
町からみなさんへの大切なお知らせです。

国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例
の承認を受けられた期間がある場合、保険料を全額
納めた方と比べ、老齢基礎年金（65 歳から受けら
れる年金）の受取額が少なくなります。

将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免
除等の期間の保険料については、10 年以内であれ
ば遡って納めることができます（追納と言います）。

ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度
から起算して 3 年目以降の追納の場合、当時の保
険料に一定の加算額が上乗せされます。
■追納に関するお問い合わせ
東北福島年金事務所　℡ 024-535-0141

町は、消費税増税による負担を軽減するため、
平成 31 年度住民税非課税者の方を対象として、10
月 1 日からプレミアム付商品券を販売しています。

対象者と見込まれる方には「川俣町プレミアム付
商品券購入引換券交付申請書」を郵送しております
ので、商品券購入を希望される場合は、申請書に必
要事項を記入し町へご提出ください。申請書を提出
いただいた方には購入引換券を送付します。
■購入引換券交付申請書の提出期限
　令和 2 年 1 月 17 日㈮必着
　※早めの提出を推奨します
■商品を利用できるもの
　町内の小売、飲食、サービス、医療・介護の 114 店舗

町では、生活排水による水質汚濁を防止するため、
合併処理浄化槽の設置を推進しており、設置する方
に一部補助金を交付しております。

町の浄化槽設置の普及を図るため、設置をしたい
が敷地の関係でできないなどの設置等に関する問題
があれば担当係までご相談下さい。

　犬のフンについて苦情が寄せられています。
犬のフンが、道路、公園、河川、庭や田畑などに放
置されている事例は後を絶ちません。 自分の家の
前、いつも歩いている道、遊びに行った公園で犬の
フンがあったらどう思いますか？他人の迷惑になら
ないように飼うのは、飼い主の義務です。
飼い主は以下のことを守ってください。
■飼い犬を散歩させる時にはフンを後片付けできる
道具を携帯する。
■散歩中に飼い犬がしたフンは、必ず飼い主がその
場で拾い、自宅に持ち帰る。
■放し飼い、放し散歩はしない。
動物も人間も快適に暮らせるよう、飼い主の責任を
果たしましょう。

■募集期間　11 月 1 日㈮～ 11 月 15 日㈮
■受付時間　午前８時 30 分～午後５時 15 分
■対象住宅と戸数
①中道団地（飯坂字中道）１戸
②壁沢団地１号棟（字壁沢）8 戸（3 ～５階）
③壁沢住宅２号棟（字壁沢）7 戸（1・４・５階）
④ふもとがわ団地１号棟（大字鶴沢字笛田）3 戸（2 ～ 4 階）
⑤ふもとがわ団地２号棟（大字鶴沢字笛田）6 戸（2 ～ 5 階）
⑥賤ノ田団地（字賤ノ田）7 戸（1 ～５階）
※壁沢住宅２号棟については、ＵＩターン者・新婚
世帯への優先選考（以下の入居条件を満たした場合
で、入居期間が最長 10 年間の条件）があります。
■間取り・設備
各団地で異なりますので、お問い合わせください。
■入居条件
①現に住宅に困窮している方。
②税、その他の使用料等の未納がないこと。
③現に同居し、又は同居しようとする親族があるこ
と。ただし、婚姻の予約者なども含む。
④単身入居の資格が認められる者は満 60 歳以上。

（60 歳未満の場合は別途条件が必要となりますの
で、問い合わせください）。
⑤収入基準は、所得月額 158,000 円以下であるこ
と（収入のある方全員です）。ただし、裁量世帯（入
居者が障害者等）の場合は 214,000 円以下。
⑥入居決定時に、１名の連帯保証人に引受承諾が得
られること。
⑦入居者が暴力団員でないこと。
■家賃　入居者の所得や団地ごとに異なります。
　　　　（別途、共益費等がかかります。）
■駐車場　原則１戸に１台
　　　　　（家賃とは別に使用料有り。一部の住宅
　　　　　は駐車場無し）。
■受付場所・問い合わせ　標記担当まで。
※その他、復興公営住宅（新中町団地）入居者も募
集しています。入居条件等詳しくは町広報誌８月号
または標記担当までお問い合わせください。

町営住宅入居者を募集します
問  建設水道課 管理係（内線 1603）

ペットのフンは飼い主が責任を持ちましょう
問  町民税務課 生活環境係（内線 1307）

国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
問  保健福祉課 国保年金係（内線 1404)

平成31年度住民税非課税者の皆さまへ
問  企画財政課 企画調整係（内線 1202)

