務課　行政管理班
　　☎︎84-1503

「販売員」および「営繕業務」
のスタッフを募集します。ぜひ応
募をお待ちしています。
詳しくは、ハローワークまたは
下記までお問い合わせください。
問　道の駅あいづ�湯川・会津坂下
　　☎︎0241-27-8853
　　ハローワーク会津若松
　　☎︎26-3333

暮らしに役立つ情報をお届けいたします。

お知らせ
インフォメーションi催し

募集

募集
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①行政相談会
■日時：２月５日㈫
　　　　午前10時〜正午
■場所：保健福祉センター
■内容：暴力をふるわれたなど、
人権に関することや、役所など
への苦情や問題などの相談

問　生活課　戸籍環境班
　　☎︎84-1500

②行政書士会による相談会
■日時：２月７日㈭
　　　　午前9時30分〜正午
■場所：保健福祉センター
■内容：売買契約書、土地建物の
許認可、遺言・相続・離婚の書
類作成、申請手続きの相談など

問　生活課　戸籍環境班
　　☎︎84-1500

③弁護士による無料法律相談会
■日時：２月８日㈮
　　　　午前10時〜午後３時
■場所：保健福祉センター
■内容：生活の中での心配ごと、
悩みごとなどの相談

■申込：前日までに下記問い合わ
せ先に申込。

問　会津坂下町社会福祉協議会
　　☎︎83-1368

各相談に応じます相談

出産予定日または出産日が属す
る月の前月から4か月間（以下「産
前産後期間」）の国民年金保険料
が免除されます。
※多胎妊娠の場合は、出産予定日
または出産日が属する月の3か
月前から6か月間の国民年金保
険料を免除。
※出産とは、妊娠85日（4か月）
以上の出産をいいます（死産、
流産、早産を含む）。

■対象：「国民年金第1号被保険
者」で出産日が平成31年2月1
日以降の方

■期日：４月１日㈪から
■申込：下記問い合わせ先に届出。
出産予定日の6か月前から届出
可能。※ただし、届出ができる
のは平成31年4月からです。

問　生活課　保険年金班
　　☎︎�84-1501

会場は大変混雑し、申告書作成
に１時間以上かかる場合がありま
す。開設時間内に申告書を作成で
きるよう、時間に余裕を持ってお
越しください。
■場所：アピオスペース１階
会津若松市インター西90番地

■期間：２月18日㈪
　　　　〜３月15日㈮
※土・日を除く。開設期間内
は、税務署内を含め作成会場
を設置していません。期間内
にご利用ください。

■時間：午前９時15分
　　　　〜午後４時
※混雑状況によっては、早めに
受付を終了する場合あり。

問　会津若松税務署
　　☎︎27-4311

町税などを口座振替で納めるに
は金融機関での手続きが必要で
す。平成31年度第１期分から口
座振替を希望される場合は、下記
の締切日までに金融機関窓口で申
請してください（申請用紙は、各
金融機関窓口・町役場税務管理班
にあります）。
■口座振替依頼の締切日（税目別）
・固定資産税� ２月28日㈭
・軽自動車税� ３月29日㈮
・町県民税� ４月26日㈮
・国民健康保険税� ４月26日㈮
※締切日以降の受付分は第２期から振
替（一括納付の場合は次年度から）。

■口座振替できる金融機関
東邦銀行・大東銀行・会津信用
金庫・会津商工信用組合・ＪＡ
会津よつば・ゆうちょ銀行

■持物：通帳、通帳印
問　総務課　税務管理班
　　☎︎84-1502

農地の売買・賃借・転用など、
気軽にご相談ください。各地区担
当の農業委員がお待ちしています。
■日時：２月14日㈭
　　　　午後１時〜３時　
■場所：役場３階　大会議室
■申込：不要　
問　農業委員会　☎︎84-1534

■日時：2月23日㈯
　　　　午前10時〜午後4時
■場所：アピオスペース２階
　　　　会議室（会津若松市）
■相談員：東北税理士会
　　　　　会津若松支部税理士
■申込：不要
問　東北税理士会　会津若松支部
　　支部長　鈴木　勝人
　　☎︎28-8227

借金を抱えお悩みの方からの相
談に応じます。秘密厳守・相談無
料です。
■窓口：財務省福島財務事務所　
　　　　理財課
■受付：月〜金曜日（土・日・祝

日・年末年始を除く）
　　　　午前８時30分〜正午
　　　　午後１時〜４時30分
問　財務省福島財務事務所
　　理財課
　　多重債務者相談窓口専用
　　☎︎024-533-0064
　　FAX：024-535-0311

