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人口・世帯数
現住人口　2.12.1現在（前月比）
⃝人　口　75,298人（△16人）
　　　男　36,999人（＋4人）
　　　女　38,299人（△20人）
⃝世帯数　27,774世帯（＋23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3月1日（月）
⃝固定資産税	 4期分
⃝国民健康保険税（普通徴収）	 8期分
⃝介護保険料（普通徴収）	 8期分
⃝後期高齢者医療保険料（普通徴収）	7期分

今月の休日納税相談窓口開設
⃝日時　2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

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

漏水を発見したら通報を

　市では、配水流量の監視や漏水調
査などで漏水の早期発見に努めてい
ますが、市民の皆さんの通報が早期
修繕に大変有効です。次のようなと
きは漏水の可能性があるので、水道
施設課にご連絡ください。
▶晴れた日が続いているのに地面が
濡れている。
▶蛇口からの水の出方が急に弱く
なった。
問水道施設課☎（63）7131

廃車と名義変更の手続き

　使用しない原動機付自転車（バイ
ク）や軽自動車などは、廃車の手続
きをしないと、軽自動車税が毎年課
税されます。
　使用しないときは、4月1日まで
に手続きをしてください。
※4月2日以降に廃車や譲渡の手続
きをしても、1年分の軽自動車税が
課税されます。
手続き場所
▶125cc以下の原動機付自転車と
農耕用などの小型特殊自動車　税務
課、長沼・桙衝・岩瀬各市民サービ
スセンター
▶125ccを超えるバイク　東北運輸
局福島運輸支局（福島市吉倉字吉田
54）☎050（5540）2015
▶軽自動車　軽自動車検査協会（福島
市吉倉字谷地18-1）	☎050（3816）
1837
※郡山自家用自動車協会（郡山市香
久池2-16-6）☎024（922）1567で
は、有料で手続きの代行をしていま
す。
注意事項　⃝廃車の手続きなどを依
頼したときは、後日トラブルが起き
ないよう内容を再確認する。　
⃝車両をリサイクルまたは処分する
ときは、必ずナンバーを返却して廃
車の手続きをする。
問税務課☎（88）9124

須賀川地区就職ガイダンス

時3月19日（金）　
▶第1部　午前10時〜正午　
▶第2部　午後2時〜4時
※事前申込不要
場ベル・クイーンズ須賀川（岩作40-1）
対令和4年3月卒業見込みの大学院・
大学・短期大学・高等専門学校・専
修学校の学生と3年以内の既卒者
内企業ブースでの会社説明、ハロー
ワークなどによる職業相談など
参加企業　須賀川市、岩瀬・石川郡
に就業拠点がある企業30社（予定）
※参加企業は、2月中旬に市や関係
機関のホームページなどで公開
他市内の事業所へ就職活動を行った
市外居住者に交通・宿泊費を補助す
る「ふるさとすかがわ回帰支援事業」
の制度があります。
問商工課☎（88）9143
須賀川商工会議所☎（76）2124
ハローワーク須賀川☎（76）8609

投票立会人と
選挙広報アナウンサー募集
対市内在住の18歳から29歳までの
選挙権がある人
内▶投票立会人　期日前投票所で適
正な投票の立ち会いなどを行います
（報酬1日9,600円）。
▶選挙広報アナウンサー　市長選挙
と市議会議員選挙のときに、選挙広
報用アナウンスの録音を行います
（報酬はありません）。
申郵便番号、住所、氏名、生年月日、
電話番号を次のいずれかの方法で選挙
管理委員会事務局にお知らせください。
▶☎（88）9163　▶ F（72）1271
▶ senkyo@city.sukagawa.
fukushima.jp
問選挙管理委員会事務局
☎（88）9163

対須賀川が好きな人、須賀川に興味
のある人、須賀川を好きになりたい人
内牡丹園や街歩きなど「須賀川のす
ばらしさ」を観光客や市民の皆さん
へ案内します。事前研修を行います
ので、安心してご応募ください。

※毎週水曜日の午前10時から
研修会場　牡丹会館（第3回のみ風流
のはじめ館）
締3月12日（金）　￥2,000円（年会費）
問須賀川ふるさとガイドの会
会長　酒井清美☎（72）4244

須賀川ふるさとガイドの会
会員募集

⃝県最低賃金一覧表
最低賃金の区分 最低賃金額

（1時間）
効力発生
年月日

地域別最低賃金 800円 R2.10.2

特
定（
産
業
別
）最
低
賃
金

輸送用機械器具製造業 870円 R2.12.12
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機
械器具製造業
※医療用計測器製造業（心電計製造業を除く）を除く

