
国民年金保険料の産前産後期間
の免除制度が始まりました

　4月1日から、国民年金第1号被保
険者が出産した際、産前産後の一定
期間の保険料が免除されます。
　産前産後期間として認められた期
間は、保険料を納付したものとして
老齢基礎年金の受給額に反映されま
す。
対国民年金第1号被保険者で、出産
日が平成31年2月1日以降の人（死
産を含む）
免除となる期間　出産日が属する月
の前月から4か月間
※多胎出産（双子以上）のときは、出
産日が属する月の3か月前から6か
月間
持ち物　出産日が確認できる書類

（母子健康手帳など）
※家族が申請するときは印章も必要
申・問保険年金課☎（88）9137

　本年度（4月～来年3月）の保険料
は、月額16,410円になります。
※前納払いを利用すると、保険料が
割り引きになります。
問保険年金課☎（88）9137

国民年金の保険料が変わります

 
 

今月の納期　納期限5月7日（火）
●市県民税(普通徴収)      　随期分
●国民健康保険税（普通徴収） 随期分
●介護保険料（普通徴収）    随期分
●後期高齢者医療保険料（普通徴収） 随期分
今月の休日納税相談窓口開設
●日時　4月28日（日）
　　　　午前9時～午後4時
●場所　収納課

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

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

「レポナウすかがわ」で
対応しました！

投稿

市ホームページ

人口・世帯数
現住人口 31. 3. １現在（前月比）

人　口 76,082人（△25人）
　　　男 37,347人（+1人）
　　　女 38,735人（△26人）

世帯数 27,211世帯（+27世帯）

BEFORE
公園の側溝の蓋がずれていて危険です。

AFTER

※3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） 205 △8.1 △3.8
豚肉（国産ばら肉 100g） 252 11.6 15.1
鶏肉（国産もも肉 100g） 151 11.1 12.7
じゃがいも（国内産 1㎏） 281 1.1 △4.8
玉ねぎ（国内産 1㎏） 265 2.8 12..3
キャベツ（国内産 1㎏） 163 △19.0 △68.8
大根（国内産 1㎏） 168 △2.4 △49.6
鶏卵（Mパック 10個入り） 203 0.0 △5.6
白米（ひとめぼれ 5㎏） 2,078 △6.4 0.5
合成洗剤（液体 詰め替え用 810ml） 246 6.5 7.5
灯油（白灯油 18ℓ〈店頭〉） 1,440 10.4 △1.6
LPガス（家庭用 10m³使用） 8,064 0.0 5.1
レギュラーガソリン（１ℓ現金価格） 144 6.7 8.3

値上がり7品目、値下がり4品目（前月比）

時日時　場会場　対対象　定定員（表示のないものは定員になり次第締め切り）　内内容
￥料金（表示のないものは無料）　申申し込み　締締め切り　他その他　問問い合わせ　Ｆファックス　 メール　

電気柵などの購入経費を
補助します

対鳥獣被害防止用の電気柵などを購
入し、市内の農地に設置した農業者

（購入した日から1年以内の申請）
補助額　購入に要した経費の2分の
1以内（上限3万円）
問農政課☎（88）9140

「おはよう青空市場」が
4月14日（日）から再開

まもなく所得税と個人の消費税の振替日です 所得税　4月22日（月）　※法定納期限は3月15日　個人の消費税　4月24日（水） 　※法定納期限は4月1日　振替不能になったときは、法定納期限に遡って延滞税が掛かります。　☞須賀川税務署☎（75）2194

用水路に注意！
安積疏水・羽鳥用水路の通水開始

　青空市場運営協議会では、市内の
農家が丹精込めて生産した新鮮な旬
の野菜、切り花、果物などを販売し
ます。
　また、市内在住の農業者で、毎回
継続的に出店できる新規会員を募集
しています。
時4月14日から12月22日までの毎
週日曜日　午前6時～7時30分
場結の辻（本町89-1）
問農政課☎（88）9139

　庁舎内で、オリジナルのフレーム
を使って記念撮影ができるスマー
トフォンアプリ「S

エスエムピー
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hoters）」ができまし
た。これは、国際総合学園FSGカ
レッジリーグの皆さんが授業の一環
で制作したもので、Googleplayま
たは、AppStoreからダウンロード
して利用できます。
　庁舎内に掲示されているQRコー
ドを読み取り、フレームやスタンプ
を選んで撮影できます。

問市民課☎（88）9134

市オリジナル記念撮影用
スマホアプリ「ＳＭＰ」配信中

市営住宅の入居者募集
　安積疏水用水路は4月26日（金）、
羽鳥用水路は5月10日（金）から通水
されます。水量が増し危険ですので、
水路には近づかないでください。
　この用水は、大切な農業用水です。
ゴミを捨てたり汚水を流したりしな
いでください。
問農政課☎（88）9140

出荷制限品目　⃝ゼンマイ　⃝コシ
アブラ　⃝タケノコ　⃝キノコ（野生）
⃝ウド（野生）　⃝ウワバミソウ（野生）
⃝タラノメ（野生）　
※検査の結果、食品中の放射性セシ
ウム基準値の100Bq/Kgを下回っ
ていても、出荷や加工用原材料とし
て使用することはできません。
問農政課☎（88）9140

