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　秋季全国火災予防運動は、火災が発生しやすい時季を
迎えるに当たり、火災予防思想の普及を図り、火災の発
生を防止し、火災から尊い生命と貴重な財産を守ること
を目的に実施されます。
　岩沼市では、11 月 9 日㈯～ 12 月 8 日㈰の 1 カ月間、
火災予防運動を実施し、火災予防意識の高揚を図ります。

業務内容／消費者苦情相談の処理および消費者啓発
応募資格／「消費生活専門相談員」資格を有する方、もしくは、同等の資格または同等の専門的知識　
　を有する方で、任用開始日に年齢が 65 歳未満である方
任用期間／平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
勤務形態／毎週月・水・金曜日　9 時～ 16 時
募集人員／ 1 名　　報酬／月額 95,400 円
勤務場所／市役所２階市民相談室または３階商工観光課相談室
応募方法／商工観光課備え付けの「岩沼市消費生活相談員任用申込書兼履歴書」（写真添付）を持参　
　または郵送
　※「申込書兼履歴書」の郵送を希望する場合は、返信用封筒（角 2 判、A4 判が入る大きさ）に住所、
　　氏名を明記し、120 円切手を添付してください。（「申込書兼履歴書」はホームページからも入手
　　できます）
募集期間／ 11 月 1 日㈮～ 12 日㈫（当日消印有効）
選考方法／書類審査および面接審査
　※面接日および選考結果は別途通知します。
申込・問／〒 989-2480　岩沼市桜一丁目 6 番 20 号　 商工観光課（☎内線 323）

11月 9日～ 15日に11月 9日～ 15日に11月 9日～ 15日に「秋季全国火災予防運動」「秋季全国火災予防運動」「秋季全国火災予防運動」が実施されますが実施されますが実施されます

　ご家庭に消火器を設置する場合は、住宅用と
本体に表記されている「住宅用消火器」を設置
してください。
　古くなった消火器や本体が腐食や破損してい
る消火器を使用すると破裂事故の危険性があり
ますので、絶対に使用しないでください。
　消火器の廃棄については、「消火器リサイクル
システム」を活用し、適正な廃棄をお願いしま
す。詳しくは、㈱消火器リサイクル推進センタ－

（☎03-5829-6773）にお問い合わせください。
※消火器の解体や、一般ゴミへの廃棄は絶対に
　しないようお願いします。

　平成 20 年 6 月 1 日から設置が義務化されています。
ご家庭に設置されている住宅用火災警報器の定期的なメ
ンテナンス（動作確認や電池交換など）を心掛けてくだ
さい。
　設置していないご家庭は安全・安心のため、早期の設
置をお願いします。

３つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する
・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す
４つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する
・寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、
　防炎品を使用する
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器を設置する
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の
　協力体制をつくる

問／消防署予防課予防係（☎ 22-5171）

訓練のためサイレンを鳴らします
　消防演習のため、消防署および各地区の火の
見やぐらからサイレンを鳴らしますので、火災
と間違わないよう、ご注意ください。
日時／ 11 月 10 日㈰　午前 7 時
問／消防本部総務課総務係（☎ 22-5171）

岩沼市消費生活相談員を募集します

全国統一防火標語
　「消すまでは　心の警報　ＯＮのまま」
岩沼市防火・防災標語　
　「『火、消した？』　家族みんなの　合言葉」

　　　　岩沼小学校 ６年　遠藤 真依 さん

◆住宅用火災警報器について

◆住宅防火　いのちを守る 7 つのポイント（習慣・対策）
◆消火器について

▶秋季全国火災予防運動
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毎年 11 月は、年金を身近なものとして意義や役割を理解していただくための「ねんきん月間」で
す。国民年金をはじめ公的年金は、現役世代が高齢者世代を支え、今の現役世代が将来高齢者になっ
たときはそのときの現役世代が支える、支え合いの制度です。いずれは訪れる老後の生活に、公的年
金は終身保障で生涯にわたり安定した収入を確保してくれます。

