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対在宅の障がい者で、精神または身
体に重度の障がいがあるため常時特
別な介護が必要な人
▶20歳以上の人　特別障害者手当
▶20歳未満の人　障害児福祉手当
※手当には所得制限があり、施設入
所者などは支給の対象外
　申請方法など、詳しくはお問い合
わせください。
問社会福祉課☎（88）8112

対①70歳以上の人
②65歳以上で身体障害者手帳1級・
2級をお持ちの人
内4月から毎月1枚利用できる助成
券（1枚当たり1,000円分）を平成31
年3月分まで交付します。
申後期高齢者医療被保険者証または
健康保険被保険者証、②の人はさら
に身体障害者手帳もお持ちになり、
長寿福祉課または各市民サービスセ
ンターにお申し込みください。
問長寿福祉課☎（88）8116

　聴覚障がい者に対する理解・認識
を深め、手話による日常会話ができ、
市登録通訳者として活動していただ
く人の養成講座を開きます。
時5月10日～ 9月20日の木曜日（全
17回）　午前10時～正午
場中央公民館
対初めて手話を学ぶ人、または再度
受講を希望する人
定25人　￥3,240円（テキスト代）
講師　須賀川地方聴力障害者会
締4月27日（金）
申・問社会福祉課☎（88）8112
Ｆ（88）8119

時午後1時30分～ 4時
▶6月コース　6日・13日・20日・
27日（水曜日）
▶7月コース　4日・11日・18日・
25日（水曜日）
場いわせ保健センター
対おおむね40～ 74歳の人
定各コース20人（1人1コース）
内温泉プールで
の水中ウォーキ
ング
￥ 1回 2 0 0円
（プール使用料）
※5月1日（火）から受付開始
申・問健康づくり課☎（88）8123

対4月1日現在で軽自動車や自動車
を所有（登録）し、心身に障がいがあ
るなど一定の条件に該当する人
※減免は、軽自動車と自動車のどち
らか１台分に限ります。自動車税は月
割計算で減免されますが、軽自動車
税は申請期限を過ぎるとその年度は
減免されません。
軽自動車税の減免申請に必要な物
▶次のいずれか　◦身体障害者手帳
◦戦傷病者手帳　◦療育手帳Ａ　
◦精神障害者保健福祉手帳1級と自立
支援医療受給者証（精神通院）の両方
▶運転する人の運転免許証
▶自動車検査証
▶軽自動車税減免申請書
▶印章
▶納税義務者のマイナンバーが確認
できるもの
▶家族が運転するときは生計同一証
明書（社会福祉課で発行）
▶家族などが運転する旨の申立書と
同意書（初年度のみ）
申請期限　5月24日（木）
申・問▶軽自動車税　税務課☎（88）
9124、長沼市民サービスセンター
☎（67）2112、岩瀬市民サービスセ
ンター☎（65）2112
▶自動車税　県中地方振興局県税部
☎024（935）1261

時4月23日（日）　午前10時～午後4
時30分
場イオンタウン須賀川（市内古河105）
種別　400㍉リットル献血
献血できない人　輸血を受けたこと
のある人、妊娠・授乳中の人など
※薬を服用している人は、薬の種類に
よって献血できないことがあります。
問健康づくり課☎（88）8122

開催日・競技種目
▶5月23日（水）　ソフトボール
▶5月24日（木）　卓球、テニス、ソ
フトテニス、ソフトボール、ゲート
ボール、ペタンク、弓道、剣道、グ
ラウンド・ゴルフ、なぎなた、太極
拳、ソフトバレーボール、バウンド
テニス、クロリティー、ディスクゴ
ルフ、マレットゴルフ、パークゴル
フ、囲碁、将棋
▶6月6日（水）　ゴルフ
場あづま総合体育館（福島市佐原字
神事場1）、八幡岳マレットゴルフ場
（市内梅田字八幡岳7-1）ほか
問（公財）県老人クラブ連合会
☎024（523）2131
県高齢福祉課☎024（521）7197