山菜の出荷制限にご注意を！

くらし

農地転用許可の権限が
県から市へ移譲されます

　これまで県が行っていた農地転用
許可の事務を、4月1日（月）から市
農業委員会で行います。これにより、
申請から許可までの期間が短縮され
ます。
農地転用とは　登記簿上もしくは現
況が田や畑など農地を、農地以外(住
宅、駐車場、資材置き場など)に転
換することであり、事前に許可の申
請が必要です。
　転用する農地の面積が4ヘクター
ルを超えるときは、国との協議を経
て県の許可となります。
締 毎 月27日（27日 が 土・ 日 曜 日、
祝日のときは前日。12月は26日）
　転用を計画しているときは、お早
めにご相談ください。
問農業委員会事務局☎（88）9165

狩猟免許・銃砲所持許可の
取得経費を補助します

対新規に狩猟免許や銃砲所持許可を
取得した人（取得した日から3か月
以内の申請）
補助額　取得に要した経費の4分の
3以内（上限4万円）
問農政課☎（88）9140

その手から　つながる未来　広がる緑
「緑の募金」にご協力を

　4月1日（月）から5月31日（金）ま
で、「緑の募金」運動が全国一斉に繰
り広げられます。
　運動期間中、職場などを通して募
金のお願いと街頭での募金活動を行
いますので、皆さんの温かいご支援
とご協力をお願いします。
問農政課☎（88）9140

塩化カリウムを配布～米の放射
性セシウムを吸収抑制～

　市では、基肥の慣行施肥の上乗せ
分として、塩化カリウムを全農家に
配布します。安全・安心な米作りの
ため全量を施肥してください。また、
作業実施の確認をしますので、施肥
した月日を必ず記録してください。
配布肥料　塩化カリウム（成分量60
%）
配布と施肥量　10アール当たり20
㌔グラム（1袋）
※施肥量に変更があるときや新たに
配布を希望するときは、農政課にご
連絡ください。
問農政課☎（88）9139

使用できる団体など
①市内在住、在勤、通学する人
②市内に所在地がある団体
③①または②が構成員となる団体
④主に①から③までを対象に開催す
るイベントを主催する団体
⑤国、県または地方公共団体の機関
や教育機関
⑥市から共催又は後援の承諾を受け
た事業を行う者

使用できる場所・内容
▶協働会議室・会議
▶みんなのスクエア・展示、イベント、
物品販売（物品販売は⑤と⑥の団体のみ）
1年度内で使用できる期間
▶協働会議室　12日以内
▶みんなのスクエア　⃝展示　14日
以内（通算30日以内）　⃝イベント、
物品販売　12日以内
申・問行政管理課☎（88）9122

市庁舎内協働エリアの使用基準を4月1日から変更

　介護保険料は、被保険者とその世
帯員の市民税課税状況や被保険者の
前年の所得金額などに応じて、毎年
度決定しています。
　7月に保険料が決定するまでは、
2月に特別徴収（公的年金から差し
引き）されている人は、下の表のと
おり仮徴収による納付になります。
⃝公的年金からの特別徴収による納付
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2020年

2月
納付
方法 仮徴収 本徴収

特別徴収による介護保険料の
4月からの納付額

問長寿福祉課☎（88）8117

水銀使用製品の分別回収をしています

農林業

フレームは、
全14種類。
お気に入り
のフレーム
を選べます。

受付期間　4月1日（月）～12日（金）　※閉庁日を除く
公開抽選予定日　4月26日（金）
入居予定日　5月21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

山寺南 1 1,900 ～
3,800 2K 単身可 S34

和田池

48 
（3階） 30,680

3LDK 2人以上

S60

110 
（2階） 31,360 S62

桜 岡 2-402
（4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）

和田池 91
（1階） 31,360 3LDK 2人以上 S62

　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

　ご家庭で不要になった水銀使用製品を分別回収しています。
水銀による健康被害や環境汚染を防ぐため、分別回収にご協力
ください。
⃝回収品目・出し方など

品　目 出し方

蛍光管
直管・環形・コンパ
クト形は、品番が「Ｆ」
から、電球形は、品
番が「EＦ」から始まる
もの。 

　本体を購入時の箱や、中身の
見える袋に入れ、各地区の「不
燃ごみ回収コンテナ」に出して
ください。
　危険なので、割らずに出してく
ださい。

水銀体温計
水銀温度計
水銀血圧計

　本体のみを、お近くの薬局・
ドラッグストアや、環境課に備
え付けの回収ボックスに出して
ください。

問環境課☎（88）9129

例：平 成31年 度 の 年 間 保 険 料 が60,000
円で本年の2月分が12,000円だったとき
▶仮徴収　月額12,000円（2月分と同額）
▶本徴収  月額8,000円（決定した年間保険料
から仮徴収分を差し引き、3回に分けた金額）
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