834円 R2.12.17

非鉄金属製造業 866円 R2.12.18
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学
機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 868円 R2.12.20

自動車小売業
※二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む）を除く 868円 R2.12.24

福島県の最低賃金が変わりました
　最低賃金は、常用・臨時・パートタイマー・アルバイトなどの名称にかか
わらず、全ての労働者に適用され、使用者はその金額以上を支払わなければ
なりません。県内の最低賃金は次の表のとおりです。

問福島労働局賃金室☎024（536）4604、須賀川労働基準監督署☎（75）3519

「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

普通自動車の変更手続きはお早目に 3月は、名義変更や住所変更などの手続きで窓口が大変混雑します。 できるだけ2月中に済ませるようお願いします。　☞東北運輸局福島運輸支局☎050（5540）2015

　毎年2月と8月は、北方領土返還
運動全国強調月間です。
　国民一人ひとり、特に若い世代の
関心と理解を深めるため、強調月間
に合わせた国民運動への、ご理解と
ご協力をお願いします。
問市民安全課☎（88）9128

みんなで考えよう
2月7日は「北方領土の日」

粗大ごみの出し方

　家庭から出る粗大ごみ（1番長い
辺で60㎝以上のもの）の出し方は次
のとおりです。
須賀川地域　戸別収集を行います
（事前に環境課へ電話予約）。
※1度に出せるのは1世帯3個まで
▶受付時間　午前8時30分〜午後5時
長沼・岩瀬地域　紙に行政区・氏名
を書いて粗大ごみに貼り、決められ
た日時（ごみ収集カレンダーで確認）に
ごみステーションに出してください。
※月1回、戸別収集も行っています
（事前に環境課へ電話予約）。
出せないごみ
▶家電4品目（テレビ、洗濯機・衣
類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン）
家電小売店に依頼するか、郵便局で
家電リサイクル券を購入後、指定引
取所の釜屋リサイクルセンター（鏡
石町成田東9）☎（92）3877に自分
で搬入
▶事業系（事務所、商店、工場、農業
など）の一般廃棄物　須賀川地方衛
生センター☎（73）4515に自分で搬
入（有料）するか、処理業者に依頼
▶その他（消火器、ガスボンベ、バ
イク、自動車部品など）　販売店か
処理業者に依頼
問環境課☎（88）9129

　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
ふ せ き

施木事務所内）関
せき

根
ね

正
まさとし

利
☎03（3255）6466（代）

東京須賀川会の会員募集

予備自衛官補の募集

締4月9日（金）
問自衛隊郡山地域事務所
☎024（932）1424

募集種目 受験資格

一　般 18歳以上34歳未満の人

技　能
国家免許資格などを有する
18歳以上53歳未満（資格に
より55歳未満）の人

※年齢は令和3年7月1日現在

水道メーターの検針にご協力を

　検針は2カ月に1度、検針員が訪
問して行います。使用料金を算定す
るだけではなく、宅内漏水を発見す
ることもあります。
　正確でスムーズに検針できるよ
う、次の点にご協力ください。
▶犬は、出入り口やメーターボック
スから離してつなぐ。
▶メーターボックスの上に、物や除
雪した雪を載せない。
▶メーターボックスの中は、いつも
きれいにしておく。
▶家の増改築などのときは、メー
ターボックスを見やすい所に設置す
る。
他メーターの移設は、施工した水道
工事店や市指定水道業者に依頼して
ください。業者が分からないときは、
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

　年間1人500円の掛け金で、国内
の交通事故による災害の程度に応じ
て、見舞金を給付します。
対市内に住民登録をしている人
共済期間　4月1日から令和4年3月
31日（途中加入も可）
申申込用紙（市民安全課に設置また
は地区の嘱託員などが配布）に必要
事項を記入の上、お申し込みくださ
い。
問市民安全課☎（88）9128

市民交通災害共済にご加入を

研修日程 内　　容

第1回 3月17日 ガイドの基礎知識

第2回 3月24日 牡丹園250年の歴史

第3回 3月31日 松尾芭蕉と
俳句のまち須賀川

第4回 4月7日 総会・須賀川の観光に
ついて

第5回 4月14日 牡丹園案内の実習

9 8令和3年2月1日令和3年2月1日
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