
産業廃棄物処理施設の設置計画

1 設置等予定者
株式会社鮫川リサイクル
代表取締役　芳賀俊雄
市内横山町83番地

2 設置等予定地区 市内横山町39番地、外1筆

3 施設の種類 汚泥の造粒固化施設　1基

4 施設の処理能力 1,440㎥／日（24時間）

5 その他

（1）当該事業者は、上記2
の場所において汚泥にセメ
ント等を加え混練し、改良
土とする施設を設置するた
め、事前協議書を提出した
ものです。

（2）県では、今後必要な審
査を行った上で、当該産業
廃棄物処理施設等の設置の
可否を決定します。

問県中地方振興局環境課
☎024（935）1502

　産業廃棄物処理施設等設置等設置
事前協議書の提出がありました。

　資料整理と館内のガスくん蒸作業（施設内の害虫やカビの駆
除作業）のため、臨時休館します。
期間　6月21日（金）～ 7月4日（木）

博物館を臨時休館します

歴史資料や美術品のくん蒸サービス
　ご家庭で保管している古文書や歴史資料、掛け軸などをくん
蒸するサービスを行います。
対虫食いやカビが心配な古文書や掛け軸など
受入件数　先着10件　※6月11日（火）から受け付け開始
搬入日　6月22日（土）・25日（火）　午前10時～午後4時
搬出日　7月5日（金）・6日（土）　午前10時～午後4時
他▶材質によってくん蒸できないものがあります。
▶品物は自分で搬入・搬出してください。
申・問博物館（75）3239

　農業者年金の受給者は、毎年現況
届の提出が必要です。
　受給者には、5月下旬に農業者年
金基金から現況届が郵送されていま
す。必要事項を記入の上、6月末日
までに農業委員会事務局、長沼・岩
瀬各市民サービスセンター、各公民
館のいずれかに提出してください。
問農業委員会事務局☎（88）9165

農業者年金の現況届を忘れずに

人口・世帯数
現住人口　元.5.1現在（前月比）
⃝人　口　75,787人（△66人）
　　　男　37,236人（△21人）
　　　女　38,551人（△45人）
⃝世帯数　27,258世帯（△1世帯）

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7月1日（月）
⃝市県民税(普通徴収) 1期分

今月の休日納税相談窓口開設
⃝日時　6月30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

「カタログポケット」で
広報紙を読む・聞く・訳す
無料アプリ「カタログポケット」をダ
ウンロードし「須賀川市」を検索すれ
ば利用できます。

土地や家屋の利用方法が
変わったときはご連絡を

　固定資産税は、毎年1月1日におけ
る土地や家屋、償却資産の利用方法
や所有状況に応じて課税されます。
　土地や家屋の利用方法が変わった
ときや、家屋を新築・増築・取り壊
したときは、税務課に必ずご連絡く
ださい。
家屋評価調査にご協力を
　家屋などを新築･増築すると、翌
年から固定資産税が課税されます。
　その課税基礎となる「評価額」算出
のため、市の職員が訪問し、家屋を
調査します。事前に連絡してご都合
をお聞きしますので、ご協力をお願
いします。
問税務課☎（88）9125

市認定工業製品を募集します

市では、市内
に事業所などを
有する企業が製
造する工業製品

を認定・公表し、市内外に広く情報
発信することで、製品の販路開拓な
どを側面から支援しています。自
社の優れた工業製品をPRするため、
ぜひ認定制度をご活用ください。
　募集の詳細、申請書などは市ホー
ムページからダウンロードできま
す。
締6月28日（金）

問商工労政課☎（88）9142 ※5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） 193 △7.7 △3.5
豚肉（国産ばら肉100g） 230 △3.0 1.4
鶏肉（国産もも肉100g） 141 17.5 6.1
じゃがいも（国内産1㎏） 296 △3.0 6.9
玉ねぎ（国内産1㎏） 238 △14.4 △0.5
キャベツ（国内産1㎏） 206 4.1 43.1
大根（国内産1㎏） 187 3.9 6.9
鶏卵（Mパック10個入り） 199 △4.4 △1.5
白米（ひとめぼれ5㎏） 2,065 △0.5 0.3
合成洗剤（液体詰め替え用810ml） 267 8.6 14.6
灯油（白灯油18ℓ〈店頭〉） 1,534 3.5 7.9
LPガス（家庭用10m³使用） 8,187 △0.5 1.6
レギュラーガソリン（1ℓ現金価格） 152 7.9 6.3

値上がり6品目、値下がり7品目（前月比）

市営住宅の入居者募集
受付期間　6月3日（月）～12日（水）　（閉庁日を除く）
公開抽選予定日　6月27日（木）
入居予定日　7月23日（火）
⃝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

