
須賀川市公式LINE
災害・感染症情報も配信中！
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市役所でパスポートの申請・交付ができます 市民課パスポート窓口で、 パスポートの申請・交付手続きを受け付けています。　☞市民課☎（88）9134

人口・世帯数
現住人口　3.8.1現在（前月比）
⃝人　口　74,351人（△17人）
　　　男　36,476人（±0人）
　　　女　37,875人（△17人）
⃝世帯数　27,207世帯（+29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11月1日（月）
⃝市県民税（普通徴収）	 3期分
⃝国民健康保険税（普通徴収）	 4期分
⃝介護保険料（普通徴収）	 4期分
⃝後期高齢者医療保険料（普通徴収）	 3期分

今月の休日納税相談窓口開設
⃝日時　10月31日（日）
　　　　午前9時〜午後4時
⃝場所　収納課

市民提案制度
「市政情報」の「ご意見・提
案」ページから送信 市民提案制度

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〜

インターネットラジオ周波数は

「マチイロ」で広報紙を身近に！
無料の「マチイロ」アプリで、どこでも
「広報すかがわ」を読むことができます。

マチイロ紹介ページ

大規模な土地の取り引きには
届け出が必要です
　国土利用計画法では、適正で合理
的な土地利用を図るため、一定規模
以上の土地取引について、届け出制
度を設けています。
　次の要件を満たす土地の売買など
の契約を締結したときは、市を経由
して県へ「土地売買等届出書」の提出
が必要です。
取引形態　売買など対価の授受を伴
う契約
※相続、贈与など対価を伴わないと
きは不要
取引規模
▶市街化区域　2,000㎡以上
▶市街化調整区域　5,000㎡以上
▶都市計画区域外　10,000㎡以上
届け出期限　契約締結日を含めて2
週間以内
問都市計画課☎（88）9154

　11月9日～15日は「秋季全国火災予防運動」期間

　これからの時期は、火災が発生しやすく、火の取り扱いには十分な
注意が必要です。
　火災での死亡原因の約半数が「逃げ遅れ」です。住宅用火災警報器を
設置することで、火災を早期に発見し、速やかな避難ができます。
　市内の住宅用火災警報器の設置率は、70.0％（令和3年6月1日現在）
となっており、全国の設置率82.3％を大きく
下回っています。
　火災から命を守るため、住宅用火災警報器の
設置をお願いします。

おうち時間　家族で点検　火の始末

10月は不正軽油撲滅強化月間

　県では、関係団体と協力して不正
軽油の排除に取り組んでいます。
　不正軽油の防止・撲滅には皆さん
のご協力と情報提供が欠かせません。
　不正軽油につい
て、県税務課また
は最寄りの地方振
興局県税部に情報
をお寄せください。
問県税務課☎024（521）7205
F 024（521）7905
県中地方振興局県税部
☎024（935）1264
F 024（521）1239

　水道水は、道路に埋設された配水
管を通して各家庭に送られていま
す。この配水管から分岐して各家庭
に引き込まれた水道管を給水管とい
います。
　配水管から水道メーターまでの給
水管で発生した漏水の修繕は、市が
行い、水道メーター以降で発生した
漏水の修繕は、利用者の負担となり
ます。
宅地内漏水の見付け方
　水道の使用量が前回に比べて急に
増えたときには、地下や床下などの
見えないところで水が漏れているこ
とがあるため、次の方法で調べてく
ださい。
①全ての蛇口を閉め、水洗トイレの
水が流れていないことも確認する。
②水道メーター
のパイロットを
点検する。
　パイロットが
回り続ける場合
は、漏水が考え
られますので、市指定の水道業者に
修繕を依頼してください。
問水道施設課☎（63）7131

給水管の漏水修繕県中都市計画の原案の縦覧

　須賀川駅西地区都市再生整備事業
で整備する須賀川駅東西自由連絡通
路について、都市計画の原案を次の
とおり縦覧します。
縦覧期間　10月11日（月）〜25日（月）
縦覧場所　都市計画課
問都市計画課☎（88）9155

