
市営住宅の入居者募集

 
 

人口・世帯数
現住人口 30. 11. １現在（前月比）

人　口 76,122人（＋2人）
　　　男 37,354人（＋20人）
　　　女 38,768人（△18人）

世帯数 27,103世帯（＋14世帯）

今月の納期　納期限12月25日（火）
●固定資産税 3期分
●国民健康保険税（普通徴収） 6期分
●介護保険料（普通徴収） 6期分
●後期高齢者医療保険料（普通徴収） 5期分
今月の休日納税相談窓口開設
●日時　12月23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
福島県こども救急電話相談 

　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

「マチイロ」で
広報紙をもっと身近に！
「マチイロ」は、アプリ（無料）のダ
ウンロードと簡単な設定で、いつ
でもどこでも「広報すかがわ」を
読むことができます。

市ホームページ内
マチイロ紹介ページ

受付日時　12月3日（月）～12日（水）　
午前８時30分～午後５時15分
※土・日曜日を除く。
入居資格　収入基準などの条件があ
りますので、詳しくは建築住宅課に
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　12月21日（金）
入居予定日　平成31年1月24日（木）
問建築住宅課☎（88）9152

※11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 △9.4 0.6
豚肉（国産ばら肉 100g） 259 4.9 13.2
鶏肉（国産もも肉 100g） 145 13.3 25.0
じゃがいも（国内産 1㎏） 252 5.0 5.9
玉ねぎ（国内産 1㎏） 204 △2.4 △1.0
キャベツ（国内産 1㎏） 214 10.9 47.6
大根（国内産 1㎏） 150 △19.4 △3.3
鶏卵（Mパック 10個入り） 198 △4.4 △12.4
白米（ひとめぼれ 5㎏） 2,122  4.7 2.6
合成洗剤（液体 詰め替え用 810ml） 226 2.8 △2.2
灯油（白灯油 18ℓ〈店頭〉） 1,632 1.0 25.7
LPガス（家庭用 10m³使用） 7,999 5.7 5.6
レギュラーガソリン（１ℓ現金価格） 156 2.7 18.2

値上がり9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　

◦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

芦 田 塚 19 8,700～
11,500 3K 単身可 S47 簡易耐火

2階建て

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

◦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）
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

和 田 池 1
（1階） 25,040 2LDK 単身可 S59 中層耐火

3階建て

※駐車場は建築住宅課にお問い合わせください。

入 居 者 を 募 集 す る 市 営 住 宅

問社会福祉課☎（88）8112

「平成30年分社会保険料控除用
納付額証明書」の送付

　普通徴収の国民健康保険税・介護
保険料・後期高齢者医療保険料を、
口座振替やクレジット納付により納
付している人に、平成31年1月中旬
に郵送します。確定申告などにご利
用ください。
問収納課☎（88）9126

　「農地台帳に関する申告書」を12
月下旬に郵送、または農事組合長
を通じてお届けします。平成31年1
月1日現在の状況で提出してくださ
い。
　この申告書の内容は、耕作証明書
などに反映されま
すので、変更や追
加があるときは、
その内容を記入し
てください。
提出期限　平成31年1月15日（火）
提出先　市農業委員会事務局、長沼・
岩瀬・桙衝各市民サービスセンター、
各公民館へ提出してください。
問農業委員会事務局☎（88）9165

農地台帳整備にご協力ください

対精神または身体（内部疾患を含む）
に中度または重度の障がいがあるた
め、日常生活で常に介護を必要とす
る20歳未満の児童を療育している人
※児童が施設に入所しているとき
や、障がいを理由に公的年金を受け
られるときは支給されません。
支給月額　表アのとおり
支給制限　受給資格者と扶養義務者
などの所得が、表イの限度額以上の
ときは、その年度（8月から翌年の7
月まで）の手当は支給されません。

