
12月4日（水）～10日（火）は「人権週間」
人権に関する悩みごと相談会
時12月4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（牡丹園内）
内⃝家庭や学校、職場、近隣とのも
めごと　⃝女性、子どもの虐待　
⃝いじめ、不登校　など
相談員　人権擁護委員、弁護士
問生活課☎（88）9131

原子力災害に関する情報　詳しい測定結果は、市ホームページをご覧ください。

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、
懲役刑又は罰金刑もしくは、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、
衛生センター☎（73）4515にお問い
合わせください。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。
他災害ごみの収集、直接搬入は5ペー
ジをご覧ください。
問環境課☎（88）9129

社会保険料（国民年金保険料）の
控除証明書

年金相談などは予約相談のご利用を

　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に
は、令和2年2月上旬に郵送します。
問郡山年金事務所☎024（932）3434

相談日時
▶月曜日　午前8時30分～午後6時
▶火～金曜日　午前8時30分～午後4時
▶第2土曜日　午前9時30分～午後3時
※祝日、年末年始を除く
場郡山年金事務所（郡山市桑野1-3-7）
予約受付電話　☎0570（05）4890
※相談を希望する日の1カ月前から
前日までにお申し込みください。
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
ソコンなど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

今月の主なスポット放送
松明あかし
　11/9（土）　13:00～（予定）
　松明行列や大松明点火の様子など
を会場から生中継

市政情報番組も毎日放送中
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～
台風第19号災害関連情報を放送中

インターネットラジオ周波数は

人口・世帯数
現住人口　元.9.1現在（前月比）
⃝人　口　75,859人（+38人）
　　　男　37,268人（+12人）
　　　女　38,591人（+26人）
⃝世帯数　27,371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
　直近の放送内容を自動再生	☎（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
⃝須賀川消防署	 ☎（76）3111
⃝消防情報センター	 ☎（76）8181
⃝児童虐待防止相談室	 ☎（88）8115

市税等の納期限　12月12日（木）
⃝市県民税（普通徴収）	 3期分
⃝国民健康保険税（普通徴収）	4・5期分
⃝介護保険料（普通徴収）	 4・5期分
⃝後期高齢者医療保険料（普通徴収）
	 3・4期分
※災害による納期延長

今月の休日納税相談窓口開設
⃝日時　11月24日（日）
　　　　午前9時～午後4時
⃝場所　収納課

市民提案メール
市ホームページ「市長の
部屋へようこそ」に掲載
の「市民提案メール」から
送信

市民提案メール

漏水発見時の通報にご協力を

　市では、配水流量の監視や漏水調
査などにより漏水の早期発見に努め
ていますが、市民の皆さんの通報が
早期修繕に大変有効です。
　次のようなときは水道管の漏水の
可能性がありますので、水道施設課
にご連絡ください。
▶晴れた日が続いているのに地面が
濡れている。
▶普段は水が流れていない水路に水
が流れている。
▶蛇口からの水の出方が急に弱く
なった。
問水道施設課☎（63）7131

とうほう創業支援塾の受講者

陸上自衛隊高等工科学校生徒

対中学校卒業（見込含む）の17歳未
満の男子
修学期間　3年間（高校卒業資格を取
得）　締令和2年1月6日（月）
試験日　令和2年1月18日（土）
問自衛隊郡山地域事務所
☎024（932）1424

　次の点に注意して出しましょう。
容器の中の異物を取り除く　たばこ
の吸い殻や、ストローなどの異物は
取り除く。
水でゆすいできれいに洗う　飲み残
しなどは、カビや悪臭が発生しやす
くなるので、水できれいにゆすぎ、
水を切り、乾かす。
びん　茶色、白、その他の色別の各
回収コンテナに直接入れる。
缶　空き缶や金属製の蓋は、金属回
収コンテナに直接入れる。
ペットボトル　♳マークのある指
定ペットボトルは、青色の回収ネッ
トに直接入れる。
※♳マークのないペットボトルや
キャップ、ラベルなどは、可燃ごみ
に出す。
問環境課☎（88）9129

資源物（びん・缶・ペットボトル）
は再生利用できる資源です

時12月5日、令和2年1月16日、2月
13日、3月12日（全4回・木曜日）
午後5時30分～7時30分
場tette3階「ルーム3-1」
対創業、新規事業参入を考えている
人　定10人
内⃝第1回：創業の心構え　⃝第2
回：事業計画①　⃝第3回：マーケ
ティング・事業計画②　⃝第4回：
創業の手続き
申　東邦銀行法人営業部☎024（523）
0972または東邦銀行各支店の窓口
にお問い合わせください。
締11月29日（金）
問商工労政課☎（88）9141

