
「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。

人口・世帯数
現住人口　2.10.1現在（前月比）
⃝人　口　75,342人（△6人）
　　　男　37,014人（＋6人）
　　　女　38,328人（△12人）
⃝世帯数　27,724世帯（＋44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12月25日（金）
⃝固定資産税	 3期分
⃝国民健康保険税（普通徴収）	 6期分
⃝介護保険料（普通徴収）	 6期分
⃝後期高齢者医療保険料（普通徴収）	5期分

今月の休日納税相談窓口開設
⃝日時　12月27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
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農地台帳の整備にご協力を

　「農地台帳に関する申告書」を12
月下旬に郵送、または農事組合長を
通してお届けします。
　令和3年1月1日現在の状況で提出
してください。申告書の内容は耕作
証明書などに反映されますので、変
更や追加があるときは記入してくだ
さい。
締令和3年1月15日（金）
提出先　農業委員会事務局、長沼・
岩瀬・桙衝各市民サービスセンター、
各公民館
問農業委員会事務局☎（88）9165

　灯油などを扱うときは、次の点に
注意しましょう。
▶ホームタンクなどの固定状況を確
認（転倒防止）
▶器具や配管などに腐食や亀裂がな
いか、定期的に確認
▶給油中は目を離さず、使用後は、
バルブやコックを完全に閉め、漏れ
ていないか確認
▶ホームタンクの配管などの破損を
防ぐための十分な除雪
事故発生時の対応　油の流出に気付
いたら、直ちに布などで回収しま
しょう。
　排水路や河川などに流出したとき
や流出を発見したときは、すぐに須
賀川消防署☎（76）3197、または環
境課に通報してください。
問環境課☎（88）9130

河川への油流出事故の防止

　申告が必要な人へ、12月中旬に
申告用紙と関係書類を郵送します。
申告期限　令和3年2月1日（月）
提出先　税務課
注意事項　⃝個人で設置した太陽光
発電設備も申告の対象となることが
あります。　⃝休業、廃業、解散を
したとき、または所有する償却資産
に異動や該当する資産がないときに
もその旨を備考欄に記載し、申告書
を提出してください。
問税務課☎（88）9125

償却資産の申告

　12月上旬に関係書類を郵送しま
す。提出時は、事業主と従業員の個
人番号または法人番号を必ず記載し
てください。
※e

エ ル タ ッ ク ス

LTAXを利用している事業主に
は、本年度から関係書類を郵送しま
せんのでご注意ください。
提出期限　令和3年2月1日（月）
提出先　税務課
他給与支払報告書の提出後に退職な
どで特別徴収ができなくなったとき
は、給与所得者異動届出書を忘れず
に提出してください。
問税務課☎（88）9124

事業主の皆さんへ
給与支払報告書の提出はお早目に

令和2年分社会保険料の控除用
納付額証明書
　普通徴収の国民健康保険税・介護
保険料・後期高齢者医療保険料を、
口座振替やクレジット納付により納
付している人に、納付額証明書を令
和3年1月中旬に郵送します。確定
申告または住民税の申告などにご利
用ください。
問収納課☎（88）9126

年末年始の交通事故防止
県民総ぐるみ運動
ハイビーム　
こまめに活用　事故防止
　12月10日
から令和3年
1月7日まで、年末年始の交通事故
防止県民総ぐるみ運動が県内一斉に
展開されます。
運動の重点
▶道路横断中の交通事故防止
▶高齢者の交通事故防止
▶夕暮れ時や夜間の交通事故防止
（夜光反射材用品などの着用の推進）
▶全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
▶飲酒運転の根絶と飲酒が関与する
交通事故防止
P
ピーエムフォー

M4ライトオン運動
　この時期は日没時間が早まるた
め、夕暮れ時から夜間に交通事故が
多発する傾向にあります。
　運転者は午後4時を目安にライト
を点灯し、歩行者も明るい色の服や
夜光反射材を身に着けるなど、交通
事故の未然防止に努めましょう。
飲酒運転の根絶
　年末年始は忘年会や新年会など、
飲酒の機会が増える時期です。飲酒
運転はもちろんのこと、運転者に飲
酒を勧めることも絶対にやめましょ
う。
問市民安全課☎（88）9128

