
市庁舎の保守点検を行います

　保守点検のため、市庁舎が利用で
きなくなりますので、ご注意くださ
い。
時2月16日（土）　終日
※夜間休日窓口と正面駐車場は利用
できます。
問行政管理課☎（88）9122

市敬老祝商品券の有効期限は
2月28日(木)です

　市では、昨年10月に75歳以上の
人(平成30年9月15日現在)に「敬老
祝商品券・1日温泉利用券共通券」
をお贈りしました。
　商品券として使用するときは、有
効期限が2月28日(木）ですのでご注
意ください。なお、使用できる取扱
加盟店は、共通券と一緒に配布した

「加盟店一覧表」か、市のホームペー
ジをご覧ください。
※1日温泉利用券として使用すると
きは、8月31日（土）まで有効
問長寿福祉課☎（88）8116

例えば

右手親指と人さし指を丸め
て、左手甲にあてる。具体
的に説明する場面で知って
いると便利な手話です。

※一般社団法人福島県聴覚障害者協会「ろう者との
対話のために」より

◦つながるコミュニケーション 51

初心者のための手話コーナー

 
 

今月の納期　納期限2月28日（木）
●固定資産税 4期分
●国民健康保険税（普通徴収） 8期分
●介護保険料（普通徴収） 8期分
●後期高齢者医療保険料（普通徴収） 7期分
今月の休日納税相談窓口開設
●日時　2月24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

BEFORE AFTER

人口・世帯数
現住人口 31. 1. １現在（前月比）

人　口 76,141人（+40人）
　　　男 37,350人（+9人）
　　　女 38,791人（+31人）

世帯数 27,185世帯（＋55世帯）

公園の汚水ますが飛び出して危険です。

※1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） 195 3.8 12.6
豚肉（国産ばら肉 100g） 236 △2.5 △2.9
鶏肉（国産もも肉 100g） 134 0.0 3.9
じゃがいも（国内産 1㎏） 270 16.9 3.5
玉ねぎ（国内産 1㎏） 242 18.1 11.1
キャベツ（国内産 1㎏） 182 16.0 △53.1
大根（国内産 1㎏） 130 22.7 △50.8
鶏卵（Mパック 10個入り） 197 △3.5 △12.5
白米（ひとめぼれ 5㎏） 2,099 0.7 2.5
合成洗剤（液体 詰め替え用 810ml） 241 6.7 2.2
灯油（白灯油 18ℓ〈店頭〉） 1,368 △12.2 5.5
LPガス（家庭用 10m³使用） 8,064 △5.8 5.9
レギュラーガソリン（１ℓ現金価格） 139 △4.2 3.8

値上がり7品目、値下がり5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　

廃車と名義変更の手続きは
お済みですか？

　使用しない原動機付自転車（バイ
ク）や軽自動車などは、廃車の手続
きをしないと、軽自動車税が毎年課
税されます。使用する見込みがない
ときは、4月1日までに手続きをし
てください。
※年度の途中で廃車や譲渡の手続き
をしても、1年分の軽自動車税が課
税されます。
手続き場所
▶原動機付自転車（125cc以下のバ
イク）と農耕用などの小型特殊自動
車　税務課、長沼・桙衝・岩瀬各市
民サービスセンター
▶125ccを超え250ccまでのバイク　
軽自動車協会連合会(福島市吉倉字
谷地16-7)☎024（546）2577
▶250ccを超えるバイク　東北運
輸局福島運輸支局(福島市吉倉字吉
田54)☎050（5540）2015
▶軽自動車　軽自動車検査協会(福島
市吉倉字谷地18-1) ☎050（3816）
1837
※郡山自家用自動車協会（郡山市香
久池2-16-6☎024(922)1567）で
は、有料で手続きの代行をします。
注意事項　廃車の手続きなどを依頼
したときは、後日トラブルが起きな
いよう内容を再確認してください。
車両をリサイクルまたは処分すると
きは、必ずナンバーを返却して廃車
の手続きをしてください。
問税務課☎（88）9124

Jアラート
全国一斉情報伝達訓練を実施

普通自動車の変更手続きはお早目に 3月は、名義変更や住所変更などの手続きで窓口が大変混雑します。 できるだけ２月中に済ませるようお願いします。　☞東北運輸局福島運輸支局☎050（5540）2015

みんなで考えよう
2月7日は「北方領土の日」

　毎年2月は、「北方領土返還運動
全国強調月間」です。国民一人一人、
とりわけ次世代を担う若い世代の関
心と理解を深めるため、強調月間に
合わせた国民運動への、皆さんのご
理解とご協力をお願いします。
問生活課☎（88）9128

漏水を発見したら通報を！

　地震や武力攻撃などに備え、本年
度から全国瞬時警報システム（Jア
ラート）による防災行政無線の情報
伝達訓練を実施しています。
時2月20日（水）　午前11時
放送内容　上りチャイム→「これは、
Jアラートのテストです」×3回→

「こちらは、防災須賀川広報です」→
下りチャイム
他防災行政無線の情報伝達に加え、
SNS（防災すかがわTwitter）を用い
た情報伝達訓練を併せて行います。
問生活課☎（88）9133

