
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　3.9.1現在（前月比）
⃝人　口　74,321人（△30人）
　　　男　36,458人（△18人）
　　　女　37,863人（△12人）
⃝世帯数　27,207世帯（±0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30日（火）
⃝国民健康保険税（普通徴収）	 5期分
⃝介護保険料（普通徴収）	 5期分
⃝後期高齢者医療保険料（普通徴収）	 4期分

今月の休日納税相談窓口開設
⃝日時　11月28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

令和3年松明あかし

周波数は

「カタログポケット（無料アプリ）」  
 で広報紙を読む・聞く・訳す
アプリ内で「須賀川市」を検索。外国語での
広報紙音声読み上げ機能などもあります。

カタログポケット紹介

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

教育行政の点検・評価結果を公表

　教育行政点検評価委員会では「安
心できる子育て環境をつくる」など
教育に関する5分野15施策につい
て、令和2年度に行った事務の執行
状況を点検・評価し、報告書にまと
めました。
　報告書は、市ホームページまたは
次の配置場所でご覧いた
だけます。
配置場所　中央図書館、
長沼図書館、岩瀬図書館
問教育総務課☎（88）9166

資源物は正しく出しましょう

　飲み終えた後のペットボトルなど
の容器は、資源物として再生利用で
きます。容器の中の異物を取り除き、
水で洗って決められた日時に出しま
しょう。
瓶　茶色、白、その他の色別のコン
テナへ入れる。
缶や金属製の蓋　金属回収コンテナ
へ入れる。
ペットボトル　 マークのあるもの
は、青色の回収ネットに入れる。
※ マークのないものやキャップな
どは、可燃ごみに出す。
紙パック　水洗いして乾かし、箱を
広げて出す。
古新聞　1カ月分程度を縛って出す。
※広告類は、雑誌類と一緒に縛る。
段ボール・雑誌・紙製の箱など
種類ごとにしっかり縛って出す。
食品トレイ・パック類　水洗いして
乾かし、中が見える袋に入れて出す。
※汚れている物やシールなどが剝が
せない物は可燃ごみへ出す。
問環境課☎（88）9129

教育行政の
点検・評価

すかがわ創業塾の受講生募集

対創業を目指す人、創業して間もな
い人
内創業に関する知識（経営・財務・人
材育成・販路開拓など）のウェブセミ
ナーの受講、個別面談、効果測定
申　須賀川商工会議所☎（76）2124に
お問い合わせください。
他このセミナーは、市の特定創業支
援事業として国の認定を受けていま
す。受講証明書の交付を受けること
で、補助制度の活用や融資制度の利
率軽減などの優遇措置を受けること
ができます。
問商工課☎（88）9141

全国一斉「女性の人権ホットラ
イン」強化週間
　福島地方法務局と福島県人権擁護
委員連合会は、パートナーなどから
の暴力やストーカー被害など、女性
をめぐる様々な人権問題の解決のた
め、次の期間を全国一斉「女性の人
権ホットライン」強化週間として、
電話相談を強化しま
す。
　人権擁護委員や法
務局職員が相談に応
じ、秘密は厳守され
ます。お気軽にご相談ください。
時11月12日（金）〜18日（木）　午前
8時30分〜午後7時
※土・日曜日は午前10時〜午後5時
専用電話　☎0570（070）810（全国
共通ナビダイヤル）
他強化週間以外の日（土・日曜日、祝
日を除く）も午前8時30分から午後
5時15分まで相談に応じています。
問福島地方法務局☎024（534）1994

個人事業税は納期限内に
納めましょう
　個人事業税は、個人で事業を行っ
ている人に課税される県の税金です。
第2期分納期限　11月30日（火）
納付方法　県から送付される納税通
知書により納付してください。
※口座振替による納付もできます。
問県中地方振興局県税部　
☎024（935）1251

今月の主なスポット放送
松明あかし
		11月13日（土）　17:00〜19:00

　令和3年の「松明あかし」は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
昨年同様に本数を1本とし、無観客かつ関係者のみで行います。
　当日は、会場付近に来場されませんようご理解とご協力をお願いします。
　なお、松明あかしの様子をウルトラFMとYouTubeでライブ配信しますの
で、ぜひご覧ください。

インターネットラジオ

13 12令和3年11月1日令和3年11月1日

市営住宅の入居者募集
受付期間　11月2日（火）〜12日（金）
入居予定日　12月16日（木）　※11月25日（木）に公開抽選を行います。
⃝一般住宅
団地名 部屋番号 家賃（円） 間取り 入居条件（人数） 建設年度

