
不法投棄防止策
▶除草や下刈りなどを適正に行い、土地の
周囲に柵を設ける。
▶日頃から土地や建物周辺をきれいにする。
他不法投棄を発見したときは、具体的な投
棄場所や捨てられた廃棄物の種類を、目撃
したときは、捨てた人や車のナンバーなど
を、須賀川警察署☎（75）2121または環境
課に連絡してください。
問環境課☎（88）9129

 
 

人口・世帯数
現住人口 30. 5. １現在（前月比）

人　口 76,195人（△56人）
　　　男 37,364人（△63人）
　　　女 38,831人（＋ 7人）

世帯数 26,964世帯（＋86世帯）

今月の納期　納期限7月2日（月）
●市県民税（普通徴収）　１期分
今月の休日納税相談窓口開設
●日時　6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
 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

　税証明書は、個人情報が記載され
ているため、原則本人が申請してく
ださい。代理人が申請するときは、
委任状が必要です。
※同一世帯の配偶者や親族が申請す
るときは、委任状は不要です（固定資
産に関する証明を除く）。
◦税証明書の申請に必要な書類

　6月12日（火）から、所得と課税に
関する証明書を発行します。
各市民サービスセンターで取得でき
る証明書　所得証明書、所得・課税（非
課税）証明書、資産証明書（地目用途
別）、納税証明書（法人市民税を除く）
長沼・岩瀬各市民サービスセンター
で取得できる証明書　上記に加え、
車検用軽自動車税納税証明書、名寄帳、
評価・公課・登録・所在地の各証明書
証明書コンビニ交付サービスを
ご利用ください
　マイナンバーカードや証明書ごと
に暗証番号を設定した住民基本台帳
カードをお持ちの人は、次の全国の
コンビニエンスストアのマルチコピー
機から証明書を取得できます。
取得できる証明書　本人の所得・課
税（非課税）証明書（本年度分のみ）
利用できるコンビニ　セブン-イレブ
ン、ローソン、サークルＫサンクス、
ファミリーマート、ミニストップ
利用時間　午前6時30分～午後11時
※12月29日～ 1月3日を除く
問税務課☎（88）9123

ごみの不法投棄防止強調月間

税証明書の発行申請

※5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） 200 △ 1.0 3.7
豚肉（国産ばら肉 100g） 227 △ 6.6 8.7
鶏肉（国産もも肉 100g） 133 3.2 10.9
じゃがいも（国内産 1㎏） 277 △ 3.2 △ 16.9
玉ねぎ（国内産 1㎏） 239 △ 4.1 0.9
キャベツ（国内産 1㎏） 144 △ 41.5 △ 49.3
大根（国内産 1㎏） 175 11.5 13.0
鶏卵（Mパック 10個入り） 202 △ 5.7 △ 4.3
白米（ひとめぼれ 5㎏） 2,059 2.4 7.0
合成洗剤（液体 詰め替え用 810ml） 233 △ 7.2 5.5
灯油（白灯油 18ℓ〈店頭〉） 1,422 △ 2.3 14.3
LPガス（家庭用 10m³使用） 8,064 0.0 8.4
レギュラーガソリン（１ℓ現金価格） 143 4.4 19.2

値上がり4品目、値下がり8品目（前月比）

時6月11日（月）　午前5時～ 8時（降
雨などで順延するときがあります）
場和田大仏周辺地区、乙字ヶ滝周辺
地区、牡丹園内、牡丹園周辺地区、
古寺山松並木、宇津峰山道
注意事項
▶井戸に蓋をする。
▶洗濯物を外に干さない。
▶区域内に自動車などを駐車しない。
▶近隣の養蜂家は、区域外（2㌔メー
トル以上）に箱を移動する。
▶散布後5日間は区域内に立ち入ら
ない。
▶散布後1か月間は山菜や家畜用飼
料などを採取しない。
※散布地域の皆さんには、被害防止
のためちらしを配布します。
問農政課☎（88）9140

松くい虫航空防除
薬剤散布を行います

受付日時　6月1日～12日（火）
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、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　6月29日（金）
入居予定日　7月18日（水）
問建築住宅課☎（88）9152

市営住宅の入居者募集

入居者を募集する市営住宅
◦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

松ヶ丘東
36 15,700～

30,800 3ＤＫ 単身可 S53 簡易耐火
2階建て

103 
（1階）

18,300～
35,900

3ＬＤＫ 2人以上

S57
中層耐火
3階建て

和 田 池 116 
(3階) 31,360 S62

山 寺 北 3-52 
（5階）

25,900～
50,900 H15 高層耐火

9階建て

◦優先入居住宅（高齢者世帯、母子世帯、身体障がい者世帯）
山 寺 北 2-31 

（3階）
25,500～

50,000 3ＬＤＫ 2人以上 H11 高層耐火 
9階建て

※山寺北 2-31、3-52 はエレベータ付き
※駐車場については、建築住宅課にお問い合わせください。

発売日　6月11日(月)
丸テーブル席（指定席）
▶丸テーブル席　中宿公園（ケーズデンキ南側）
▶丸テーブル席Ａ　イオンタウン須賀川（北側駐車場）
￥1テーブル（4人まで）当たり
前売り11,000円（当日12,000円）
イス席（自由席）
▶イス席Ｂ　東部環状線未来大橋東側
▶イス席Ｃ　東部環状線未来大橋西側
￥1席当たり　前売り2,000円（当日2,200円）
問市釈迦堂川花火大会実行委員会事務局（観光交流課内）
☎(88)9144

