
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

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金
　住民税均等割非課税世帯や令和4
年1月以降に予期せず収入が減少し
た世帯を支援します。
対①基準日（令和4年9月30日）におい
て、世帯全員の令和4年度分の住民
税均等割が非課税の世帯　※住民税
非課税世帯であっても、住民税が課
税されているほかの親族などに世帯
全員が扶養されているときは対象外
②予期せず収入が減少し、世帯全員
が住民税非課税相当となった世帯
（家計急変世帯）　※住民税非課税相
当とは、世帯全員のそれぞれの年収
見込み額（令和4年1月以降の任意の
1カ月収入の12倍）が住民税均等割
非課税水準以下であること。
支給内容　1世帯当たり5万円
申▶①の世帯　対象世
帯には、11月に確認書ま
たは申請書を郵送してい
ます。内容を確認し、必
要事項を記入の上、同封の返信用封
筒で返信してください。　※令和4
年1月2日以降に本市に転入された非
課税世帯の方で、申請書が届いてい
ない人はお問い合わせください。
▶②の世帯　申請が必要です。世帯
全員の令和4年1月以降の所得が確
認できる書類（給与明細書などの写
し）、申請者（世帯主）の本人確認書
類、通帳の写しを持参し、市役所3
階「光の会議室」で申請してください。
締令和5年1月31日（火）
※郵送のときは消印有効
他給付金の支給時期は、市が確認書
または申請書を受理した日から1カ
月程度が目安です。
問コールセンター（社会福祉課内）

(75)3001
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人口・世帯数
現住人口　4.10.1現在（前月比）
⃝人　口　73,800人（△48人）
　　　男　36,244人（△18人）
　　　女　37,556人（△30人）
⃝世帯数　27,547世帯（△7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
⃝福島県こども救急電話相談
　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
⃝水道お客様センター	 （63）7111

今月の納付　納期限12月26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25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

「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

測定値
（セシウム）

品名 計野菜 果樹類 穀類 きのこ 山菜 その他
検出せず 36 59 3 0 0 8 106

100Bq/kg以下 0 0 0 0 0 0 0
100Bq/kg超 0 1 0 0 0 0 1

計 36 60 3 0 0 8 107

※100Bq/kg超の農産物は流通していません。

　詳しい測定結果は、市ホームページをご覧ください。 （単位：件）

問農政課 （88）9139 

農産物などの放射線物質濃度の測定結果（9月分）

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ので、令和5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5年1月16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

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）が必要です。
問郡山年金事務所 024（932）3434
保険年金課 （88）9137

年末年始の交通事故防止
県民総ぐるみ運動

くらいとき じぶんをアピール ぴっかぴか
　12月10日から令和5
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
▶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、
午後4時から7時までの時間帯に交通
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

社会保険料控除用の納付額証明書
の郵送を廃止
　確定申告の際に納付額確認用とし
て郵送していた納付額証明書は、令
和4年分から郵送を廃止します。
　口座振替やクレジット納付で納め
た次の市税等（普通徴収）は、預貯金
通帳などで確認してください。
▶国民健康保険税
▶介護保険料
▶後期高齢者医療保険料
他証明書が必要なときは、税務課ま
たは長沼・岩瀬各市民サービスセン
ターで社会保険料納付額証明書（無
料）の交付を申請してください。
問収納課 （88）9126

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
課固定資産税係宛
※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5年1月31日（火）
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
申告書の備考欄に記載し、提出して
ください。
問税務課 （88）9125

eLTAX

お詫びと訂正
　広報すかがわ10月号4ページの「9
月市議会定例会」内で、本文の表現
に誤りがありました。
　正しくは「議案19件のうち、1件
の撤回により、最終的に議案18件・
報告4件を提出し、いずれも原案ど
おり可決されました。」となります。
問行政管理課 （88）9120

　12月上旬に事業主へ給与支払報
告書総括表などを郵送します。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）を必ず記載の上、
税務課に提出してください。
　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
他給与支払報告書の提出後に退職な
どで特別徴収ができなくなったとき
は、給与所得者異動届出書を忘れず
に提出してください。
提出期限　令和5年1月31日（火）
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

市道の除雪作業にご協力を

　市では積雪が10cmを超え、引き
続き降雪が予想されるときは、交通
量が多い幹線道路や学校、病院周辺
の主要な市道の除雪を行います。
　降雪状況により作業時間が大きく
変わるため、ご理解をお願いします。
皆さんへのお願い　⃝路上駐車や道
路への雪出しは、除雪作業の遅れや
交通事故の原因になりますのでやめ
ましょう。　⃝除雪車の通過後に住
宅の前に残る雪や、除雪車が進入困
難な道路・歩道の除雪は、地域の皆
さんのご協力をお願いします。
⃝冬期間は、時間にゆとりを持って、
路面状況に応じた安全運転を心掛け
てください。
問い合わせ　⃝市道　道路河川課
⃝県道、国道118号・294号　須賀
川土木事務所 （75）3196
問道路河川課 （88）9148

献血にご協力を 会場　イオンタウン須賀川(古河105)　☞健康づくり課 （88）8125

水道管の冬支度を万全に

　水道管が凍結し破裂すると、普段
以上の水道料金や修理費が掛かり、
修理が完了するまでの間、水道が使
えなくなってしまいます。水道管の
凍結防止策を万全にしましょう。
凍結を防ぐには
▶冷え込みが予想されるときや長期
間不在のときは、水抜栓（不凍栓）を操
作して水道管の中の水を抜いておく。
▶立ち上がり管が露出している箇所
は、市販の保温カバーや古毛布など
を巻き、ビニールなどでカバーをする。
▶水道管に凍結防止用の電熱線が巻
いてあるときは、コンセントが差し
込んであることを確認する。
凍結したら　凍結した箇所にタオル
などを掛け、その上からぬるま湯を
ゆっくり掛けます。熱湯を掛けたり直
火を当てたりすると、器具や水道管
を破損するおそれがあるため、注意
してください。
破裂したら　水抜栓（不凍栓）がある
ときは、水抜栓を閉めると漏水が止
まります。水を止めた後、すぐに市
指定の水道業者（市指定給水装置工事
事業者）に修理を依頼してください。
問水道施設課 （63）7131

司法書士による債務整理の
無料相談会

時12月21日（水）　午前10時〜正午、
午後1時〜3時　※事前予約制
場市役所3階「市民相談室」　定8人
内家計や借金についての相談会
※相談時間は1人当たり30分
申・問市民安全課 （88）9128

価格高騰緊急
支援給付金

日時　12月25日（日）　午前10時～午後4時13 12令和4年12月1日令和4年12月1日


