
第60回ながぬま一周駅伝競走大会
11月10日（日）　午前9時スタート！
　小学生から一般のランナーが、全
8区間をタスキでつなぎます。沿道
でのご声援をよろしくお願いします。
☞長沼公民館☎（67）2474

2020県民手帳　今回から県内観光施
設の割引パスポートが付き、お得です。
場企画財政課、tette、長沼・岩瀬各
市民サービスセンター、各公民館(長
沼・岩瀬を除く)
￥600円(税込み)

令和元年版県勢要覧　自然や人口、
産業など、県勢全般が分かる図表入
りのコンパクトな総合統計書
場企画財政課
￥1,500円(税込み)
☞企画財政課☎(88)9113

福島県民手帳と福島県勢要覧を販売
販売期間　10月11日(金)～令和2年1月31日(金)　※閉庁日を除く

市営住宅の入居者募集
受付期間　10月1日（火）～11日（金）　※土・日曜日を除く
入居日　11月21日（木）　※10月25日（金）に公開抽選
⃝一般住宅
団地名 部屋番号 家賃（円） 間取り 入居条件（人数）建設年度

山 寺北 3-12
(1階）

17,500～
34,400 2K 単身可 H15

和 田池
114 
（2階） 31,360

3LDK 2人以上

S62

132
（2階）

21,800～
42,900 H1

桜 岡 3-205
（2階）

23,300～
45,700 H5

山 寺 北 4-34
（3階）

25,800～
50,700 H15

◦優先入居住宅（高齢者、母子・父子、身体障がい者世帯）

和田池 25
（1階） 29,800 3LDK 2人以上 S59

※入居資格など詳しくはお問い合わせください。
問建築住宅課☎（88）9152

10月11日(金)～20日(日)は
「全国地域安全運動」期間
　「なりすまし詐欺」などの高齢者を
狙った犯罪が多発しています。
　また、空き巣などの侵入犯罪や車
上荒らし、万引き、自転車の盗難な
どの街頭犯罪も多く、これらを防止
するため、全国一斉に地域安全運動
が展開されます。
統一スローガン　「みんなで　つく
ろう　安心の街」
サブスローガン　「あいさつは　は
んざいへらす　だいいっぽ」
運動の重点
▶子どもと女性の犯罪被害防止
▶「なりすまし詐欺」の被害防止
▶地域の犯罪発生実態に即した各種
犯罪の被害防止
問須賀川警察署☎（75）2121
生活課☎（88）9128

住民票、マイナンバーカードなど
に旧姓（旧氏）が併記できます
　11月5日（火）から、旧姓が併記さ
れた各種証明書により、銀行口座、
実印などが旧姓のまま使用できます。
旧姓併記される証明書　住民票、住
民票記載事項証明書、転出証明書、
印鑑登録証明書（印鑑登録も住民票
に記載される旧姓で登録可）
併記請求先　住所地の登録市区町村
持ち物　⃝併記したい旧姓（1人に
つき1つ）が記載されている戸籍謄
本などから現在の姓が記載されてい
る戸籍に至る全ての戸籍謄本などの
原本　⃝マイナンバーカードまたは
通知カード　⃝住基カード（お持ち
の人のみ）　※旧姓（旧氏）とは、そ
の人の過去の戸籍上の姓（氏）のこと。
場市民課、各市民サービスセンター
受付時間　午前8時30分～午後5時
15分　※閉庁日を除く
問市民課☎（88）9134

※9月8日現在の市内各店舗の販売価格を取りまとめたものです。

生活関連物資の価格動向（消費税込）

品　　　　目 平均価格
（円）

前月比
（%）

前年同月比
（%）

塩ざけ（外国産甘塩切り身100g） 191 △13.6 △13.6
豚肉（国産ばら肉100g） 211 △9.1 △11.0
鶏肉（国産もも肉100g） 138 △0.8 3.0
じゃがいも（国内産1㎏） 306 △5.6 28.1
玉ねぎ（国内産1㎏） 215 6.0 △9.7

キャベツ（国内産1㎏） 211 26.4 7.2

大根（国内産1㎏） 172 8.9 △2.3

鶏卵（Mパック10個入り） 201 3.1 △4.3

白米（ひとめぼれ5㎏） 2,074 3.4 4.5
合成洗剤（液体詰め替え用810ml） 221 0.0 △3.1
灯油（白灯油18ℓ〈店頭〉） 1,494 △1.0 △2.1
LPガス（家庭用10m³使用） 7,633 0.0 △4.6

レギュラーガソリン（1ℓ現金価格） 137 △2.2 △8.7

値上がり5品目、値下がり6品目（前月比）

稲わら野焼きは、風向き・時間
帯に気を付けましょう
　「煙たい」「洗濯物に臭いが付いて
困る」「体調の悪い人がいるので困
る」などの苦情が寄せられています。
　農業を営むためにやむを得ず稲わ
らを焼却するときは、周辺住民の迷
惑にならないようにしましょう。
　稲わらは、貴重な有機資源です。
なるべく、野焼きは行わず、稲刈り
後は早めの耕起作業による土づくり
を心掛けましょう。
問農政課☎（88）9139

今月の主なスポット放送
子どもの祭典
　10/13（日）　10:00～10:30（生放送）
円谷幸吉メモリアルマラソン大会
　10/20（日）　  8:00～12:00（生放送）

市政情報番組も毎日放送中
市役所かわら版（各5分間）
　7：30～/12：30～/17：40～
すかがわシティインフォメーション
（各10分間）　11：30～/17：30～

