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対令和2年4月1日以降に運転免許
証を自主返納した70歳以上の人で、
返納日と申請日ともに本市に住所が
ある人
内次のいずれかの公共交通機関の利
用券（1万円相当）を1人1回限り交付
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Aカード（福島交通のバス
利用ICカード乗車券）
▶タクシー利用券（市内の一般タク
シーと乗合タクシーの利用券）
申請に必要な物　
▶高齢者運転免許証自主返納支援事
業利用券交付申請書（須賀川警察署
で運転免許証を返納すると窓口で交
付）
▶自主返納したことが確認できる書
類（運転免許取消通知書または運転
経歴証明書）
▶本人確認書類（後期高齢者医療被
保険者証、マイナンバーカードなど）
※代理で申請するときは、代理人の
本人確認書類（運転免許証など）が必
要です。
他運転に不安を感じる人は、専門の
職員に相談することができます。
安全運転相談ダイヤル　＃8080
問市民安全課☎（88）9128

　市内循環バスは、須賀川駅を発着
地とし、市街地の公共施設・医療施
設・商業施設などを結ぶ循環型のバ
ス路線です。
東循環　公立岩瀬病院、メガステー
ジ須賀川など、主に市街地の東部地
域を循環しています。
西循環　はたけんぼ、市民温泉など、
主に市街地の西部地域を循環してい
ます。
￥1回100円（小学生、障がい者で手
帳を所持する人などは半額）
他1日乗車券（200円）を購入すると、
同じ日であれば、何度でも乗降車す
ることができます。
問福島交通㈱須賀川営業所☎（75）
3184、市民安全課☎（88）9128

人口・世帯数
現住人口　3.2.1現在（前月比）
⃝人　口　75,222人（▲39人）
　　　男　36,963人（▲18人）
　　　女　38,259人（▲21人）
⃝世帯数　27,821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4月30日（金）
⃝市県民税（普通徴収）	 随期分
⃝国民健康保険税（普通徴収）	 随期分
⃝介護保険料（普通徴収）	 随期分
⃝後期高齢者医療保険料（普通徴収）	随期分

今月の休日納税相談窓口開設
⃝日時　4月25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

須賀川市公式LINE
　イベント・観光情報や子育て情報、
自然災害などの緊急情報を受信できる
ほか、ホームページと連携した情報提
供も行っています。

友だち募集中だボー！

友だち追加ページ

　勤労者の福利厚生の充実のため、
会員交流事業や各種助成などの事業
を行っています。
対次の全ての要件を満たす人
▶市内在住もしくは、市内事業所で
働いている人
▶労働組合の組織されていない事業
所で働いている人
内市指定温泉券
の無料配布、映
画・レジャー施
設利用券割引頒
布、提携ホテル・
レジャー施設等
割引利用、慶弔
等保険事業など
入会金・年会費　各1,000円
問勤労者互助会事務局（商工課内）
☎（88）9143

保険料が変わります
　本年度（4月〜来年3月）の保険料
は、月額16,610円になります。
他前納払いをすると保険料が割り引
きされます。
問保険年金課☎（88）9137

勤労者互助会の会員国民年金の加入手続きを
忘れずに

対4月1日現在で軽自動車を所有（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
※軽自動車と普通自動車の両方を所
有しているときは、どちらか1台分
に限ります。自動車税（種別割）は月
割計算で減免されますが、軽自動車
税（種別割）は、申請期限を過ぎると
その年度は減免されません。
申請に必要な物
▶次のいずれか1つ　⃝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
▶納税義務者のマイナンバーが確認
できる物
▶軽自動車税（種別割）減免申請書
▶家族などが運転する旨の申立書
▶家族などが運転するときは生計同
一証明書と同意書（初年度のみ）
申請期限　5月24日（月）
問税務課☎（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

