
農業者年金の現況届を忘れずに

不動産取得税の軽減　農業者年金の受給者は、毎年現況
届の提出が必要です。
　受給者には、5月下旬に農業者年
金基金から現況届が郵送されていま
す。必要事項を記入の上、6月末日
までに農業委員会事務局、長沼・岩
瀬各市民サービスセンター、各公民
館のいずれかに提出してください。
問農業委員会事務局☎（88）9165

　不動産取得税は、売買･贈与や、
新築・増築などをしたときに、登記
の有無にかかわらず一度だけ課税さ
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、
一定の要件を満たすと、申請により
軽減できます。
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、三世
代以上の人が県内で同居または近居
する住宅を平成29年4月1日から令
和7年3月31日までに取得したとき
は、その住宅に係る不動産取得税の
一部を申請により軽減できます。
問県中地方振興局県税部
☎024（935）1254

市長選挙の立候補予定者説明会

時6月24日（水）　午後2時
場市役所4階「大会議室A」
出席者　立候補予定者1人に付き2人
以内
告示日　7月12日（日）
投票日　7月19日（日）
問選挙管理委員会事務局☎（88）9163

「すかがわ男女共同参画プラン
21～第3次計画～」を改定 みんなで支え合う国民年金

　男女共同参画社会を実現するた
め、平成26年に策定した「すかがわ
男女共同参画プラン21～第3次計画
～」の中間見直しを行い、改定版を
作成しました。
6月23日～ 29日は「男女共同参画週間」
　この機会に、
改めて男女
共同参画への
理解を深めま
しょう。
　詳しくは、
市ホームペー
ジをご覧くだ
さい。
問企画政策課☎（88）9131

　国民年金には、老齢基礎年金のほ
かに、次の給付制度があります。
障害基礎年金　国民年金に加入中ま
たは20歳前のけがや病気で障がい
が残り、政令で定められた1～ 2級
の障がいと認められたときに支給さ
れます。
遺族基礎年金　国民年金に加入中ま
たは老齢基礎年金の資格期間が25
年以上ある人が亡くなったとき、そ
の人によって生計を維持されてい
た「子のある配偶者」または「子（18
歳になった最初の年度末まで、また
は20歳未満で障がいの状態にある
子）」に支給されます。
※受給要件など詳しくは、保険年金
課にお問い合わせください。
付加年金でちょっと増やせる老齢基
礎年金
　毎月の保険料に400円を加算する
と、将来受給する年金額を増やせる
付加年金制度があります。
対国民年金の第1号被保険者と65歳
未満の任意加入被保険者
※国民年金基金の加入者は、付加年
金には加入できません。

問保険年金課☎（88）9137

令和2年度（令和元年分）の税証
明書
　令和2年度（令和元年分）の所得と
課税に関する証明書を、6月11日
(木)から発行します。
改元に伴う年度表示
　令和元年度の証明は、平成31年
度として証明書が交付されるものが
ありますが、証明書としては有効で
す。新元号「令和」に読み替えてくだ
さい。
問税務課☎（88）9123

６月１日～７日は「水道週間」

飲み水を　未来につなごう
ぼくたちで
　水道週間は、水道への国民の理解
と関心を高めるため、毎年6月の第
1週に全国で行っています。
　この機会に、私たちの暮らしに欠
かせない水道水の大切さを、家族で
話し合ってみませんか。
問経営課☎（88）9158

市政情報番組を毎日放送中
市役所かわら版（各5分間）
7：30～/12：30～/17：40～

すかがわシティインフォメーション
（各10分間）　11：30～/17：30～
新型コロナウイルス感染症関連情報も
随時放送

インターネットラジオ周波数は

「カタログポケット」で
広報紙を読む・聞く・訳す
無料アプリ「カタログポケット」をダウ
ンロードし「須賀川市」を検索すれば利
用できます。日本語だけではなく、外
国語での音声読み上げなどの機能が付
いています。

カタログポケット紹介

人口・世帯数
現住人口　2.4.1現在（前月比）
●人　口　75,493人（△112人）
　　　男　37,105人（△40人）
　　　女　38,388人（△72人）
●世帯数　27,537世帯（＋115世帯）

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　 　
　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
●須賀川消防本部 ☎（76）3111
●消防情報センター ☎（76）8181
●児童虐待防止相談室 ☎（88）8115