廃棄物減量等推進審議会の
委員を募集
　ごみの減量化や再利用の推進など
について審議するための委員を募集
します。
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
定3人
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12月25日（金）
宛先　〒962-8601（住所記載不要）
環境課　 F（72）9845
kankyo@city.sukagawa.lg.jp

問環境課☎（88）9129

冬期間（12～3月）は公園の
水飲み場とトイレは使えません
　凍結による水道の破損を防ぐた
め、市内公園の水道を閉栓します
（一部トイレを除く）。
　ご不便をお掛けしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
問都市計画課☎（88）9156

ユネスコ世界寺子屋運動募金

　ユネスコでは、世界の読み書きの
できない子どもや大人に「学びの場
（寺子屋）」を提供するための募金活
動を行っています。
強化期間　11月1日〜令和3年1月
31日
募金箱設置場所　須賀川地方ユネス
コ協会（生涯学習スポーツ課内）、岩
瀬管内の須賀川信用金庫、福島県商
工信用組合、大東銀行、福島銀行
他須賀川地方ユネスコ協会では、募
金以外に書き損じはがきも受け付け
ています。
問須賀川地方ユネスコ協会☎（88）
9171

マイナンバーの記載で
年金手続き時の添付書類が省略
対象の手続き　⃝老齢・障害年金請
求　⃝死亡に関する手続き（遺族基
礎・遺族厚生年金請求、寡婦年金請
求、未支給年金請求、死亡一時金請
求）　⃝そのほか年金給付に関する
手続き
省略になる書類　住民票、所得を証
明する書類
※戸籍に関する証明書は省略不可
住所・氏名の変更も届け出は不要
　被保険者の住所・氏名の変更も、
年金機構への届け出は不要です。
※年金受給者が氏名を変更したとき
は、金融機関での年金受給口座の名
義変更手続きと、年金証書引換届（日
本年金機構から後日郵送）が必要に
なります。
問郡山年金事務所☎024（932）3434
保険年金課☎（88）9137

下水道排水設備工事指定業者の
新規・更新申請
　市内で下水道排水設備工事を行う
事業者は、市の「指定業者」として指
定を受ける必要があります。
　希望する事業者は、次の事項に留
意の上、申請してください。
※有効期間が令和3年3月31日で満
了する事業者には、別途通知します。
申申請書（下水道施設課に設置）に必
要事項を記入の上、添付書類を添え
て下水道施設課に提出してください。
申請期間　12月10日（木）〜令和3年
2月26日（金）
問下水道施設課☎（88）9159

政治家の寄附の禁止　政治家が、選
挙区内の人（親族や政治団体を除く）
へ寄附をすることは禁止されていま
す。また、次のものを除き罰則の対
象となります。
※有権者が求めてもいけません。
▶本人が出席する結婚披露宴の祝儀
▶本人が出席する葬式や通夜の香典
で一般の社交程度のもの
後援団体の寄附の禁止　後援団体な
どが、選挙区内の人へ花輪、香典、
祝儀、そのほか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は禁止さ
れています。
挨拶を目的とする有料広告の禁止
　政治家や後援団体が、選挙区内で
挨拶を目的とする有料広告を新聞な
どに掲載すること、これを求めるこ
とは禁止されています。
年賀状などの挨拶状の禁止　政治家
が、選挙区内の人へ答礼のための自
筆のものを除き、年賀状や寒中見舞
などの時候の挨拶状を出すことは禁
止されています。
問選挙管理委員会事務局
☎（88）9163

公職選挙法の「寄附の禁止」

司法書士による債務整理の
無料相談会
　家計や借金に
関する相談会を
開催します。お
気軽にご相談く
ださい。
時12月18日（金）　午前10時〜正午、
午後1時〜3時
※1人当たり30分。事前予約
場市役所2階「ウルトラ会議室」
定8人
問市民安全課☎（88）9128

農業経営を守る収入保険に
加入しましょう
　収入保険は農産物を対象に自然災
害や価格低下、けがなどによる収入
減少を幅広く補償します。
　新型コロナウイルス感染症の影響
で、例年通りの出荷ができずに収入
が減少した場合も補償の対象となり
ます。
※青色申告を行っている必要があり
ます。
問県農業共済組合いわせ石川支所
☎0247（37）1003

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〜
暮らしに役立つ身近な情報などを毎日
発信しています。

インターネットラジオ周波数は
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