
 
 

今月の納期　納期限1月31日（木）
●市県民税（普通徴収） 4期分
●国民健康保険税（普通徴収） 7期分
●介護保険料（普通徴収） 7期分
●後期高齢者医療保険料（普通徴収） 6期分
今月の休日納税相談窓口開設
●日時　1月27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

対応しました！ 市ホームページ

BEFORE AFTER

人口・世帯数
現住人口 30. 12. １現在（前月比）

人　口 76,101人（△21人）
　　　男 37,341人（△13人）
　　　女 38,760人（△8人）

世帯数 27,130世帯（＋27世帯）

カーブミラーが
傾いています。

※12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） 188 △3.6 △0.6
豚肉（国産ばら肉 100g） 242 △6.6 6.2
鶏肉（国産もも肉 100g） 134 △7.6 6.4
じゃがいも（国内産 1㎏） 231 △8.4 △2.2
玉ねぎ（国内産 1㎏） 205 0.5 1.0
キャベツ（国内産 1㎏） 157 △26.7 △24.2
大根（国内産 1㎏） 106 △29.4 △46.5
鶏卵（Mパック 10個入り） 204 3.1 △9.4
白米（ひとめぼれ 5㎏） 2,085 △1.8 2.2
合成洗剤（液体 詰め替え用 810ml） 226 0.0 3.7
灯油（白灯油 18ℓ〈店頭〉） 1,557 △4.6 8.3
LPガス（家庭用 10m³使用） 8,559 7.1 12.5
レギュラーガソリン（１ℓ現金価格） 145 △7.1 8.3

値上がり3品目、値下がり9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　

人々

●つながるコミュニケーション50
初心者のための手話コーナー

親指と小指を立てた
両手を左右にゆらし
ながら離していく

※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

　水道メーターの検針は、2か月に一
度、検針員が訪問して行います。
　検針は、使用料金を算定するだけで
なく、宅内漏水を発見することもあり
ます。正確でスムーズに検針できるよ
う、次の点にご注意ください。
▶犬は、出入り口やメーターボックス
から離してつなぐ。
▶メーターボックスの上に、物や除雪
した雪を載せない。
▶メーターボックスの中は、いつもき
れいにしておく。
▶家の増改築などの時は、メーター
ボックスは見やすいところに設置する。
※メーターの移設は、施工した水道工
事店や市指定水道事業者に依頼してく
ださい。業者が分からないときは、水
道お客さまセンターにお問い合わせく
ださい。
問水道お客さまセンター☎（63）7111

要介護認定者の各種控除証明書
の交付
　以下の証明書類を提示すると所得
申告の際に各控除を受けられます。
おむつ代医療費控除確認書
対おむつ代の医療費控除を受けるの
が2年目以降の人（1年目の人は医師
が発行する証明書が必要）
※尿失禁があっても、介護認定時の
主治医意見書に記載がない、または
寝たきり度が基準に満たないときは
交付できません。
障害者控除対象者認定書
対次の全ての要件を満たす人
▶満65歳以上で、介護保険の要介
護、または要支援の認定を受けてい
る人
▶介護保険の認定調査票や主治医意
見書で、日常生活自立度の判定が一
定基準以上の人
▶身体障害者手帳などを持っていな
い人
※要介護・要支援の認定を受けてい
ても対象にならないことがあります。

申介護保険被保険者証、または要介
護認定・要支援認定等結果通知書を
お持ちの上、長寿福祉課に申請して
ください。
※交付には約1週間掛かります。
問長寿福祉課☎（88）8117

給与支払い報告書への個人番号
と法人番号の記載を忘れずに

　人権擁護委員や弁護士などが、女
性が抱える様々な人権問題について
相談に応じます。
　男性の相談も受け付けますので、
お気軽にご相談ください。
時2月3日（日）　午前10時30分～午
後3時30分　※予約不要
場ビッグアイ7階　市民交流プラザ
会議室（郡山市駅前2丁目11-1）
内家庭問題（結婚・離婚、夫婦・親
子関係、相続、DVなど）やセクハラ、
いじめ、職場、近隣とのもめごとなど
問生活課☎（88）9131

「女性一日なんでも相談所」

県司法書士会総合相談センターの無料相談 日時　1月17日（木）　午後1時～4時　会場　tette3階　予約・問い合わせ 県司法書士会総合相談センター☎0120（81）5539　※月～金曜日（祝日を除く）の午前10時～午後0時30分、午後1時30分～4時

　医療費の一部を助成し、健康と福
祉を増進するための制度です。
対市内在住の健康保険加入者で、次
に該当する人（所得が一定額以上の
人を除く）
▶ひとり親家庭の父または母
▶ひとり親家庭の父または母に扶養
され、次のいずれかに該当する人
●18歳に達する月の末日までの間
にある人　●18歳に達した日に、
学校教育法に規定する学校などに在
籍しているときは、その日以後の最
初の3月31日までの間にある人
申・問こども課☎（88）8114