松 ケ
丘 東

70
(2階)

15,500 ～
30,500 3DK 単身可 S55

106
(2階）

18,100 ～
35,500

3LDK 2人以上

S57

和田池
48 

（3階） 30,680 S60
110 

（2階） 31,360 S62

桜 岡 2-303
（3階）

23,300 ～
45,700 H5

⃝優先入居住宅（高齢者、母子・父子、身体障がい者世帯）

桜 岡 2-101
（1階）

23,300～
45,700 3LDK 2人以上 H5

※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

不動産取得税の軽減

　不動産取得税は、売買・贈与など
で不動産を取得したときに、一度だ
け課税されます。税額は、不動産の
固定資産評価額の3％（住宅以外の
家屋は4％）で、一定の要件を満た
すと、申請により軽減されます。
三世代同居･近居住宅を取得する人
　三世代以上の人が県内で同居また
は近居する住宅を、令和2年3月31
日までに取得したとき、その住宅に
係る不動産取得税の一部を申請によ
り軽減します。
問県中地方振興局県税部
☎024（935）1254

所有地の除草は
定期的に行いましょう

　普段使っていない土地や、空き家
などの雑草が繁茂していませんか?
　雑草などが繁茂していると、害虫
類の発生、ごみの不法投棄、火災な
どを誘発する恐れがあります。
　所有・管理している土地や空き家
などは、定期的に除草を行うなど、
責任をもって適正に管理しましょ
う。
問環境課☎（88）9129

鳥獣被害防止電気柵の注意喚起
「電気柵には近づかない」

　イノシシなどの野生鳥獣による農
作物被害を防ぐため、電気柵が設置
されています。
　地域の皆さんは、電気柵には近づ
かないよう、子どもへの指導を含め
ご注意ください。
　設置した人は、見回りや安全対策
の徹底をお願いします。
危険表示　人が見やすいように、適
当な位置や間隔で危険表示をする。
漏電遮断器の設置　公道沿いなどの
人が容易に近寄れる場所で、30ボ
ルト以上の電源（家庭のコンセント
など）から電気を供給するときは、
危険防止のため漏電遮断器を設置す
る。
問農政課☎（88）9140

入札参加資格審査追加申請の
受付

　審査を受ける事業者は、次により
申請してください。
資格の有効期限　令和3年3月31日
申一般書留、簡易書留、レターパッ
クで郵送
※82円切手を貼付した返信用封筒

（長形3号）を同封してください。
郵送先　〒962-8601（住所記載不
要）須賀川市行政管理課契約検査係
締7月12日（金）
　詳しくは、市ホームページをご覧
ください。
問行政管理課☎（88）9180

消費税軽減税率の制度説明会を開催 日時　6月19日（水）　①午前10時30分～正午　②午後2時 ～3時30分　（2回開催）　会場　tette「ルーム1-1」　☞須賀川税務署法人課税部門☎（75）2194

各種委員を募集します

市立小、中学校通学区域審議会
定3人
締6月28日(金)
担当課　学校教育課☎（88）9168
市民交流センター運営協議会
定2人
締6月17日(月)
担当課　市民交流センター総務課
☎（73）4407
市中小企業・小規模企業振興会議
定2人
締6月28日(金)
担当課　商工労政課☎（88）9142

対市内在住または在勤の20歳以上
で、平日昼間の会議に出席できる人
※市が設置する他の公募委員に委嘱
されている人、市税を滞納している
人を除く
任期　委嘱の日から2年間
　応募方法など詳しくは、各担当課
にお問い合わせください。

　自治総合センターでは、地域のコ
ミュニティ活動の活性化と、宝くじ
の普及・広報活動のために助成金を
交付しています。
　昨年度は、狸森区が交付団体に採
択され、集会所にエアコンやテレビ
などの備品を整備しました。快適な
環境に整備された集会所は、使用頻
度が高まり、地区の行事などへの参
加率も増加、災害時の避難場所とし
ての機能も向上しました。
　申請方法など詳しくは、生活課に
お問い合わせください。

問生活課☎（88）9131

行政書士による無料相談会

時7月5日（金)　午前10時~午後3時
場市役所3階　光の会議室
内相続関係、土地問題、成年後見人
制度　など
主催　県行政書士会県南支部
☎090(4639)7185
※事前予約不要
問生活課☎（88）9128

宝くじ助成事業を活用した
地域づくり

認定した工業
製品をパンフ
レットなどで
紹介していま
す。

市ホームページ内
カタログポケット紹介
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