◦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 828円 R3.10.1

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

福島県の地域別最低賃金が828円になりました
　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 問須賀川消防署☎（76）3197

国の教育ローン（日本政策金融
公庫）
　日本政策金融公庫の国民生活事業
では、高校や短大、大学などへの入
学時や在学中に必要な資金の貸し付
けをしています。
　融資資金は、入学金や授業料のほ
か、通学や受験に必要な費用などに
使うことができます。
融資額　子ども1人に付き350万円
以内
金利　年1.66％（固定金利）　※ひ
とり親家庭の人などは金利を優遇
返済期間　15年以内　※ひとり親
家庭の人などは最長18年以内
返済方法　毎月元利均等返済（ボー
ナス時増額返済も可）
他詳しくは日本政策金
融公庫ホームページを
ご覧ください。
問日本政策金融公庫教育ローンコー
ルセンター☎0570（00）8656（ナビ
ダイヤル）または☎03（5321）8656

国の教育ローン

事業主の皆さんへ
「求人者マイページ」のご案内
　求人者マイページは、インター
ネットから求人を申し込むことがで
きるサービスです。
　ハローワークインターネットサー
ビスのサイトから一度求人者マイ
ページを開設すれば、ハローワーク
に行かなくても、パソ
コンから求人募集の登
録や過去の求人情報の
閲覧ができます。
問ハローワーク須賀川☎（76）8609

ハローワーク
インターネットサービス

くらしの情報 くらしの情報時日時　場会場　対対象　定定員（抽選などの記載がないものは先着順）　内内容　申申込方法または申込先　　　　　　締締め切り　¥料金（表示のないものは無料）　他その他　問問い合わせ　 Fファクス　 メール

10月11日～20日は
「全国地域安全運動」期間
　「なりすまし詐欺」などの高齢者を
狙った犯罪が多発しています。
　また、空き巣などの侵入犯罪や車
上荒らし、万引き、自転車の盗難な
どの街頭犯罪も多く、これらを防止
するため、全国一斉に地域安全運動
が展開されます。
統一スローガン　「みんなで　つく
ろう　安心の街」
サブスローガン　「あやしいぞ　お
金の電話　さぎかもよ」
運動の重点
▶子どもと女性の犯罪被害防止
▶「なりすまし詐欺」の被害防止
▶万引きの防止など地域の犯罪発生
実態に即した犯罪被害防止
問須賀川警察署☎（75）2121
市民安全課☎（88）9128

時11月19日（金）　午前10時
場市役所2階「会議室203」
内公売対象財産は次のとおり
売却区分1
▶所在：梅田字下古舘221番地
▶地目：田
▶地積：1,200㎡
売却区分2
▶所在：大久保字川虫内355番地
▶地目：田
▶地積：1,217㎡　外3筆　計4,114㎡
売却区分3
▶所在：大久保字明内14番地
▶地目：田
▶地積：1,698㎡　外2筆　計3,191㎡
※市税滞納者、税務に関係する職員、　
公売財産の買い受けについて一定の
資格を有しない人は参加できませ
ん。
問収納課☎（88）9127

不動産公売 稲わら野焼きは、風向き・時間帯
に気を付けましょう
　水田の稲わら焼却により「煙たい」
「洗濯物に臭いが付く」「体調の悪い
人がいるので困る」などの苦情が寄
せられています。
　農業を営むためにやむを得ず稲わ
らを焼却するときは、風向きや時間
帯に気を付け、周辺住民の迷惑にな
らないようにしましょう。
　稲わらは、貴重な有機資源です。
なるべく野焼きは
行わず、稲刈り後
は早目の耕起作業
による土作りを心
掛けましょう。
問農政課☎（88）9139

市庁舎の避難訓練と停電検査

避難訓練
時11月1日（月）　午後3時〜4時
停電検査
時12月4日（土）
※停電検査のため、夜間休日窓口を
除く庁舎内の全施設と、地下駐車場
は利用できません。
問行政管理課☎（88）9122

パイロット
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