今月の納期　納期限6月30日（火）
●市県民税（普通徴収） 第1期

今月の休日納税相談窓口開設
●日時　6月28日（日）
　　　　午前9時～午後4時
●場所　収納課

市民提案メール
「市政情報」の「ご意見・提
案」ページから送信 市民提案メール

原子力災害に関する情報　詳しい測定結果は、市ホームページをご覧ください。
●農産物などの放射性物質濃度の測定結果（3月分）（単位：件）

●各地区の放射線簡易測定結果（5月1日～14日に測定）（値：マイクロシーベルト／時）
※100Bq/kg超の農産物は流通していません。　☞農政課☎（88）9139

※測定マップを各公民館などに掲示しています。　☞環境課☎（88）9130

品目 測定値（セシウム） 計検出せず 100Bq/kg以下 100Bq/kg超
野　菜 202 0 0 202
果樹類 0 0 0 0
穀　類 0 0 0 0
きのこ 1 1 0 2
山　菜 7 0 0 7
その他 4 2 1 7
計 214 3 1 218

地区 測定箇所 最小値 最大値 平均値
須賀川 60 0.06 0.13 0.08
浜　田 9 0.07 0.12 0.09
西　袋 61 0.06 0.18 0.10
稲　田 14 0.08 0.13 0.10
小塩江 25 0.06 0.12 0.09
仁井田 36 0.06 0.13 0.10
大　東 31 0.06 0.12 0.08
長　沼 48 0.08 0.20 0.12
岩　瀬 51 0.08 0.19 0.12

環境審議会の委員を募集

定3人
任期　委嘱日から2年間
応募資格　市内在住で20歳以上の人
※市が設置するほかの公募委員に委
嘱されている人、市税を滞納してい
る人を除く
応募方法　申込用紙（環境課に設置
または市ホームページからダウン
ロード）に必要事項を記入の上、郵送、
FAX、メールまたは環境課に直接お
持ちください。　締6月26日（金）
郵送　〒962-8601（住所記載不要）
環境課　 F（72)9845
kankyo@city.sukagawa.lg.jp

問環境課☎（88）9130

土地や家屋の利用方法が変わっ
たときはご連絡を
　固定資産税は、毎年1月1日の土
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、家屋の新築・増築・取り壊
しをしたときは、必ず税務課にご連
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
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人差し指で
頬をなで

親指を立てて
斜め上に出す。

（一社）福島県聴覚障害者協会「ろう者との
対話のために」より

●つながるコミュニケーション 63

初心者のための手話コーナー

父

巡回場所 時間 6月 7月
大東小学校 10:10

 3日
（水）

1日
（水）

ワークセンター麦 10:50
柏城小学校 12:55
あおば町集会所 14:00
小塩江小・幼稚園   9:45

 4日
（木）

2日
（木）大森小学校 12:50

田中バス停 13:50
西袋第二小学校 10:00  5日

（金）
3日
（金）須賀川卸センター 12:20

仁井田小学校 12:50
17日
（水）

15日
（水）向陽町東集会所 13:50

季の郷児童公園 14:40
第二保育所 10:30

24日
（水）

16日
（木）

稲田学園 13:00
芹沢町ふれあいセンター 14:00
森宿区民館 14:55
長沼東小学校 10:10 11日

（木）
9日
（木）長沼小学校 13:15

白江小学校 10:05 10日
（水）

8日
（水）白方小学校 13:00

本の借り方　図
書館のカードで
1人10冊まで借
りられます。
返却日　次の巡
回日
※返却日に返せ
ないときは、次
の巡回日か直接
図書館に返却し
てください（市
内各図書館で返
却可）。
問中央図書館
☎（75）3309

移動図書館「うつみね号」巡回日程

対測定を希望する市民
測定方法　ガラスバッジ式の個人線
量計を9月1日から約2カ月間着用
申▶未就学児　個別に通知
▶上記以外の人　申込書(健康づく
り課、長沼・岩瀬各市民サービスセ
ンターに設置、または市ホームペー
ジからダウンロード)に必要事項を
記入の上、健康づくり課にお申し込
みください。
※本年度は、小・中学生への学校を
通じた個別通知は行いませんのでご
注意ください。
締6月30日（火）
問健康づくり課☎(88)8122

放射線の個人線量測定

しあわせ金婚夫婦表彰

　県老人クラブ連合会では、結婚50
年を迎えた夫婦を表彰しています。
対昭和45年1月1日から12月31日ま
でに結婚した夫婦と、既に該当して
いて昨年までに申請していない夫婦
申地区の老人クラブ会長を通して
（老人クラブがない地区は、長寿福
祉課または長沼・岩瀬各市民サービ
スセンター）お申し込みください。
締7月3日（金）
問長寿福祉課☎（88）8116

年金ポータル 検索
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