特別児童扶養手当のご案内
～該当する人は申請を～

◦表ア 支給月額（平成30年4月以降）

◦表イ 所得制限限度額

区　分 １級該当児童 ２級該当児童

１人当たり ５１，700円 ３４，430円

扶養親族
などの数 受給資格者 扶養義務者など

０人 ４，５９６，０００円 ６，２８７，０００円

1人 ４，９７６，０００円 ６，５３６，０００円

以降1人増える
毎の加算額 380,000円 213,000円

※収入額ではありません

対次のいずれかに該当する児童（18
歳に達する日以後の最初の3月31日
まで※）を養育している人
※心身に一定の障がいがあるときは
20歳未満
▶父母が婚姻を解消した
▶父や母が死亡した
▶父や母が政令で定める程度の障が
いの状態にある
▶父や母の生死が明らかでない
▶父や母が本人の申し立てにより
DV保護命令を受けた
▶父や母が引き続き1年以上遺棄し
ている
▶母が婚姻によらないで懐胎した
▶父や母が法令により引き続き1年
以上拘禁されている　など
支給月額　下の表1のとおり
支給制限　受給資格者と扶養義務者
(同居の直系血族と兄弟姉妹）などの
所得が、下の表2の限度額以上のと
きは、その年度（11月から翌年の10
月まで）は、手当の全部または一部
が支給停止になります。
※児童の父や母から受ける養育費の
8割相当額が所得に含まれます。
他公的年金等受給額が児童扶養手当
額より低い人は、その差額分の児童
扶養手当を受給できます。受給する
ためには申請が必要です。
問こども課☎（88）8114

児童扶養手当のご案内
～該当する人は申請を～

◦表1 支給月額

◦表2 所得制限限度額

※収入額ではありません

児童 全部支給の人 一部支給の人
（所得に応じて決定）

１人目 42,500円 10,030円～ 42,490円

２人目 10,040円 5,020円～ 10,030円

３人目以降 6,020円 3,010円～ 6,010円

扶養親族
などの数

受給資格者 扶養義務者
　 など全部支給 一部支給

0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円

1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円

 以降1人増える
 毎の加算額 380,000円

政治家や後援団体が選挙区内の
人に寄附をすることは禁止です

政治家の寄附の禁止　政治家が選挙
区内の人に対し寄附をすることは禁
止されています。有権者が求めても
いけません。
　次のものを除き罰則の対象となり
ます。
▶本人が出席する結婚披露宴におけ
る祝儀
▶本人が出席する葬式や通夜におけ
る香典で一般の社交程度のもの
※政治団体や親族へのものと、政治
教育集会に関する必要やむを得ない
実費は除かれます。
後援団体の寄附の禁止
　花輪、香典、祝儀、その他これら
に類するものを出したり、後援団体
の設立目的以外の寄附をしたりする
ことは禁止されています。
あいさつを目的とする有料広告の禁止　
　政治家や後援団体が、あいさつを
目的とする有料広告を新聞などに出
すこと、これを求めることは禁止さ
れています。
年賀状などのあいさつ状の禁止
　答礼のための自筆のものを除き、
年賀状や寒中見舞などの時候のあい
さつ状を出すことは禁止されています。
問選挙管理委員会事務局☎(88)9163　総括表を12月上旬に郵送します。

事業主と従業員の個人番号または法
人番号を必ず記載してください。
　なお、特別徴収は、1年分を12回
で分割納付するため、1回当たりの
納付額が少なくて済み、従業員に
とって便利な制度です。
提出期限　平成31年1月31日(木)
問税務課☎（88）9124

給与支払報告書の提出を
～事業主の皆さんへ～

申告期限　平成31年1月31日（木）
提出先　税務課
▶郵送のとき　〒962－8601(住所
記載不要)税務課固定資産税係宛
※申告が必要な人には、12月中旬
に申告用紙と資料を郵送します。用
紙が届かないときはご連絡くださ
い。
注意事項　◦個人で設置した太陽光
発電設備も申告の対象となることが
あります。　◦休業、廃業および解
散をしたとき、または所有する償却
資産に異動や該当する資産がないと
きにもその旨を備考欄に記載し、申
告書を提出してください。
インターネットによる電子申告
　地方税ポータルシステム（eLTAX：
エルタックス）を利用し、インター
ネットによる受け付けを行っていま
すのでご利用ください。
　詳しくは、地方税電子化協議会の
ホームページをご覧ください。

問税務課☎（88）9125

償却資産の申告

　長年、市民の皆さんから親しまれ
てきた中央公民館は、12月28日（金）
で閉館します。
　平成31年1月14日（月）からは、市
民交流センター tetteの貸室などを
ご利用下さい。
　中央公民館を長くご利用いただ
き、ありがとうございました。
☞中央公民館☎（73）4407

中央公民館は年内で閉館します

エルタックス 検索

証明書コンビニ交付サービスが
停止します

　システムの更新作業のため、下記
の間サービスを停止します。
停止期間　12月29日(土) ～平成31
年1月14日(月)
問市民課☎(88)9134

皆さんからの「壁に寄せ書き」

冬期間（12月～3月）は公園の水飲み場とトイレは使えません 凍結による水道の破損を防ぐため、冬の間、 市内公園の水道を閉栓します（一部トイレを除く）。ご理解とご協力をお願いします。　☞都市整備課☎（88）9156

くらし
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