
30.1.130.1.121 20

政治家の寄附の禁止
　政治家は、選挙区内の人に寄附す
ることを禁止されており、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
実費の補償は除かれます。
後援団体の寄附の禁止
　後援団体は、選挙区内の人に対し
て花輪、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
とを禁止されています。
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選挙区内の人
に対し、あいさつを目的とする有料広
告を新聞などに出すこと、これらを求
めることが禁止されています。
年賀状等のあいさつ状の禁止
　政治家は、選挙区内の人に対し、
答礼のための自筆によるものを除
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を禁止されて
います。
問選挙管理委員会事務局
☎（88）9163

　ごみの減量化、再利用の推進など
について審議するため、審議会委員
を募集します。
募集人員　3人（応募者多数のとき
は抽選）
任期　委嘱の日から2年間
対市内在住の20歳以上の人で、任
期中、数回、平日開催される審議会
に出席できる人（市が設置している
他の公募委員に委嘱されている人、
市税を滞納している人を除く）
申住所、氏名、生年月日、性別、職
業、電話番号、応募動機を記入の
上、1月31日（水）までに、次のいず
れかの方法でお申し込みください。
▶環境課に持参
▶郵送　〒962-8601（住所記載不
要）市役所環境課宛
▶Ｆ（94）4562
▶ kankyo@city.sukagawa.fuku
shima.jp
問環境課☎（88）9129

対市内在住の18歳から29歳までの
選挙権がある人
登録と選任
▶投票立会人　申し込みにより登録
し、選挙の際ご都合を確認して選任
します（報酬1日9,500円）。
▶選挙広報アナウンサー　市長選挙
と市議会議員選挙の際に、選挙広報
用アナウンスの吹き込みをお願いし
ます（報酬はありません）。
申住所、氏名、生年月日、電話番号を
記入の上、次のいずれかの方法でお
申し込みください（電話申し込み可）。
▶Ｆ（72）1271
▶ senkyo@city.sukagawa.fuku
shima.jp
問選挙管理委員会事務局
☎（88）9163

対概ね55歳以上の一般求職者
時2月9日（金）　午後1時～ 4時
場グランシア須賀川（市内池上町74）
内▶セミナー（午後1時～2時15分）
「新しい仕事への挑戦～働き方の形
態、年金受給者の働き方～」
▶就職面接会（午後2時15分～4時）
参加企業　須賀川市、岩瀬郡、石川
郡管内を就業場所とする求人事業所
10社（予定）
他会場準備の都合上、1月31日（水）
までにハローワーク窓口へ事前申し
込みをお願いします。
問商工労政課☎（88）9143
ハローワーク須賀川☎（76）8609
須賀川商工会議所☎（76）2124

　毎年4月に東京都内で総会を開き、
近況報告や須賀川の思い出話などで
交流を深めています。また、「広報す
かがわ」を毎月お送りしています。
対市にゆかりのある人で、東京都内ま
たはその近県に居住・勤務している人
問観光交流課☎（88）9145
東京須賀川会事務局 税理士法人　
布施木事務所内　関

せ き ね

根正
まさ と し

利さん
☎03（3255）6466（代）

　県では、毎月8日・9日を「マイバッ
ク推進デー」とし、マイバッグの持参、
レジ袋の削減を推進しています。廃
棄物の減量化のため皆さんのご協力
をお願いします。
　また、「マイバッグ推進デー」の協力
店を募集しています。
申・問県環境共生課☎024（521）7248

　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

県司法書士会総合相談センターの無料相談 日時　1月18日（木）　午後1時～4時　会場　中央公民館　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

廃棄物減量等推進審議会委員

プロフェッショナルシニア
就職面接会の参加者

東京須賀川会の会員

18歳からの投票立会人・
選挙広報アナウンサー

ひとり親家庭医療費助成制度

公職選挙法「寄附の禁止」各種募集 くらし

時日時　場会場　対対象　定定員　内内容　申申し込み　締締め切り　Ｆファックス　 メール
他その他　問問い合わせ　￥料金  料金表示のないものは無料です。

※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。

　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22日（月）～ 26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