全国一斉「女性の人権ホットラ
イン」強化週間
　人権擁護委員や法務局職員が対応
します。秘密は厳守しますので、お
気軽にご相談ください。
時11月18日（月）～24日（日）　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
他強化週間以外の月～金曜日も午前
8時30分から午後5時15分まで相談
に応じています（祝日、年末年始を
除く）。
問生活課☎（88）9131

11月12日（火）～25日（月）は「女性に
対する暴力をなくす運動期間」
　暴力は、性別や間柄などを問わず
許されるものではありません。
　特に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・配偶者から暴力を受
けたときや、関係性が何かおかしい
と感じたときは、一人で悩まず、お
気軽にご相談ください。
相談先　家庭児童相談室（こども課
内）☎（88）8115
時月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分
問こども課☎（88）8114

令和2年産加工用米の取り組み

　加工用米は、米
価変動の影響をあ
まり受けず、国の
交付金なども活用
でき、長期的な農
業経営の安定につながります。
　加工用米の販売金額に国と市の補
助金を合算することで、10a当たり
の収入を主食用米と同等、もしくは
それ以上に見込むことができます。
　多収性品種のうるち米の種子を確
保して、令和2年産加工用米の作付
けをぜひご検討ください。
問農政課☎（88）9138

シルバー人材センターの会員募集

会員の条件
▶市内在住で60歳以上の人
▶健康で働く意欲のある人
▶センターの趣旨に賛同した人
▶既定の会費を納入できる人
入会までの流れ　①事前申込の上、
入会説明会（月2回開催）に参加
②入会申込書を提出（希望する仕事・
職歴・免許資格・健康状態などを確認）
③理事会の承認を得て登録
就業内容　登録会員の希望や能力に
応じて、臨時的・短期的、その他の
軽易な仕事
就業時の事故対応　基本的に会員と
センターや発注者の間に雇用関係は
ないため、入会と同時に加入する団
体傷害・賠償保険を利用します。
問（公社）須賀川市シルバー人材セン
ター☎（76）1992

ねんきんネット 検索

⃝農産物などの放射性物質濃度の測定結果（8月分）（単位：件）

◦各地区の放射線簡易測定結果（10月1日～10日に測定）（単位：マイクロシーベルト／時）
※100Bq/kg超の農産物は流通していません。　☞農政課☎（88）9139

※測定マップを各公民館などに掲示しています。　☞環境課☎（88）9130

品目 測定値（セシウム） 計検出せず 100Bq/kg以下 100Bq/kg超
野　菜 419 2 0 421
果樹類 329 0 0 329
穀　類 10 0 0 10
きのこ 0 0 0 0
山　菜 0 0 0 0
その他 3 1 0 4
計 761 3 0 764

地区 測定箇所 最小値 最大値 平均値
須賀川 60 0.06	 0.13	 0.08	
浜　田 9 0.06	 0.11	 0.09	
西　袋 63 0.06	 0.19	 0.10	
稲　田 15 0.08 0.11	 0.10	
小塩江 25 0.06	 0.12 0.09	
仁井田 35 0.06 0.17 0.10	
大　東 31 0.05	 0.12 0.08	
長　沼 48 0.06 0.20 0.12	
岩　瀬 51 0.07 0.19 0.12	

県司法書士総合相談センターの無料相談 日時　11月21日（木）　午後1時～4時　 会場　tette3階「ルーム3-1」　☞県司法書士総合相談センター☎0120（81）5539

※10月8日現在の市内各店舗の販売価格を取りまとめたものです。
☞生活課☎（88）9128

生活関連物資の価格動向（消費税込）

品　　　　目 平均価格
（円）

前月比
（%）

前年同月比
（%）

塩ざけ（外国産甘塩切り身100g） 198 3.7 △8.0

豚肉（国産ばら肉100g） 227 7.6 △8.1

鶏肉（国産もも肉100g） 137 △0.8 7.1
じゃがいも（国内産1㎏） 290 △5.3 20.9
玉ねぎ（国内産1㎏） 210 △2.4 0.5
キャベツ（国内産1㎏） 187 △11.4 △3.2
大根（国内産1㎏） 159 △7.6 △14.6
鶏卵（Mパック10個入り） 210 4.5 1.5

白米（ひとめぼれ5㎏） 2,090 0.8 3.2

合成洗剤（液体詰め替え用810ml） 221 0.0 0.5

灯油（白灯油18ℓ〈店頭〉） 1,548 3.7 △4.3

LPガス（家庭用10m³使用） 7,645 0.2 1.0
レギュラーガソリン（1ℓ現金価格） 147 7.3 △3.3

値上がり7品目、値下がり5品目（前月比）

台風第19号被害に関する情報
⃝コールセンター	 ☎（75）1111
⃝相談窓口　市役所1階
　「みんなのスクエア」
　詳しい情報は市災害
情報ホームページをご
覧ください。 市災害情報ページ
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