インターネットラジオ周波数は

人口・世帯数
現住人口　元.8.1現在（前月比）
◦人　口　75,821人（+34人）
　　　男　37,256人（+21人）
　　　女　38,565人（+13人）
◦世帯数　27,342世帯（+49世帯）
※今月号から、県の現住人口調査結果
公表の関係で、前々月の人口・世帯数
を掲載します。

生活ダイヤル
◦防災行政無線音声ガイドサービス  ☎（63）8330
◦休日夜間急病診療所  ☎（76）2980
◦福島県子ども救急電話相談
　短縮ダイヤル  ♯8000　 　
　固定電話など  ☎024(521）3790
◦救急病院
　公立岩瀬病院  ☎（75）3111
　須賀川病院  ☎（75）2211
　池田記念病院  ☎（75）2165
◦須賀川消防署  ☎（76）3111
◦消防情報センター  ☎（76）8181
◦児童虐待防止相談室  ☎（88）8115

今月の納期　納期限10月31日（木）
◦市県民税（普通徴収）  3期分
◦国民健康保険税（普通徴収）  4期分
◦介護保険料（普通徴収）  4期分
◦後期高齢者医療保険料（普通徴収） 3期分

今月の休日納税相談窓口開設
◦日時　10月27日（日）
　　　　午前9時～午後4時
◦場所　収納課

市民提案メール
市ホームページ「市長の
部屋へようこそ」に掲載
の「市民提案メール」から
送信

道路占用は許可が必要です

　道路に電柱や広告塔などの工作物
を設置、排水管を埋設するなど、継
続して道路を使用することを「道路
占用」といいます。
　次のように道路占用するときは、
国・県・市などの「道路管理者」の許
可が必要です。
▶看板やのぼり旗などを設置するとき
▶住宅の解体や新築工事による仮設
足場や仮囲いなどを設置するとき
▶上下水道管、ガス管、排水管など
を埋設するとき
　道路は、自動車だけではなく、子
どもからお年寄りまで利用する大切
な公共施設です。皆さん一人一人が
道路を正しく利用し、安全で快適な
道路空間を作りましょう。
問道路河川課☎(88)9148

不動産公売

時11月20日（水）　午前10時
場市役所２階　会議室「203」
公売対象財産
▶売却区分1　所在：畑田字愛宕山
33番　地目：田　地積：2,313㎡
外5筆　計9,468㎡
▶売却区分2　所在：西の内町51番
2　地目：宅地　地積：135.73㎡
外1筆　計194.73㎡
参加資格　原則として、どなたでも
参加できますが、市税滞納者、税務
に関係する職員、公売財産の買い受
けについて一定の資格を有しない人
などは、参加できません。
問収納課☎（88）9127

市民提案メール

市庁舎の避難訓練にご協力を 市庁舎で火災などの緊急事態が発生したときに迅速に対応するため、 避難訓練を行います。　日時　11月1日（金）　午後3時30分～4時30分　☞行政管理課☎（88）9122

10月は不正軽油撲滅強化月間

　県では、関係団体と協力して、不
正軽油の排除に取り組んでいます。
　不正軽油の防止・撲滅には皆さん
のご協力と情報提供が欠かせませ
ん。不正軽油の情報提供は県税務課
または最寄りの地方振興局県税部に
ご連絡ください。
問県税務課☎024（521）7205
県中地方振興局県税部☎024（935）
1260

農地転用は許可が必要です

　農地を農地以外にすることを「農
地転用」といいます。農地を転用す
ると、農地の減少や周辺への影響の
おそれがあるため、農地は「農地法」
で守られています。
転用許可が必要なとき　市街化区域
外で、住宅敷地や駐車場、資材置場
などにするとき
届け出が必要なとき
▶市街化区域内で転用するとき
▶土盛りをして生産性や作業効率を
高めるなどの「改良行為」をするとき
農業者年金受給者はご注意を　受給
者が経営移譲して後継者などに農地
を貸した状態で転用すると、農業者
年金が支給停止になることがありま
す。事前に最寄りの農業委員・農地
利用最適化推進委員または農業委員
会事務局にご相談ください。
問農業委員会事務局☎（88）9165

「公的年金等の受給者の扶養親
族等申告書」は期限までに提出を
　日本年金機構では、公的年金につ
いて源泉徴収の対象となる人へ、令
和２年分の「扶養親族等申告書」を9
月中旬から順次、郵送しています。
　令和2年2月以降に受給する年金
から源泉徴収される所得税につい
て、配偶者控除等各種控除を受ける
際に必要な申告書ですので、必ず提
出してください。
※令和2年分より、各種控除の該当
になる人のみ申告書を送付していま
す。提出がないときでも、所得税率
（5.105％）は変更ありません。
提出期限　10月31日（木）
提出先　日本年金機構（同封の返信
用封筒に切手を貼って返送）
問い合わせ専用ダイヤル　☎0570
（081）240
問保険年金課☎（88）9137

市庁舎の停電検査

　市庁舎の停電検査のため、利用を
制限しますのでご注意ください。
時10月26日（土）
利用できないもの
⃝休日夜間窓口を除く庁舎内の全施
設　⃝地下駐車場
問行政管理課☎（88）9122

松明あかし当日の市役所駐車場の
利用
時11月9日（土）　午後1時～10時に
入庫のときは、9時間まで無料
※地下駐車場は、午後5時以降の入
庫、午後9時30分以降の出庫はでき
ません。
問行政管理課☎（88）9122
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