
11月30日（いいみらい）は
「年金の日」です！

　この機会に、未来の生活設計につ
いて考えてみませんか。
　「ねんきんネット」は、パソコンな
どからご自身の年金記録を基に試算
ができます。

社会保険料（国民年金保険料）の控
除証明書
　今年納付した国民年金保険料は、
年末調整や確定申告で、全額が社会
保険料控除の対象になります（過去の
年度分や追納された保険料を含む）。
　11月上旬に証明書を郵送します
ので、大切に保管してください。
※10月1日 か ら12月31日 の 間 に、
今年初めて保険料を納付した人には、
平成31年2月上旬に郵送します。
問郡山年金事務所☎024（932）3434

11月12日（月）～25日（日）は
「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間

ごみの野外焼却（野焼き）は
禁止されています！

11月は
「児童虐待防止推進月間」

市役所の停電検査を行います

産業廃棄物処理施設の設置計画

松明あかし当日の市役所
地下駐車場の利用制限

定期予防接種を忘れずに受けま
しょう

 
 

人口・世帯数
現住人口 30. 10. １現在（前月比）

人　口 76,120人（＋2人）
　　　男 37,334人（＋2人）
　　　女 38,786人（±0人）

世帯数 27,089世帯（＋58世帯）

今月の納期　納期限11月30日（金）
●国民健康保険税（普通徴収） 5期分
●介護保険料（普通徴収） 5期分
●後期高齢者医療保険料（普通徴収） 4期分
今月の休日納税相談窓口開設
●日時　11月25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
 アナログ回線など ☎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

設置等予定者
株式会社釜屋　代表取締役　
近藤宏樹　須賀川市森宿字
安積田１番地１

設置等
予定地区

前田川字二枚橋63番　外19
筆

施設の種類 廃プラスチック類の破砕施
設　１基

産業廃棄物
の種類

廃プラスチック類（特別管理
産業廃棄物であるものを除
く）以上1種類

施設の処理
能力 4.784t/日（8時間）

その他

（1）当該事業者は、家電リサ
イクル法に基づき収集され
た廃家電を解体し、解体後
に発生する廃プラスチック
類を破砕し、再生原料とし
て売却するために、事業計
画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。

　配偶者などからの暴力（DV）、性
犯罪、ストーカー行為、売買春、人
身取引、セクシュアルハラスメント
などの暴力は、人権を著しく侵害す
るものであり、決して許されるもの
ではありません。
まずは相談　被害を
受けたときは、一人
で悩まずに相談して
ください。
問こども課☎（88）8114

　野外焼却を行ったときは、一部例
外を除き、懲役刑、罰金刑または両
方に処せられることがあります。
　自然環境や人間に悪影響を与える

「野焼き」はやめましょう。
家庭のごみ　分別して指定の日時に
ごみステーションに出しましょう。
事業所のごみ　焼却だけでなくごみ
ステーションに出すこともできませ
ん。許可業者に収集を依頼するか、
衛生センター☎（73）4515にお問い
合わせの上、直接搬入してください

（有料）。許可業者が分からないとき
は、環境課へお問い合わせください。
問環境課☎（88）9129

　家庭や学校、地域など社会全般に
わたり、児童虐待問題に対する深い
関心と理解が得られるよう、民間団
体や国・地方公共団体などが協働し
て、児童虐待防止対策への取り組み
を推進します。
問児童虐待防止相談室（こども課）
☎（88）8115

　市役所の停電検査のため、利用を
制限しますのでご注意ください。
検査日　11月17日（土）
利用できないもの
◦夜間休日窓口を除く庁舎内の全施
設　◦地下駐車場　
問行政管理課☎（88）9122

問県中地方振興局環境課
☎024（935）1502

　11月10日（土）の松明あかし当日
の地下駐車場の利用については、安
全確保のため次のとおり制限します
ので、ご協力をお願いします。
入庫　午後5時まで
出庫　午後9時30分まで
問行政管理課☎（88）9122

第1期麻しん風しん混合ワクチン
対1歳～2歳未満
第2期麻しん風しん混合ワクチン
対小学校就学前の1年間（平成24年
4月2日～平成25年4月1日生まれの
人）　※接種期限は、平成31年3月
31日（日）です。
二種混合（ジフテリア・破傷風）ワクチン
対小学6年生（平成18年4月2日～平
成19年4月1日生まれの人）
場県内指定医療機関
他予防接種予診票を紛失したとき
は、再交付の手続きが必要です。母
子健康手帳をお持ちの上、健康づく
り課へお越しください。
問健康づくり課☎（88）8122

個人事業税の納期限 第2期分　11月30日（金）　納付方法　県から郵送される納税通知書で、納期限までに 納付してください。　※口座振替も利用できます。　☞県中地方振興局県税部☎024（935）1251