平成31年4月から産前産後期間の
国民年金保険料が免除となります

暮らし

平成30年分確定申告　
申告書作成会場の開設

暮らし

町税などの口座振替は、金融
機関でお手続きください

暮らし

農地相談会を
実施します

相談

税の無料相談会を
実施します

相談

「多重債務者相談窓口」
のご案内

相談
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■要確認
①タバコは消した？
・吸殻の火が消えず、火災にな
ることもあります。灰皿に水
を入れるなどの工夫をしま
しょう。

②ストーブは大丈夫？
・洗濯物への着火を防ぐためス
トーブの上に洗濯物を干さな
いようにしましょう。
・火がついたまま給油しないよ
うにしましょう。

③線香やローソクは大丈夫？
・外出時やお休み前にもう一度
点検しましょう。

住宅火災発生時の「逃げ遅れ」
を防止するため、皆さんの住んで
いる全ての「住宅」に住宅用火災
警報器の設置が全国で義務付けら
れています。�
＊取り付けが義務付けられている
ところ：寝室・階段（２階に寝
室がある場合）
＊取り付けをおすすめするところ
　：台所�
■住宅用火災警報器の電池交換
住宅用火災警報器は、電圧が低
くなると音響または点滅により
72時間以上伝達・表示されます。
早めに電池の交換または本体の交
換をしましょう。
電池の消耗は約10年です。機
種によっては５年前後のものもあ
るため、取扱説明書で確認するか、
購入したお店または製造メーカー
に問い合わせをして確認しましょ
う。

当署管内で昨年２月
約100万円被害

公的機関を名乗る電話に
注意！

そんなときは警察の相談窓口へ

火の元もう一度！

住宅用火災警報器を
つけましょう！

カクニンジャー福くん

昨年２月、70歳代男性の自
宅に役場職員を名乗る男から
「国保税の過払いがあり、今
日中に返還手続きをとらない
と戻らない。手続きをとれる
銀行口座はあるか。」と電話
があり、管内の金融機関名を
告げたところ、今度は銀行員
を名乗る男から「窓口が混ん
でいるので、スーパーのＡＴ
Ｍに行って欲しい。着いたら
電話して欲しい。」と電話が
あり、それを信じた男性はＡ
ＴＭに行き銀行員を名乗る男
の指示通りに操作した結果、
約100万円をだまし取られる
という事件が起こりました。

還付金等詐欺被害防止

会津坂下警察署からの
お知らせ注意 会津坂下消防署からの

お知らせ注意

問　会津坂下警察署　☎︎83-3451 問　会津坂下消防署�☎︎83-4100

会津坂下町内街頭犯罪等発生状況
（平成30年12月31日現在）
区　分 管 内 会津坂下町

強 盗
空 き 巣 1 1
忍 び 込 み 1
事 務 所 荒 ら し 4 4
出 店 荒 ら し 1 1
自 動 車 盗 2 2
オ ー ト バ イ 盗 1 1
自 転 車 盗 5 4
自 販 機 ね ら い 7 5
車 上 ね ら い 13 9
ひ っ た く り
部 品 ね ら い 2 2
強 制 わ い せ つ
街 頭 犯 罪 合 計 37 29
その他刑法犯等 76 58
全 刑 法 犯 113 87
■︎特徴：昨年11月と12月に、会津坂下町内
で車上狙いが発生しています。

・貴重品などを車内に置きっ放しにしない
ようにしましょう！

・短時間駐車でも必ずエンジンキーを抜き
ドアロックしましょう！

※その他刑法犯等には、暴行、傷害、万引
き、詐欺、器物損壊などの犯罪発生件数
が含まれます。

（平成30年１月１日からの累計数）

ひとりで悩んでいませんか？

ＡＴＭを操作して還付金
を受け取る手続きは絶対に
ありません。
お金が戻る話には注意で
ござる！

不幸にして犯罪や交通事故の被
害に遭われた被害者やそのご家族
は、身体への直接的な被害にとど
まらず、当事者でなければわから
ない様々な被害を受け、悩みを抱
えています。
警察では、こうした被害者やそ
のご家族の方々の視点に立ち、各
種支援活動を行っています。
●会津坂下警察署　☎83-3451
全日受付。ただし、緊急事案な
どにより夜間は受けられないこ
ともあり。
●県警察本部　県民サービス課
　☎︎024-522-2151
月〜金　午前８時30分〜午後５
時15分（祝日・年末年始を除く）。
●県警察本部　性犯罪被害110番
　☎0120-503-732
24時間対応（緊急時は110番へ）。