山 ノ 坊 114 12,700〜16,700 3K
単身可

S51

山 寺 北
7-11（1階） 23,100〜45,400 2LDK

H13
7-32（3階） 26,200〜51,500

3LDK 2人以上
和 田 池 143（3階） 22,100〜43,500 H2

松ヶ丘東
65（3階） 15,500〜30,500 3DK 単身可 S55

102（3階） 18,100〜35,500

3LDK 2人以上

S57

桜 岡
7-204（2階）

23,900〜46,900 H7
7-402（4階）

※入居資格など詳しくはお問い合わせください。
問建築住宅課☎（88）9152

区分 受験資格 申込期
限 試験日

推薦

中卒（見込み
含む）で17歳
未満の男子
（学校長の推
薦が必要）

12月3日
（金）

令和4年
1月8日（土）
〜11日（火）
※いずれか1日
が指定されます。

一般
中卒（見込み
含む）で17歳
未満の男子

令和4年
1月14日
（金）

令和4年
1月22日（土）
・23日（日）
※いずれか1日
が指定されます。

自衛官の募集

　防衛省では、陸上自衛隊高等工科
学校の生徒を募集しています。

他推薦と一般の併願は可能です。
申・問自衛隊郡山地域事務所
☎024（932）1424

社会保険料（国民年金保険料）の
控除証明書
　今年納付した国民年金保険料は、
年末調整や確定申告で、全額が社会
保険料控除の対象になります（過去
の年度分の支払いや追納された保険
料を含む）。
　11月上旬に証明書を郵送します
ので、大切に保管してください。
※10月1日から12月31日の間に、
今年初めて保険料を納付した人は、
令和4年2月上旬に郵送します。
11月30日（いいみらい）は「年金の日」
　未来の生活設計について考えてみ
ませんか。「ねんきんネット」は、パ
ソコンやスマートフォンからご自身
の年金記録や年金見込額を簡単に確
認できます。

問郡山年金事務所☎024（932）3434
ねんきんネット 検索

「NET119」緊急通報システム

　「NET119」は、聴覚や言語機能
に障害のある人向けの緊急通報シス
テムです。スマートフォンなどから
インターネットを利用して119番通
報ができます。
利用方法　利用には、事
前登録が必要です。詳し
くは、消防本部ホーム
ページをご覧ください。
問須賀川消防本部☎（76）3111

NET119

一般家庭の消火器の無料点検と
有料回収
　万一に備え、ご家庭にある消火器
を点検しましょう。
時11月13日（土）
午前9時〜正午
場須賀川消防署と石川
消防署の庁舎前
￥1,000円（使用できなくなった消
火器の回収）
他一般家庭の消火器の回収は、お近
くの消防署でも常時行っています。
問須賀川消防本部☎（76）3114

11月12日～25日は「女性に対す
る暴力をなくす運動」実施期間

12月4日～10日は「人権週間」
人権に関する悩みごと相談会

時12月8日（水）
午前10時〜午後3時
※予約不要。直接お
越しください。
場牡丹会館（須賀川牡丹園内）
内家庭・学校・職場での悩み、近隣
とのもめごと、子どもの虐待・いじめ・
不登校などの相談
相談員　人権擁護委員、弁護士
問企画政策課☎（88）9131

　女性に対する暴力は、女性の人権
を著しく侵害し、男女共同参画社会
を形成していく上で克服すべき重要
な課題です。
　パートナーなどから暴力を受けた
ときや、関係性がおかしいと感じたと
きは、一人で悩まず、ご相談ください。
相談先
▶家庭児童相談室（こども課内）
☎（88）8115
▶性犯罪・性暴力被害者のためのワ
ンストップ支援センター　短縮ダイ
ヤル#8891
問こども課☎（88）8114

ごみの野外焼却（野焼き）は禁止！

　ごみの野外焼却を
行ったときは、懲役刑
または罰金刑、もしく
はその両方に処せられることがあり
ます。ドラム缶やブロック囲いを用
いた焼却も野外焼却になります。
家庭のごみ　分別して指定の日時に
ごみステーションに出しましょう。
事業所のごみ　焼却だけではなく、
ごみステーションに出すこともでき
ません。許可業者に収集を依頼する
か、許可業者が分からないときは、
環境課にお問い合わせください。
問環境課☎（88）9129

献血にご協力を

時11月27日（土）　午前10時〜午後
4時
場イオンタウン須賀川（古河105）
問健康づくり課☎（88）8122