　水道メーターの検針は、2か月に
一度、検針月の中旬から下旬にかけ
て、検針員が伺って行います。
検針地域は、偶数月が須賀川地域、
奇数月が須賀川地域の一部、長沼地
域、岩瀬地域です。
　水道メーターは、検針することで
使用水量を計り、使用料金を算定す
るだけでなく、普段気が付かない宅
内漏水を発見することもあります。
いつも正確でスムーズな検針ができ
るように、次の点にご注意ください。
▶水道メーターボックスの上に車や物
を置かない。除雪した雪を載せない。
▶犬は放し飼いにせず、出入り口や水
道メーターボックスから離してつなぐ。

特定疾患患者福祉手当の現況届

水道使用水量の検針にご協力を

マイバッグを使いましょう！

▶水道メーターボックスの中は、い
つもきれいに管理する。
▶家の増改築などで、水道メーター
が床下や屋内などになるときは、見
やすい場所に移設する。メーターの
移設は、施工した水道工事店や近く
の市指定水道業者に依頼する。
※業者が分からない人は、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

お知らせ

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

道路に穴があいています。

人口・世帯数
現住人口 29. 12. １現在（前月比）
人　口 76,581人（△38人）
　　　男 37,586人（△20人）
　　　女 38,995人（△18人）
世帯数 26,864世帯（+14世帯）

今月の納期　納期限１月３１日（水）
●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２８日（日）午前９時～午後４時
●場所　収納課（市役所２階）

児童虐待防止相談室☎（88）8115

市民提案メール

「レポナウすかがわ」で
対応しました！

BEFORE AFTER

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

投稿

対応

FO

市ホームページ

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） 189 △2.6 △11.7
豚肉（国産ばら肉 100g） 228 △0.5 △4.7
鶏肉（国産もも肉 100g） 126 8.7 -
じゃがいも（国内産 1㎏） 236 △0.9 △26.1
玉ねぎ（国内産 1㎏） 203 △1.5 △10.2
キャベツ（国内産 1㎏） 207 42.8 △24.5
大根（国内産 1㎏） 198 27.8 17.2
鶏卵（Mパック 10個入り） 225 △0.5 3.7
白米（ひとめぼれ 5㎏） 2,042 △1.4 1.0
ティッシュペーパー（5箱組〈160組320枚〉） 236 - △4.1
トイレットペーパー（12ロール〈114㎜×60m〉） 367 - 6.4
合成洗剤（液体 詰め替え用 810ml） 218 △5.7 -
灯油（白灯油 18ℓ〈店頭〉） 1,439 10.8 26.3
LPガス（家庭用 10m³使用） 7,608 0.4 9.1
レギュラーガソリン（１ℓ現金価格） 134 1.6 8.1

　前月調査に比べ、6品目が値上がりし、7品目が
値下がりしました。

献血にご協力を
時1月20日（土）・2月4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（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
とがある人、妊娠中や授乳中の人など
※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

　市では、ふるさ
と納税をしていた
だいた人にお礼と
して贈呈する地元
産品やサービスを
提供いただける事
業者を、随時募集
しています。

事業者の要件
▶市内に事業所がある法人、団体または個人事業者
▶市内で生産、加工、サービスの提供などを行っている
（法令などを順守）。
▶税法の規定に基づく適正な申告を行い、市税などの
滞納がない。

返礼品の要件
▶市の特産品や観光ＰＲといった地域産業の振興につな
がる要素をもつ商品、サービスなど
▶次のいずれかに該当　●市内で生産、加工、サービ
スの提供をしている。　●市内で栽培、採取、育成さ
れた原材料を使用している（季節限定や数量限定の商品
も可）。
メリット
▶市ホームページ、ふるさと納税ポー
タルサイトへの掲載で全国に向けて
の商品ＰＲ、販路拡大につながる。
▶返礼品発送時に自社チラシなどを同梱することも可能
でリピーター獲得につながる。
問税務課☎(88)9123

ふるさと納税返礼品の提供事業者を募集
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