合併処理浄化槽設置に係る相談について
問  町民税務課 生活環境係（内線 1307）
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I n fo rma t i on

　これから年金を受給しようとする方、既に年金を
受給されている方を対象にした講座です。
■日時　12 月 14 日㈯　午前 9：30 ～午後 0 時
■会場　福島市市民会館第 2 ホール（福島市霞町 1-52）
■参加費　無料
■講師　日本年金機構　東北福島年金事務所
■講座内容
・年金請求の手続きについて
・老齢年金請求、添付書類について
・定年後働いている方などについて
・遺族年金について　その他
■参加対象　昭和 35 年 4 月 1 日以前に生まれた方
■参加人数　90 名まで
■申込方法　紙に年金講座申込と書いて氏名・電話
番号を記載し下記に FAX してください。
FAX 番号：024-528-9121
■主催　福島県年金受給者協会連合会
■共催　日本年金機構　東北福島年金事務所
■後援　福島民報社・福島民友新聞社
■問い合わせ　福島年金受給者協会　℡ 024-528-9121

福島地方法務局と福島県人権擁護委員連合会は、
11 月 18 日から11 月 24 日までの 7 日間、全国一斉「女
性の人権ホットライン」強化週間として、夫 ･ パートナー
からの暴力やストーカーなど女性をめぐる様々な人権
問題の解決を図るため、電話相談の取組を強化しま
す。秘密は守られます。相談は、人権擁護委員及び
法務局職員が応じますので、お気軽にご相談ください。
なお、強化週間の期間以外の日（土・日・祝日を除く。）
においても、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで、
相談に応じていますので、ご利用ください。
■期間　11 月 18 日㈪～ 11 月 24 日㈰までの７日間
■時間　午前 8 時 30 分～午後７時まで

（ただし、11 月 23 日㈯・11 月 24 日㈰は午前 10
時～午後 5 時まで）
■電話番号　0570-070-810（全国共通ナビダイヤル）
■問い合わせ　福島地方法務局人権擁護課　℡ 024-534-1994

11（いい）月 30（みらい）日は「年金の日」です。
年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来

の生活設計について考えてみませんか？
「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」で、ご

自分の年金記録を確認してみましょう。
ねんきんネットについては、日本年金機構のホー

ムページでご確認いただくか、東北福島年金事務所
にお問い合わせください。

令和２年版の福島県民手帳・令和元年度版福島県
勢要覧を販売しております。各種統計データや日常
生活に役立つ便覧など充実した内容ですので、ぜひ
お買い求めください。
■価格　　　福島県民手帳　     ６００円
　　　　　　福島県勢要覧　１，５００円
■販売場所　川俣町役場２階　企画財政課
■販売方法　代金引換
※在庫がない場合には、予約となりますのでご了承ください。

　被保険者の皆さまの歯科健康保持及び疾病予防
等のため、令和元年度は下記の内容で歯科健診を実
施しており、健診期間が令和元年 11 月 30 日㈯ま
でとなっております。
　歯の健康は、口腔状態の悪化による歯周病予防
や、噛む力の低下による誤えん性肺炎予防のため
に、とても重要です。
　この機会に歯科健診を受診しましょう。
■対象者　福島県後期高齢者医療の被保険者で、昭
和 18 年 4 月 2 日から昭和 19 年 4 月 1 日までに生
まれた方（前年度に 75 歳に達した方）
■健診項目　問診、歯（義歯）、咬合、歯周組織、
嚥下の状態等
■健診費用　無料
■健診期間　令和元年 6 月 1 日㈯から令和元年 11
月 30 日㈯まで
■留意事項
①対象歯科医院において実施していますので、詳し
くは 5 月下旬に各対象者へ配布された案内状をご
覧ください。
②歯科健診が無料で受診できるのは 1 回となります。
③東日本大震災により避難されている方も、避難先
で受診できる場合があります。
④長期入院されている方や介護施設へ入所されて
いる方は、対象とならない場合があります。
■問い合わせ
福島県後期高齢者医療広域連合（℡ 024-528-9024）

暮 ら し
11 月は年金月間です
問  保健福祉課 国保年金係（内線 1404)

後期高齢者医療保険では歯科口腔健康診査を実施します
問  保健福祉課 国保年金係（内線 1404)

「女性の人権ホットライン」強化週間について
問  町民税務課 町民係（内線 1305）

年金受給説明会のご案内
問  福島年金受給者協会（℡ 024-528-9121)

県民手帳及び県勢要覧について
問  企画財政課 企画調整係（内線 1105）
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