この機会に公的年金について考え、より知識を深めましょう。

国民年金保険料は社会保険料控除の対象になります
年末調整・確定申告の手続きにおいて、社会保険料控除の適用

を受ける場合は保険料を納めたことを証明する書類として、「社
会保険料（国民年金保険料）控除証明書」または領収証書を添付
してください。「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」は、
平成 25 年 1 月 1 日㈫～ 9 月 30 日㈪に国民年金保険料を納め
た方は 11 月上旬に、平成 25 年 10 月 1 日㈫～ 12 月 31 日㈫
に今年初めて国民年金保険料を納めた方は平成26年2月上旬に、
日本年金機構から送付されます。過去の滞納や免除期間中の保険
料、後納保険料を平成 25 年 12 月 31 日㈫までに納めた方も控
除を受けることができます。また、生計を共にしているご家族の
国民年金保険料を納めた場合も、納付したご本人は社会保険料控
除の適用を受けることができますので、ご家族宛てに送られた控
除証明書、もしくは領収証書を添付して申告してください。
問／控除証明書専用ダイヤル（☎ 0570-070-117）
（受付期間／ 11 月 1 日㈮～平成 26 年 3 月 14 日㈮）

『扶養親族等申告書』の提出をお忘れなく
老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得とし

て所得税の課税対象とされています。年金にかかる
所得税の源泉徴収額は受給者の方から提出された

『扶養親族等申告書』をもとに計算を行います。所
得税の課税対象となる年金受給者の方に対し、11
月上旬ごろ日本年金機構から『扶養親族等申告書』
が送付されますので 12 月 2 日㈪までに提出してく
ださい。
○『扶養親族等申告書』が送付される方

65 歳未満・・年金額が 108 万円以上
65 歳以上・・年金額が 158 万円以上
各種控除を受けるためには、『扶養親族等申告書』

を提出しなければなりません。提出がないときは、
翌年度の年金から所得税が多く差し引かれてしまう
場合がありますのでご注意ください。

平成 25年 10月からの年金額の改定について
現在の年金額は、過去に物価が下落したにもかかわらず、

年金額を据え置いたことで本来の水準よりも 2.5% 高い水
準となっています。平成 25 年 10 月、平成 26 年 4 月、
平成27年4月に段階的に特例水準を解消することにより、
年金財政の改善を図るとともに、将来の受給者となる若い
世代にも考慮して、世代間の公平を図ることとなりました。
このため、平成 25 年 10 月分以降としてお支払いする年
金額は、4 月～ 9 月までの額から、マイナス 1.0% の改定
が行われます。

改定後の年金については、平成 25 年 12 月（10 月分、
11 月分）からのお支払いになります。改定後の年金額は、
12 月中旬までに日本年金機構から届く年金額改定通知書
でお知らせします。

国民年金について
国民年金は、老齢基礎年金以外にも、障害基礎年金や遺

族基礎年金などがあります。保険料の納め忘れがあると年
金を受け取ることができないこともありますので、納め忘
れのないようにしましょう。また、収入が少ない、離職な
どの理由から保険料を納めることが難しい場合は保険料を
免除または猶予できる制度があります。免除・納付猶予制
度は所得審査がありますので、希望される方は市民課国民
年金係までご相談ください。

問／年金全般：仙台南年金事務所国民年金課（☎ 022-
246-5114）、年金受給：仙台南年金事務所お客様相談室

（☎ 022-246-5115）、国民年金：市民課国民年金係（☎
内線 225・226）

東日本大震災からの一日でも早い復興を目指し、岩沼市民みんなの力で「活気ある岩沼」を取り戻すこ
とを目的に、市内のお店を回るお買い物と飲食のスタンプラリーを開催します。

♠開催日時♠
11月 23日㈯　10時 ~15時

♣お買い物場所♣
岩沼市中心商店街など

♥商品券販売所・時間♥
岩沼市役所前広場　10時～ 15時
※先着 700名まで　商品券は当日限り有効
1人 1,000 円の購入に限ります（小学生以上）

♦抽選会場・時間♦
岩沼市商工会　10時～ 16時 主催・問／岩沼市商工会（☎ 22-2526）

コンタ君の倍返しラリーの流れ

⬇

⬇

岩沼市役所前広場にて 2,000 円分の商品券
（500 円× 4 枚）を 1,000 円で購入！

ゴール地点の岩沼市商工会で抽選に参加！

参加店にて商品券でお買い物！スタンプを4つ集める

11 月は「ねんきん月間」