　当院は、医師になるための卒後初
期臨床研修を受けられる施設として
認定されています。
　希望する人の病院見学を随時受け
付けています。詳しくは、ホームペー
ジをご覧ください。

問公立岩瀬病院総務課☎（75）3111
soumu@iwase-hp.jp

牡丹園公園コース　市役所をスター
ト・ゴール地点とした往復約６㌔
メートルのコース
時4月28日（土）　午前6時～ 8時
集合時間　午前5時50分
集合場所　中央公民館
※駐車場は中央公民館をご利用くだ
さい。
問須賀川市民歩こう会会長
木
き む ら

村　宏
ひろし

☎（76）2889

　健康寿命の延伸を目的とし、ウォ
―キングなど日々の健康づくりに取
り組んだ人に、協力店で特典が受け
られる「ふくしま健民カード」を交付
する事業です。本年度は６月１日
（金）から交付します。
　健康づくりに関心があってもなか
なか始められないという人はぜひ参
加し、取り組みへのきっかけづくり
にしましょう。
問健康づくり課☎（88）8122

すかがわ健康づくりポイント事業
　　　　　　　　×
　　　　須賀川市民歩こう会

対接種（検査）日に市内在住で、①～
③のいずれかに該当する人
①妊娠を予定している女性
②妊娠を予定している女性のパート
ナー（①の対象者に抗体がなく、ワ
クチンに対するアレルギーや妊娠の
可能性があるなどで予防接種を受け
られないときのみ）
③妊婦のパートナーや同居する家族
（妊婦に抗体があるときは対象外）
※これまでに風しんにかかった人、
抗体がある人、風しん（または麻し
ん風しん混合）ワクチンを2回接種
した人は対象外
場市指定医療機関（電話で要予約）
持ち物　◦健康保険証や運転免許証
など現住所を確認できるもの　◦③
の対象者が検査やワクチン接種をす
るときは、妊婦の母子健康手帳の写
し（表紙と妊婦の抗体検査結果部分）
他ワクチン接種前1か月間、接種後
2か月間は妊娠を避けましょう。
問健康づくり課（88）8122

　介護保険料は、被保険者とその世
帯員の市民税課税状況や被保険者の
前年の所得金額などに応じて、毎年
度決定しています。
　7月に保険料が決定するまでは、
2月に特別徴収（公的年金から差し
引き）されている人は、下の表のと
おり仮徴収により納付することにな
ります。

介護保険料の基準額が変わります
　介護保険料は3年に1度見直しし
ており、平成30年度から32年度
までの基準額は、29年度までの年
65,800円から73,200円に引き上
げとなります。
　詳しくは、広報すかがわ6月号で
お知らせします。
問長寿福祉課☎（88）8117

　老人クラブは、おおむね60歳以上
の人を会員とし、健やかで充実した
生活を送るため、趣味や特技を生か
した教養・スポーツ活動や地域の奉
仕活動を企画・実施する団体です。
　市では、老人クラブに補助金を交
付し、活動を支援しています。新規設
立や入会を希望する人は、長寿福祉
課にお問い合わせください。
補助金額　活動の開始時期や会員
数に応じて決定
問長寿福祉課☎（88）8116

まもなく所得税と個人の消費税の振替日です 所得税　4月20日（金）　※法定納期は3月15日（木）　個人の消費税　4月25日（水） ※法定納期限は4月2日（月）　振替不能になったときは、法定納期限に遡って延滞税が掛かります。　☞須賀川税務署☎（75）2194