ひとり親家庭医療費助成制度

　難病などのために特定疾患患者福
祉手当を受給している人は、指定難
病医療費受給者証の更新に伴い、現
況届の提出が必要です。
　該当する人には通知しますので、
忘れずに提出してください。
時1月21日（月）～25日（金）
場社会福祉課、長沼・岩瀬各市民サー
ビスセンター
問社会福祉課☎（88）8112

特定疾患患者福祉手当の現況届

水道メーターの検針にご協力を

岩瀬地域の集配担当郵便局の変更

　3月4日（月）から岩瀬地域を担当
する白方郵便局の集配業務が、須賀
川郵便局へ変更になります。これに
伴い、郵便物のお届け、取集、保管
は須賀川郵便局で行います。
※白方郵便局の主な窓口サービスに
変更はありません。詳しくは、須賀
川郵便局にお問い合わせください。
問須賀川郵便局☎（75）2500

　障がい者への虐待防止を目的に、
ポスターを作成し、学校、障がい者
支援事業所、公共施設などに掲示し
ています。
　障がい者が生き生きとした生活を
送ることが出来るよう、身体的虐待
（平手打ちをする、殴るなど）、ネグ
レクト（わざと無視をする）、心理的
虐待（怒鳴る、悪口を言う）などの行
為について、少しでもおかしいと感
じたら、すぐに下記へ通報をお願い
します。
通報先　社会福祉課障がい福祉係　
☎（88）8112
夜間連絡先　相談支援事業所アーモ
ンド　☎080（5740）3880

問社会福祉課☎（88）8112

～地域で見守りを～
障がい者への虐待防止ポスター

　給与支払報告書には、従業員の個
人番号と事業主の法人番号（個人事
業主は個人番号）を必ず記載してく
ださい。
　個人事業主の個人番号が記載され
ている書類を提出するときは、個人
事業主の本人確認が必要です。郵送
で提出するときは、本人確認書類の
写しを添付してください。
提出期限　1月31日（木）
問税務課☎（88）9124

献血にご協力を

時1月20日（日）　午前10時～11時
30分、午後1時～ 4時30分
場イオンタウン須賀川（古河105）
問健康づくり課☎（88）8122

　地域で認知症の人や家族に声を掛
け合い、支え合いながら、その人ら
しく生活できるようにサポートする
役割です。
時1月29日（火）　午後2時～ 3時30分
場市役所4階　大会議室Ｃ
対市民　定30人程度
※オレンジリングをプレゼント
問長寿福祉課☎（88）8116

認知症の人や家族を応援する
「認知症サポーター」養成講座

①「みんなで、育てる。」里親入門講座
時2月4日(月)　午前10時～11時30
分　場郡山市中央公民館（郡山市麓
山1丁目8－4）
対里親制度、子どもの福祉に関心の
ある人　定30人
内里親制度について、養育里親によ
る体験談　締1月25日（金）
②「里親についての個別相談会」
時2月15日(金)　午前10時～午後4
時　※１組あたり1時間程度
場県中児童相談所（郡山市麓山1丁
目1-1）
対里親（養育里親、養子縁組里親）登
録などについて個別に相談したい人
定4組　締2月12日（火）
問・申県中児童相談所
☎024(935)0611
Ｆ024(935)0618

里親入門講座・個別相談会

　皆さんの意見を踏まえ、第3次地
域福祉計画の策定や地域福祉の増進
に努めます。
募集期間　1月8日(火) ～ 24日(木)
閲覧場所　社会福祉課、各公民館、
長沼・岩瀬各市民サービスセンター、
コミュニティプラザ
※市ホームページでも閲覧可
提出方法　閲覧場所に備え付けの様
式に、住所・氏名・連絡先を記入の
上、次のいずれかの方法で提出して
ください。※1月24日(木)必着
▶社会福祉課または閲覧場所に持参
▶郵送　〒962－8601（住所記載不
要）社会福祉課宛
▶Ｆ（88）8119　▶ shafuku@city.
sukagawa.fukushima.jp
問社会福祉課☎（88）8111

市第3次地域福祉計画の
パブリックコメント健康・福祉

福島大学創立70周年＆
市民交流センターオープン記念
地域活性化フォーラムを開催

　市と福島大学は、昨年４月に相互
協力協定を締結しました。これを記
念し、福島大学地域創造支援セン
ターとの共催で、須賀川の未来につ
いて考えるフォーラムを開催します。
　どなたでも無料で参加できますの
で、事前にお申し込みの上、ご参加
ください。
時2月17日(日)　午後1時30分～ 4
時25分　
場tette1階「たいまつホール」
内「自治都市須賀川の未来を考え
る」をテーマに、基調講演とワーク
ショップ
定100人程度　締1月17日（木）
問・申福島大学地域創造支援セン
ター☎024（548）8012
chiren@adb.fukushima-u.ac.jp
問企画財政課☎（88）9111

くらし
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