
鳥追い爆音機などの使用は周辺
住民にご配慮を
　鳥追い爆音機などは、水稲や果樹
への鳥による被害の軽減に効果があ
る一方で、周辺住民の皆さんから安
眠妨害などの苦情が寄せられていま
す。爆音機などを使用する際は、圃

ほ

場
じょう

内の設置場所や発生音量、使用時
間帯などに十分な配慮をお願いしま
す。
　周辺にお住まいの皆さんは、爆音
機などの使用が営農活動の一環であ
ることをご理解ください。
問農政課☎（88）9139

翠ヶ丘公園の事業アイデア募集
～対話型市場調査を実施～市営住宅の入居者募集

受付期間　8月1日（木）～13日（火）　※土・日曜日、祝日を除く
入居日　9月19日（木）　※8月29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

城 山 11 20,000～
39,200 2K 単身可 H2

和 田池 114	
（2階） 31,360

3LDK 2人以上
S62

桜 岡 3-402
（4階）

23,300～
45,700 H5

◦優先入居住宅（高齢者、母子・父子、身体障がい者世帯）

桜 岡 4-101
（1階）

23,300～
45,700 3LDK 2人以上 H5

※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

8月は「道路ふれあい月間」

　道路ふれあい月間は、安全で快適
な道路環境を守るために、道路の役
割や大切さを改めて認識する期間で
す。道路は、私たちの生活に欠かす
ことのできない施設ですが、その重
要性は見過ごされがちです。
　この機会に道路の重要性を見直
し、安全に正しく、きれいな利用を
心掛けましょう。
令和元年度推進標語　「この道は
世界につづく　ゆめとびら」
8月10日は「道の日」　大正9年8月
10日に、現在の道路の基礎となる道
路整備計画が決められたことを記念
して定められました。
問道路河川課☎（88）9148

体験型市民農園の参加者募集

　遊休農地を活用して、体験型市民
農園を開設します。ニンニク約100
株を約2坪の農園に植え、自分で収
穫できます。
第1回講習会　9月28日（土）　午前
9時～正午
※来年6月の収穫まで4回開催予定
場柱田地区の圃

ほ

場
じょう

定70人　締9月10日（火）
￥7,000円（種代、肥料代、農薬代
など）
　申込方法など詳しくは、市農業公
社ホームページをご覧ください。

問（公財）市農業公社☎（65）3659

お盆の供物収集

集積場所　須賀川地域の各お寺で指
定された場所
締8月16日(金)
午後6時
他長沼・岩瀬地域
のお寺での収集は
行いません。通常
のごみ収集日に、ごみステーション
に出してください。
問環境課☎（88）9129

須賀川・岩瀬地方交通安全大会
優良運転者表彰
　11月開催予定の大会で表彰します。
対運転免許(小型特殊、原動機付き
自転車を含む)取得後、満7年以上無
事故・無違反の市内居住者
※過去に同種の表彰を受けた人を除く
申上申書（生活課に設置）に自動車安
全運転センター福島県事務所で発行
した「無事故・無違反証明書」（9月
中に発行のもの）を添えて、生活課
に申請してください。
※証明書の交付まで約1週間掛かり
ます。　締10月3日（木）
問生活課☎（88）9128

貯水槽は定期的な点検を

　3階建て以上の建物では、水道管
からの水を一旦受水槽にため、ポン
プで屋上などにある高置水槽にくみ
上げてから、各部屋に供給していま
す。この受水槽や高置水槽を「貯水
槽」と呼びます。
　貯水槽の管理は、建物の設置者や
所有者が行うことになっています。
安全で安心な水の確保のため、貯水
槽を定期的に点検しましょう。
直結給水への変更も可能
　3階建てまでの建物で、水圧、水
量が確保できるなどの基準に適合し
ているときは、直結給水が可能です。
　詳しくは、指定給水措置工事事業
者または水道施設課にお問い合わせ
ください。
問水道施設課☎（63）7131

※7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） 209 △8.0 △5.0
豚肉（国産ばら肉100g） 222 △7.9 △8.3
鶏肉（国産もも肉100g） 132 △1.5 △1.5
じゃがいも（国内産1㎏） 325 11.4 23.2
玉ねぎ（国内産1㎏） 240 14.3 23.1
キャベツ（国内産1㎏） 141 △23.8 △21.3
大根（国内産1㎏） 166 14.5 3.8
鶏卵（Mパック10個入り） 205 1.5 △2.9
白米（ひとめぼれ5㎏） 2,034 0.7 6.0
合成洗剤（液体詰め替え用810ml） 247 0.0 9.8
灯油（白灯油18ℓ〈店頭〉） 1,520 △1.2 △1.9
LPガス（家庭用10m³使用） 8,187 0.0 2.4
レギュラーガソリン（1ℓ現金価格） 145 △3.4 △1.4