風しん抗体検査とワクチン接種
の費用を全額助成します

うつくしま、ふくしま。健康福祉祭
第26回すこやか福島ねんりんピック

楽しくウォーキングしましょう

いきいき水中ウォーク教室を開催

心身などに障がいのある人の
軽自動車税・自動車税の減免

献血にご協力を！ 「４月の街頭献血」

特別徴収による
平成３０年度介護保険料の納付額

特別障害者・障害児福祉手当の
支給

はり、きゅう、マッサージ等
施療費助成券の交付

市手話奉仕員養成講座Ⅰ（入門）
の開催

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　

障がい者に対する各制度が
今月から変わります

老人クラブ活動団体を募集！

地域医療に貢献できる
　医師を募集しています

健康・福祉

●公的年金からの特別徴収による納付

納付月 4月 6月 8月 10月 12月
平成
31年
2月

納付
方法 仮徴収 本徴収

例：介護保険料が60,000円で２月分が
12,000円のとき
▶仮徴収　月額12,000円（2月分と同額）
▶本徴収　月額8,000円（決定した年間保
険料から仮徴収分を差し引き、3回に分
けた金額）

　重度心身障がい者の人は、交通費助成が「タクシー
券」か「自動車燃料券」を選択できるようになりました
（自動車燃料券を選択する人は、障がい者本人か生計
同一または常時介護者の人が運転する車に限る）。
　本年度からは申請時期により交付枚数が異なります
ので、お早目に申請してください。

　人工透析を受けている人に対し、新たに「人工透析
患者通院交通費助成制度」が始まりました。月額5,000
円以上の交通費が掛かる人に、5,000円を超えた分の
交通費を助成します。
※月額5,000円未満の人は、タクシー券か自動車燃料
券の助成が受けられますが、人工透析患者通院交通費
助成制度との併用はできません。

人工透析患者の交通費を
助成する制度が開始

●各制度の対象者など
制度名 対象者 申請に必要な物

重度心身障が
い者タクシー
券・自動車燃
料券

◦身体障害者手帳１級の人
◦身体障害者手帳２級の人
（肢体不自由のみで2級に
該当する人）
◦療育手帳Ａを所持する人

◦申請書　◦印章
◦身体障害者手帳また
は療育手帳　◦燃料券
のときは、車検証・運転
する人の免許証・自動車
税減免を受けているこ
とが分かる書類

人工透析患者
通院交通費助
成

継続的に人工透析を受け、
透析の通院に掛かる交通
費が月額5,000円以上の人
（市で認定した人に限りま
すので、社会福祉課にご相
談ください）

◦申請書　◦印章
◦通帳　◦通院証明書
◦申立書（市外の病院
に通院している人）
◦所得証明書（本市で
所得が確認できない人）

特定疾患患者
福祉手当

指定難病医療費（特定疾患
医療）受給者証を所持する
人

◦申請書　◦印章
◦指定難病医療費受給
者証

　特定疾患患者福祉手当は、難病の人のみが対象とな
ります。また、支給月額は5,000円から1,000円に改
定となりました（本年度は経過措置として月額3,000
円を支給）。

特定疾患患者福祉手当は
「難病の人のみ」が対象です

公立岩瀬病院 検索

お知らせ

〒962－8601 
須賀川市八幡町135
☎（75）1111 

市民提案Ｅメール
市ホームページ「市長の部屋へよう
こそ」に掲示している「市民提案メー
ル」から送信してください。

須賀川市

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
●シルバー人材センター ☎（76）1992
●コミュニティプラザ ☎（63）2111
●児童虐待防止相談室 ☎（88）8115
今月の納期       納期限10月31日（火）
●市県民税（普通徴収）  ３期分
●国民健康保険税（普通徴収） ４期分
●介護保険料（普通徴収） ４期分
●後期高齢者医療保険料（普通徴収） ３期分
今月の休日納税相談窓口開設
●日時　10月29日（日） 午前９時～午後４時
●場所　収納課

市役所

市ホームページ

人口・世帯数
現住人口 29. 6. １現在（前月比）
●人　口 76,657人（△15人）
　　　男 37,622人（△6人）
　　　女 39,035人（△9人）
●世帯数 26,742世帯（+11世帯）

自動車燃料券が選択できるように

申・問社会福祉課☎（88）8112

すかがわ健康づくりポイント事業