8月25日（土）開催！
第40回記念大会須賀川市釈迦堂川花火大会

～有料観覧席を販売します～

　固定資産税は、毎年1月1日におけ
る土地や家屋、償却資産の利用方法
や所有状況に応じて課税されます。
　土地や家屋の利用方法が変わった
ときや、家屋を新築・増築・取り壊
ししたときは、税務課に必ずご連絡
ください。
家屋評価調査にご協力を
　家屋などを新築・増築すると、翌
年から固定資産税が課税されます。
　その課税基礎となる「評価額」算出
のため、市の職員が直接訪問し、家
屋を調査します。事前に連絡してご
都合をお聞きしてから伺いますの
で、ご協力をお願いします。
問税務課☎（88）9125

　不動産取得税は、売買･贈与など
で不動産を取得したときに一度だけ
課税されます。税額は、不動産の固
定資産評価額の3％（住宅以外の家
屋は4％）で、住宅や住宅用地の取得
は、一定の要件を満たすと申告によ
り税金の軽減を受けることができます。
三世代同居･近居住宅を取得する人
　子育て支援策の一環として、県内
に三世代以上の人が同居または近居
する住宅を平成29年4月1日から32
年3月31日までに取得したとき、そ
の住宅の不動産取得税の一部を申請
により軽減することができます。
問県中地方振興局県税部
☎024（935）1254

土地や家屋の利用方法が
変わったときはご連絡を 不動産取得税の軽減

申請者 必要書類

本人
本人確認ができるもの（運転
免許証、マイナンバーカー
ド、顔写真入り住基カード
など）

代理人
◦代理人の本人確認ができ
るもの
◦委任状（委任者本人が署名
し、押印したもの）

法
　
人

代
表
者

◦本人確認ができるもの
◦代表者が確認できるもの

代
理
人

◦代理人の本人確認ができ
るもの
◦委任状（法務局登録の代表
者印を押印したもの）または
代表者印

平成30年度（29年分）税証明書の
発行を開始します

　不法投棄は5年以下の懲役や1千万円以
下の罰金に処せられる犯罪です。投棄者は、
不法投棄したごみを撤去・処分しなければ
ならず、費用も数倍掛かります。
　市では、原則として私有地に投棄された
ごみの撤去は行いません。自分の土地に不
法投棄されないために、定期的に管理しま
しょう。

　市の水道水は、水道法に基づき、
色、濁り、残留塩素などの様々な検
査を行い、水質を厳しくチェックし
ています。西川浄水場では、生物活
性炭処理という高度な浄水処理を実
施しています。こうした処理を経て、
水質基準に適合した安全・安心な水
を24時間供給しています。
水道水をおいしく飲むために
　水道水には、消毒のための塩素が
含まれています。塩素の臭いが気に
なるときは、くみ置きや煮沸により
塩素を減少させることができます
（なるべく早くお飲みください）。
　水は10 ～ 15度程度でおいしく
感じると言われています。氷や冷蔵
庫で冷やして飲んでみてください。
問水道施設課☎（63）7131

水道水はおいしくて安全です

空港公園「子ども生け花教室」
～七夕を飾る生け花～

時7月1日（日）　午前10時～11時30分
場緑のスポーツエリア（21世紀建設館）
内子どもを対象に、七夕をイメージし
た生け花教室を開催します。
定20人　￥500円
申・問福島空港公園事務所
☎（89）1766

納税コールセンターを開設

　7月から市役所内に「須賀川市納
税コールセンター」を開設します。
　市が委託した専
門のオペレーター
が、納期限を過ぎ
ても納付が確認で
きない人に電話で
納税を呼び掛けま
す。
問収納課☎（88）9127若者交流応援事業「きゅん活♡」

対25 ～ 40歳の独身男女（男性は市
内在住または在勤・通学の人）
定男女各20人
￥7,000円（全4回分）
申6月7日（木）から中央公民館で受
け付けます。参加費を添えてお申し
込みください。

問中央公民館☎（73）4407

◦きゅん活♡日程表
回 月　日 時　間 内　　容

1 6月24日
（日）

13:00～
17:00

男女別プレセミナー
（自分磨きノウハウ術）

2 7月8日
（日）

ティーパーティ（自己
紹介、レクリエーショ
ンゲーム、スイーツビ
ュッフェ）

3 7月29日
（日）

11:00～
16:00

バーベキューパーティ
ー（バーベキュー、パ
ークゴルフ）

4 8月26日
（日）

15:30～
20:30

ミステリー＆パーティー
（謎解き街歩き、立食
交流会）

※日程が変更になるときがあります。

福島空港開港25周年記念 金の窯 矢
や ぶ き

吹金
き ん し ろ う

四郎作陶店 あぶくま高原の窯で作り上げた作品が並びます。　日時　6月22日（金） ～26日（火）　午前10時～午後5時（26日は午後4時まで）　会場　福島空港ターミナルビル　☞福島空港ビル㈱☎0247（57）1511

くらし

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　Ｆファックス　 メール　問問い合わせ　

催し
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