市営住宅の入居者募集

◦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 構造

山 寺 南 4 1,900～
3,800 2K 単身可 S34 簡易耐火

平屋建て

松ヶ丘東 89
（3階）

17,500～
34,400

3LDK 2人以上

S56

中層耐火
3階建て和 田 池

48 
（3階） 30,680 S60

110 
（2階） 31,360 S62

桜 岡 1-201
（2階）

23,000～
45,100 H4 中層耐火

4階建て

山 寺 北 1-31
（3階）

25,500～
50,000 H11 高層耐火

9階建て

◦優先入居住宅（高齢者世帯、母子・父子世帯、身体障がい者世帯）
和 田 池 91

（1階） 31,360 3LDK 2人以上 S62 中層耐火
3階建て

※山寺南は風呂持ち込み　※山寺北 1-31 はエレベータ付き
※駐車場は建築住宅課にお問い合わせください。

受付日時　2月1日(金) ～ 12日（火）
午前8時30分～午後5時15分
※土・日曜日、祝日を除く
入居資格　収入基準などの条件があ
りますので、お問い合わせください。
申建築住宅課、長沼・岩瀬各市民サー
ビスセンターに備え付けの書類で、
建築住宅課にお申し込みください。
選考方法　選考基準による書類審査
や公開抽選により決定します。
公開抽選予定日　2月28日（木）
入居予定日　3月15日（金）
問建築住宅課☎（88）9152

入 居 者 を 募 集 す る 市 営 住 宅

　市では、配水流量の監視や漏水調
査などにより漏水の早期発見に努め
ています。
　市民の皆さんの通報が早期修繕に
大変有効ですので、次のようなとき
は、水道施設課にご連絡ください。
▶晴れた日でもいつも地面が濡れて
いる。
▶普段は水が流れていない水路に水
が流れている。
▶蛇口からの水の出方が急に弱く
なった。
問水道施設課☎（63）7131

くらし 就学援助制度のご利用を

　小・中学校に就学させることが経済
的に困難な児童・生徒の保護者に、学
校で掛かる費用の一部を援助します。
援助の内容　学用品費、通学用品費

（第１学年を除く）、新入学児童生徒
学用品費等（入学前に支給を受けた
人を除く）、校外活動費、修学旅行
費、給食費、生徒会費、PTA会費、
クラブ活動費など
※認定には所得基準があり、世帯の
収入や家庭の状況などを基に、毎年
度判定します。
平成31（2019）年度分の申請　通学
する学校を通じて申請してくださ
い。詳しくは、学校教育課または各
学校にお問い合わせください。
問学校教育課☎（88）9163

まちと暮らしの作り方file Vol.2
　中心市街地での新たな出店を推進
するため、講演会を実施します。
演題「スモールスタート　あえて小さ
く始めよう」
講師　水

みずしろゆう
代優さん（g

グ ッ ド
ood m

モ ー ニ ン グ ス
ornings

株式会社代表取締役）
時3月2日(土)　午後2時～4時
場tette4階「ルーム4-2」　定30人
申ホームページの申し込みフォームか
ら送信するか、氏名・職業・所属・
連絡先を記入の上、FAXまたはメー
ルでお申し込みください。
Ｆ(72)9845　 shoukou@city.
sukagawa.fukushima.jp
問商工労政課☎(88)9141

就職ガイダンスを開催

時2月18日（月）～ 3月15日（金）　午前9時～午後4時
※土、日曜日を除く
場産業会館（期間中、須賀川税務署内で、申告は受け付
けできません）
※会場は大変混雑します。スマートフォンやタブレッ
トでも利用できる国税庁ホームページ「確定申告書作成
コーナー」が便利です。
他確定申告書の提出の際は、マイナンバーカードまたは
通知カードと、身元確認書類（運転免許証など）の提示か
写しの添付が必要です。
納税は口座振替のご利用を
所得税の納期限　3月15日（金）　振替日：4月22日(月)
個人の消費税の納期限　4月1日（月）　振替日：4月24日(水）
※口座振替を希望する人は、納期限までに税務署に届け
出が必要です。
問須賀川税務署☎（75）2194

確定申告書の作成会場は2月18日(月)から

須賀川地区就職ガイダンス
時3月22日（金）　午後1時30分～4
時　
場グランシア須賀川（池上町74）
対2020年3月卒業見込みの大学院・
大学・短期大学・高等専門学校・専
修学校の学生と３年以内の既卒者
内企業ブースでの会社説明、ハロー
ワークなどによる職業相談や職業興
味検査など
参加企業　須賀川市、岩瀬・石川郡
に就業拠点がある企業30社（予定） 
他事前の申し込みは不要です。参加
企業は、2月中旬に市や関係機関の
ホームページなどで公開します。
問商工労政課☎（88）9143、
須賀川商工会議所☎（76）2124、
ハローワーク須賀川☎（76）8609

ふくしま大卒等就職ガイダンス
時3月8日（金）　
▶就職活動支援イベント（午前10時
～11時40分）
▶事業所PRタイム（午前10時15分
～11時40分）
▶合同企業説明会（午後1時～4時）
場ビッグパレットふくしま（郡山市
南2丁目52）
対平成29年3月以降に大学などを卒
業した人、2020年3月に大学など
を卒業予定の人
内県内企業250社（予定）の事業内容
などの個別説明。ハローワークなど
による職業相談や情報提供
他事前の申し込みは不要です。参加
企業は、3月1日(金)までに福島労
働局ホームページで公開します。
問厚生労働省福島労働局職業安定課
☎024（529）5396
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