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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　3.11.1現在（前月比）
⃝人　口　74,254人（△61人）
　　　男　36,428人（△30人）
　　　女　37,826人（△31人）
⃝世帯数　27,229世帯（△9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1月31日（月）
⃝市県民税（普通徴収）	 4期分
⃝国民健康保険税（普通徴収）	 7期分
⃝介護保険料（普通徴収）	 7期分
⃝後期高齢者医療保険料（普通徴収）	 6期分

今月の休日納税相談窓口開設
⃝日時　1月30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

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

大丈夫・
～できる

（一社）福島県聴覚障害者協会
「ろう者との対話のために」より

◦つながるコミュニケーション 70
初心者のための手話コーナー

右手の指先を左胸
から右胸に当てる

市営住宅の入居者募集
受付期間　1月4日（火）〜14日（金）
入居予定日　2月17日（木）　※1月28日（金）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 6-31（3階） 17,800〜34,900 2K H12

和 田 池 8（2階） 29,800

3LDK 2人以上

S59

松ヶ丘東
102（3階）

18,100〜35,500 S57
123（2階）

桜 岡

2-102（1階） 20,000〜39,300 2LDK 単身可
H5

3-401（4階） 23,300〜45,700
3LDK 2人以上

7-402（4階） 23,900〜46,900 H7

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

　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。
対本市にゆかりがあり、東京都内また
はその近県に居住・勤務している人
年会費　3,000円
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）関根正

まさとし

利☎03（3255）6466（代）

東京須賀川会の会員募集 時2月22日（火）　午前10時
場市役所4階「大会議室C」
内公売対象財産は次のとおり
売却区分1
▶所在：西川字長坦54番地
▶地目：田
▶地積：994㎡
売却区分2
▶所在：梅田字下田75番地
▶地目：田
▶地積：1,434㎡
売却区分3
▶所在：桙衝字山下95番地
▶地目：田
▶地積：2,379㎡
売却区分4
▶所在：梅田字下古舘221番地
▶地目：田
▶地積：1,200㎡
売却区分5
▶所在：大久保字鰻田465番地
▶地目：田
▶地積：4,551㎡　外2筆　計5,601㎡
他市税滞納者、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

20歳になったら国民年金

　国民年金は、20歳の誕生月に自
動的に加入となり、年金手帳と保険
料納付書が郵送されます。
※厚生年金加入中の人は対象外
国民年金のメリット
▶老後を支える終身保障
▶万が一の障がいや遺族を保障
▶保険料は所得から控除
保険料　本年度は月額16,610円
納付方法
▶納付書　コンビニエンスストア、
金融機関で納付
▶口座振替　納付書に同封されてい
る用紙に記入し、金融機関に提出
▶クレジットカード　保険年金課で
申し込み
他納付期間によって、将来の年金受
給額が決定しますので、忘れずに納
付してください。
問保険年金課☎（88）9137

　須賀川税務署では、次の日程で確
定申告書の作成会場を開設します。
時2月16日（水）〜3月15日（火）
午前9時〜午後4時
※土・日曜日、祝日を除く
場労働福祉会館
臨時駐車場　日本たばこ産業（株）中
日本地方原料本部（茶畑町25-1）
他会場の混雑緩和のため「入場整理
券」が必要です。整理券は、会場で
の当日配布とLINEによる事前発行
があります。配布方法な
ど、詳しくは国税庁ホー
ムページをご覧くださ
い。
問須賀川税務署☎（75）2194

国税庁ホームページ

資源回収奨励金の交付

対資源回収を定期的に行う町内会・
子ども育成会・婦人会・老人会など
※営業を目的とする団体を除く
内各家庭で不要になった空き缶や
瓶、古新聞などの資源回収を行って
いる団体に、奨励金を交付します。
※奨励金の交付を受けるには、毎年
度、実施前に団体の登録が必要です。
交付額　1kg当たり5円
申奨励金を振り込む口座の通帳と、
代表者印をお持ちの上、環境課にお
申し込みください。
問環境課☎（88）9129

　給与支払報告書には、従業員の個
人番号と事業主の法人番号（個人事
業主のときは個人番号）を必ず記載
してください。
　個人事業主の個人番号が記載され
ている書類を提出するときは、個人
事業主の本人確認が必要です。
　郵送で提出するときは、次のいず
れかの書類を添付してください。
▶マイナンバーカードの写し（両面）
▶通知カードと本人確認書類（運転
免許証など）の写し
提出期限　1月31日（月）
問税務課☎（88）9124

給与支払報告書は個人・法人番号
の記載を忘れずに

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

　免除や納付猶予制度を利用せずに
保険料を未納のままにしておくと、
障がいや死亡などの不慮の事態が発
生したとき、障害基礎年金や遺族基礎
年金が受けられないことがあります。
免除制度　本人・配偶者・世帯主の
所得が一定額以下のときや失業した
とき、保険料の納付が免除（全額、
4分の3、半額、4分の1）されます。
学生納付特例制度　本人の所得が一
定額以下のとき、在学中の保険料の
納付が猶予されます。
納付猶予制度　学生ではない50歳
未満の人で、本人と配偶者の所得が
一定額以下のとき、保険料の納付が
猶予されます。
追納制度　免除や猶予の期間がある
と、将来受け取る年金額が少なくな
るため、10年以内であれば、後か
ら保険料を納めることができます。
申・問保険年金課☎（88）9137

国民年金保険料の納付が困難な
ときは申請を

　セルフレジに納
付書を挿入し、現
金を入金すること
で市税などを納付
できます。また、
領収書への押印や
切り離しは、セルフレジが行います。
　非対面での納付により、感染症対
策としても有効で、窓口での待ち時
間も無いため、快適に利用できます。
設置場所　市役所1階「ATMコーナー」
利用上の注意
▶支払いは、現金のみです。
▶はがきタイプの納付書は「宛名」部
分を切り取ってください。
▶汚れ・破れなどで読み取れない納
付書や手書きによる納付書は、取り
扱いできません。
問収納課☎（88）9126

市税等セルフレジを設置

確定申告会場を開設

東北税理士会須賀川支部の
「税理士無料税務相談会」
時2月23日（水・祝）　午前10時~正
午、午後1時~4時　※事前予約制
場市民温泉2階「大会議室」　定30人
申2月21日(月)までにコールセンター
☎050（2018）1150へ電話予約
問東北税理士会須賀川支部
☎（94）5027

佐渡裕
ゆたか

指揮 シエナ・ウインド・
オーケストラ≪ブラスの祭典2022≫
時2月16日（水）
午後7時（開場：午後6時）
場文化センター「大ホール」
内「A.リード：アル
メニアン・ダンス全
曲」と「J.バーンズ：
交響曲第3番」
￥全席指定　7,500
円（税込）　※未就学児は入場不可
他入場券は、文化センターほか各プ
レイガイドで販売中
問文化センター☎（76）7777

須賀川市公式LINEお年玉クーポン
プレゼントキャンペーンを開催！
　1月4日（火）午前9時〜
31日（月）午後5時の期間
中に、新たに友だち追加
し、アンケートに答えて
いただいた人の中から、抽選で500
人にすかがわ観光物産館flattoで使

える500円割引クーポン
をプレゼントします！
　この機会にぜひご利用
ください。市公式LINE

9 8令和4年1月1日令和4年1月1日


