
須賀川市公式LINE
災害・感染症情報も配信中！

友だち追加ページ
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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　3.10.1現在（前月比）
⃝人　口　74,315人（△6人）
　　　男　36,458人（±0人）
　　　女　37,857人（△6人）
⃝世帯数　27,238世帯（+31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27日（月）
⃝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26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

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

令和3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カード納付に
より納付している人に、納付額証明
書を令和4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
ちかいます　ルールをまもり　こう
つうあんぜん
　12月10日から令和4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（特に、
高齢歩行者の保護の推進）
▶夕暮れ時や夜間の交通事故防止
▶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
交通事故の防止
▶自転車の交通事故防止と適正な利
用の推進
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。
問市民安全課☎（88）9128

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。
指定業者の主な資格要件
▶市内に営業所を有し、市税を完納
している。
▶公益財団法人福島県下水道公社に
排水設備工事責任技術者として登録
を受けた者が、営業所に1人以上専
属している。
▶工事に必要な機械器具を有してい
る。
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（金）〜令和4年
2月28日（月）
他有効期間が令和4年3月31日で満
了する事業者には、別途通知します。
問下水道施設課☎（88）9159

農地台帳の整備にご協力を

　1,000㎡以上の農地を所有する人
に「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4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4年1月17日（月）
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

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お
り、有権者が求めてもいけません。
また、次のものを除き、罰則の対象
となります。
▶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」

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。皆さんの温かい
ご支援をお待ちしています。
強化期間　11月1日〜令和4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

入札参加資格審査の追加申請受付

　審査を受ける事業者は、次により
申請してください。
申令和4年1月5日（水）〜21日（金）の
期間に一般書留・簡易書留で申請書
類一式を財政課に郵送（期間内必着）
※提出書類などの詳細は、市ホーム
ページをご覧ください。
宛先　〒962-8601（住所記載不要）
財政課契約検査係
資格の有効期限　令和4年4月1日〜
令和5年3月31日
問財政課☎（88）9180

償却資産の申告

　インターネットまたは郵送により、
期限までに申告してください。
インターネットでの申告
地方税ポータルシステム
（e

エルタックス

LTAX）を利用
郵送での申告
〒962-8601（住所記載不要）税務
課固定資産税係
※昨年度、郵送や窓口で申告した人
には、12月中旬に申告用紙と資料
を郵送します。用紙が届かないとき
は税務課にご連絡ください。
申告期限　令和4年1月31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

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15日（水）　午前10時〜正午、
午後1時〜3時
※1人当たり30分。事前予約制
場市役所3階「市民相談室」
定8人
申・問市民安全課☎（88）9128

ファミリーサポートセンターを
ご利用ください
　ファミリーサ
ポートセンター
は、子育ての支
援を受けたい人
や子育ての援助
ができる人が、
利用会員や提供会員として登録し、
会員同士で支え合う子育て支援のシ
ステムです。
こんな時にご利用を　
▶残業で帰りが遅くなるときの保育
園のお迎え　
▶習い事の送迎　など
利用時間　午前6時〜午後10時
利用料金（1時間当たり）
▶月〜金曜日　600円
※4時間を超えると400円
▶土・日曜日、祝日、年末年始　700円　
※4時間を超えると500円
問市社会福祉協議会☎（88）8211

老人福祉センター等運営協議会
委員の募集
対市内在住または在勤の20歳以上
で、温泉福祉施設や高齢者の生きが
いなどに関心があり、協議会に出席
できる人
※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
定2人（応募者多数のときは抽選）
任期　令和4年1月20日〜令和6年
1月19日（2年間）
募集期限　12月15日（水）
申応募用紙（長寿福祉課に設置また
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、長寿福
祉課にお持ちください。
問長寿福祉課☎（88）8116

年金手続きでマイナンバーを記載
すれば添付書類が省略できます
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

暮らしのガイドブック
広告掲載者募集

　㈱サイネックスと協働で、生活に役
立つ情報冊子「暮らしのガイドブック」
を発行します。この冊子
に広告を掲載する事業
者を募集しています。
　詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
問秘書広報課☎（88）9112

須賀川市暮らしの
ガイドブック
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