値上がり5品目、値下がり6品目（前月比）

農地パトロールを行います

　8月から9月にかけて市内全域で
農地パトロールなどの現地調査を行
います。
農地パトロール　農地法の許可（届
出）後の履行状況の確認や農地の違
反転用・発生防止に取り組みます。
農地利用状況調査　耕作されていな
い農地の実態を把握し、遊休農地の
発生防止と解消に努めます。
農地利用意向調査　遊休農地の所有
者へ、今後の利用の意向確認や農地
中間管理機構との協議などの案内を
行い、農地の再生・活用推進を図り
ます。
問農業委員会事務局☎（88）9165

今月の主なスポット放送
第41回須賀川市釈迦堂川花火大会
　8/24（土）　17:00～19:00
　交通情報や駐車場の状況などを
　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～

インターネットラジオ周波数は

人口・世帯数
現住人口　元.7.1現在（前月比）
◦人　口　75,787人（+11人）
　　　男　37,235人（△5人）
　　　女　38,552人（+16人）
◦世帯数　27,293世帯（+24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
◦須賀川消防署	 ☎（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9月2日（月）
◦市県民税（普通徴収）	 2期分
◦国民健康保険税（普通徴収）	 2期分
◦介護保険料（普通徴収）	 2期分
◦後期高齢者医療保険料（普通徴収）	1期分

今月の休日納税相談窓口開設
◦日時　8月25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

「カタログポケット」で
広報紙を読む・聞く・訳す
無料アプリ「カタログ
ポケット」をダウン
ロードし「須賀川市」を
検索すれば利用できま
す。

市ホームページ内
カタログポケット紹介

鉛製給水管の布設替工事に
ご協力を
　鉛を材料とした鉛製給水管は、
昭和63年までに新築した家屋など
で使用され、今年3月末時点で約
2,000件あります（長沼・岩瀬地域
では使用していません）。
　鉛製給水管でも、水道水は水質基
準を満たしているので安心して使用
できますが、安全管理を更に強化す
るため、ポリエチレン管への布設替
工事を計画的に行っています。工事
の際はご協力をお願いします。
　なお、朝一番や長期不在の後は、
水道水に鉛がごく僅かに溶け出して
いることがありますので、念のため
飲用以外の用途にお使いください。
　鉛製給水管が使われているかどう
か調べたいときは、水道施設課にお
問い合わせください。
問水道施設課☎（63）7131

須賀川市農業公社 検索

自衛官の募集

問自衛隊郡山地域事務所
☎024（932）1424

募集種目 受験資格 受付
自衛官候補生 18歳以上

33歳未満の人
随時

一般曹候補生

9月6日（金）
まで航空学生

高卒（見込み含む）
※海上自衛隊は
23歳未満
※航空自衛隊は
21歳未満

防衛大学校
学生（一般）

高卒（見込み含む）
21歳未満

9月5日（木）
～30日（月）防衛医科大学校

看護学科学生
（自衛官候補看
護学生）

遺族厚生年金の受給要件

　老齢厚生年金を受給中や受給資格
のある高齢の人が亡くなったとき、
次の要件全てに該当すると、遺族厚
生年金が受給できます。
①厚生年金の加入期間がある
②配偶者がいる
③亡くなった人と配偶者との老齢厚
生年金を比較して、亡くなった人の
方が高額である(配偶者が老齢厚生
年金を受給しているときは、遺族厚
生年金と自身の老齢厚生年金との差
額が支給になります)。
※高齢以外の人が亡くなったとき
は、配偶者以外の人も遺族厚生年金
と遺族基礎年金が該当になることが
あります。
　詳しくは、日本年金機構のホーム
ページをご覧ください。
 日本年金機構 検索

問保険年金課☎(88)9137

Jアラート全国一斉情報伝達訓
練を防災行政無線で実施
時8月28日（水）　午前11時
放送内容　上りチャイム・「これは、
Jアラートのテストです。」×3回・
「こちらは、防災須賀川広報です。
これでテストを終了します。」・下り
チャイム
他防災行政無線に加え、SNS(防災
すかがわTwitter)を用いた情報伝
達訓練も併せて行います。
問生活課☎（88）9133

　翠ヶ丘公園のにぎわい創出のた
め、公募設置管理制度（Park-PFI）な
どの公民連携事業に生かすことを目
的に、民間事業者からの事業提案を
募集するサウンディング（対話）型市
場調査を実施します。
　対話の前には、現地見学会も開催
します（見学会への参加は任意）。
現地見学会　8月28日(水)　※8月
23日(金)までにお申し込みください。
対話実施期間　9月2日（月）～11月29
日(金)　※土・日曜日、祝日を除く。

申・問都市整備課☎（88）9156
 須賀川市翠ケ丘公園 検索

市民提案メール

個人事業税の納期 納期限　▶第1期分　9月2日（月）　▶第2期分　12月2日（月）　 ※口座振替でも納付できます。　☞県中地方振興局県税部☎024（935）125111 10令和元年8月1日令和元年8月1日

くらしの情報 くらしの情報時日時　場会場　対対象　定定員（表示のないものは定員になり次第締め切り）　内内容　申申し込み　　　　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ファックス　 メール