※10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） 215 △2.8 2.4
豚肉（国産ばら肉 100g） 247 4.3 11.3
鶏肉（国産もも肉 100g） 128 △4.5 1.6
じゃがいも（国内産 1㎏） 240 0.5 △5.6
玉ねぎ（国内産 1㎏） 209 △12.2 △ 7.6
キャベツ（国内産 1㎏） 193 △2.1 27.0
大根（国内産 1㎏） 186 5.7 32.9
鶏卵（Mパック 10個入り） 207 △1.5 △ 6.0
白米（ひとめぼれ 5㎏） 2,027  2.2 14.1
合成洗剤（液体 詰め替え用 810ml） 220 △3.6 △ 9.5
灯油（白灯油 18ℓ〈店頭〉） 1,616 5.9 31.5
LPガス（家庭用 10m³使用） 7,571 △5.4 0.3
レギュラーガソリン（１ℓ現金価格） 152 1.4 15.2

値上がり6品目、値下がり7品目（前月比）

　産業廃棄物処理施設等設置等事業
計画書の提出がありました。

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　

乳がん検診・骨粗しょう症検診
の受診期限が近づいています

乳がん検診
対前年度までに登録している40歳
以上の偶数年齢の女性、本年度初め
て登録する40歳以上の女性
※受診には登録が必要です。健康づ
くり課に電話でお申し込みください。
受診期限　12月8日（土）　￥300円
◦実施医療機関

医療機関名 住　所 電　話

公立岩瀬病院 北町20 （75）3111

小林医院 南町30-10（76）1565

須賀川病院 丸田町17 （75）2211

※検査方法はマンモグラフィー（乳房エッ
クス線）による検査となります。

医療機関名 住　所 電　話

黒澤医院 森宿字鍛冶山
36-10 （76）3388

そのべ整形外科 前田川字宮の前
166-140 （75）6111

髙橋整形外科 塚田142 （75）6131
橋本医院 越久字三斗内76（75）5161
わたなべ整形
外科医院 西山寺町19 （63）2855

つむらや
クリニック

鏡石町鏡沼
189-2 （62）1616

※どちらの検診も70歳以上の人、生活保護
世帯の人、65～69歳の後期高齢者医療被
保険者（保険証の提示が必要）は、無料です。

　天寿を全うした牡丹の枯れ枝を
焚いて供養します。夕闇の中に、
かすかな香りを漂わせながら燃え
上がる炎は、余情的な雰囲気を醸
し出します。
　牡丹の枯れ枝がありましたら、お
持ちの上ご参加ください。
時11月17日（土）　午後4時30分～
5時15分　場須賀川牡丹園
※当日は、牡丹焚火講演会と俳句会
を行います。参加を希望する人は、
お気軽にお問い合わせください。
問文化振興課☎（88）9172、芭蕉
記念館☎（72）1212

晩秋の風物詩「牡丹焚
たき

火
び

」

全国一斉「女性の人権ホットラ
イン」強化週間

時11月12日（月）～18日（日）　午前
8時30分～午後7時（土・日曜日は
午前10時～午後5時）
専用電話　☎0570（070）810
相談員　人権擁護委員や法務局職員
が対応し、秘密は厳守します。お気
軽にご相談ください。
※強化週間以外の日も相談に応じま
す（土・日曜日、祝日を除く　午前
8時30分～午後5時15分）。
問生活課☎（88）9131

12月3日（月）～9日（日）は「人権週間」
～人権に関する悩みごと相談会～

時12月5日（水）　午前10時～午後3
時　場牡丹会館（牡丹園内）
内家庭や学校、職場、近隣とのもめ
ごと、女性、子どもの虐待、いじめ、
不登校など
相談員　人権擁護委員、弁護士
問生活課☎（88）9131

シニア就職面接会・セミナーを
開催

時11月30日（金）　午後1時30分～4時
場グランシア須賀川（池上町74）
対概ね55歳以上の一般求職者
ワークライフバランスセミナー
▶時間　午後1時30分～2時30分
就職面接会・就職相談
▶時間　午後2時30分～4時
▶参加企業　就業場所が市内、岩瀬・
石川郡内の求人事業所　15社（予定）
申ハローワーク須賀川☎（76）8609
※市外に居住し、市内の事業所に対
して就職活動を行った人へ、交通・
宿泊費を補助する制度「ふるさとす
かがわ回帰支援事業」があります。
問商工労政課☎（88）9143

献血にご協力を

時12月9日（日）　午前10時～午後4
時30分
場イオンタウン須賀川（古河105）
種別　400ミリリットル献血
問健康づくり課☎（88）8122

他 昭和52年4月2日から昭和53年4
月1日までの間に生まれた人には、無
料のクーポン券を郵送しています（受
診期限後は使用できなくなります）。
骨粗しょう症検診
対 平 成31年3月31日 ま で に40歳、
45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、
70歳になる女性
※対象者には、5月下旬に案内はが
きを郵送。5月以降に転入した人や
案内はがきを紛失した人は、健康づ
くり課にお申し出ください。
受診期限　11月30日（金）　￥500円
◦実施医療機関

問健康づくり課☎（88）8122

ねんきんネット 検索

「障がい者の成年後見制度に
ついて」の講演会
　制度を利用する中で、直面する問
題について、事例を踏まえながら理
解を深めます。
時12月1日（土）　午前10時～ 12時
場市役所4階　大会議室
講師　細川卓也弁護士
締11月16日（金）　定130人
申社会福祉課へ電話またはファック
ス（88）8119でお申し込みください。
問社会福祉課☎（88）8112

くらし 健康・福祉
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