軽自動車税（種別割）の減免

手続きが必要なとき 持ち物

会社などを退職した
とき（扶養している配
偶者も手続きが必要）

⃝年金手帳
⃝退職証明書また
は離職票など

厚生年金保険などに加
入している配偶者の扶
養から外れたとき

⃝年金手帳
⃝扶養除外証明書

　2月に特別徴収（公的年金から差
し引き）されている人は、4月から8
月までは下の表のとおり、仮徴収に
よる納付になります。
⃝公的年金からの特別徴収による納付
例：令和3年度の年間保険料が60,000
円で2月分が12,000円だったとき
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 令和4年

2月
金額 各月12,000円 各月8,000円
納付
方法 仮徴収 本徴収※

介護保険料（特別徴収）の
4月からの納付額

問長寿福祉課☎（88）8117

※本徴収		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

　次の野生の山菜は、検査の結果、
食品中の放射性セシウム基準値の
100Bq/kgを下回っていても、出荷
や加工用原材料として使用すること
はできません。
対⃝タラノメ　⃝ウド　
⃝ゼンマイ　⃝タケノコ
⃝コシアブラ　⃝キノコ
⃝ウワバミソウ　　
問農政課☎（88）9140

　「ふるさとの　かがやく緑　いつ
までも」をテーマに「緑の募金」運動
が全国一斉に行われます。
　この運動で寄せられた募金は、市
内小・中学校への緑化助成金や緑の
少年団活動助成金などとして、学校
の環境整備や緑豊かな潤いある社会
づくりに役立てられています。
問農政課☎（88）9140

野生の山菜の出荷制限

4月1日～5月31日は
「緑の募金」にご協力を

　市内で生産された農産物などの放
射性物質簡易検査は、検査件数の減
少に伴い、4月1日から下記の検査
所に集約し、検査を行っています。
　ご理解とご協力をお願いします。

問農政課☎（88）9139

農作物等放射性物質簡易検査所
の集約

検査所 住所 電話番号

JA夢みなみ
東部支店

和田
字谷地５０ ☎（76）7111

JA夢みなみ
西袋支店 卸町５１ ☎（75）4191

JA夢みなみ
長沼支店

志茂
字六角1-1 ☎（67）2151

各種委員の募集

まちづくり推進会議
定2人程度　締4月16日（金）
問企画政策課☎（88）9184
地域IT懇話会
定2人　締4月19日（月）
問行政管理課☎（88）9114
都市計画審議会
定5人以内　締4月23日（金）
問都市計画課☎（88）9154
公民館運営審議会
定2人　締4月23日（金）
問東公民館☎（63）2154

対市内在住または在勤の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、市税などを滞納し
ている人を除く
任期　委嘱の日から2年間
※地域IT懇話会は、委嘱の日から令
和4年3月31日まで
申申込用紙（各担
当課に設置または
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、各担当課に郵送または直接お
持ちください。
　また、　市ホームページ「かんたん
申請・申込システム」からも応募でき
ます。
他各委員とも定員を超えたときは抽
選

　春の全国交通安全運動が全国一斉に展開されます。
　新入学児童・生徒などを交通事故から守るため、通
学路や学校周辺ではスピードを落としましょう。
　一人ひとりが、思いやり運転を心掛け、交通ルール
と正しい交通マナーを守り、交通事故に遭わない・起
こさない行動を習慣付けましょう。

運動の重点
⃝子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保　⃝自転車の安全利用
の推進　⃝歩行者などの保護を始めとする安全運転意識の向上
問市民安全課☎（88）9128

「ぼくを見て 横断歩道の 小さな手」

　市に提出する申請書などの押印手
続きが、法令により義務とされてい
るものなど一部の書類を除き、4月
1日から省略になります。
主な手続き例　こども医療費受給資
格登録申請書、公民館使用承認申請
書、体育施設使用許可申請書など
問行政管理課☎（88）9120

高齢者の運転免許証
自主返納支援事業

4月6日～15日は春の全国交通安全運動

まちなかの移動には
市内循環バスのご利用を

一部の申請書などの
押印手続きが省略になります
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