
対0歳から18歳未満（18歳に達して
最初の3月31日を迎えるまで）の子
ども1人につき1枚
内全国の協賛店で提示すると、様々
なサービスが受けられます。
申保護者の本人確認ができるものを
お持ちになり、こども課、各市民サー
ビスセンターの窓口でお申し込みく
ださい（随時交付）。
問こども課☎（88）8114

　

 
 

今月の納期　納期限4月1日（月）
●市県民税(普通徴収)      　随期分
●国民健康保険税（普通徴収） 随期分
●介護保険料（普通徴収）    随期分
●後期高齢者医療保険料（普通徴収） 随期分
今月の休日納税相談窓口開設
●日時　3月31日（日）
　　　　午前9時～午後4時
●場所　収納課

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

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

　道路や公園遊具の損傷などの写
真を市に投稿し、対応するシステム
です。

①現場写真を撮る
②コ メ ントを 送 る
③市 が 対 応 す る

「レポナウすかがわ」で
対応しました！

投稿

市ホームページ

人口・世帯数
現住人口 31. 2. １現在（前月比）

人　口 76,107人（△34人）
　　　男 37,346人（△4人）
　　　女 38,761人（△30人）

世帯数 27,184世帯（△1世帯）

※2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） 223 14.4 18.7
豚肉（国産ばら肉100g） 226 △4.3 0.0
鶏肉（国産もも肉100g） 136 1.5 5.5
じゃがいも（国内産1㎏） 278 3.0 1.1
玉ねぎ（国内産1㎏） 258 6.7 24.7
キャベツ（国内産1㎏） 201 10.5 △50.9
大根（国内産1㎏） 172 32.4 △40.3
鶏卵（Mパック10個入り） 203 3.1 △4.3
白米（ひとめぼれ5㎏） 2,218 5.7 6.0
合成洗剤（液体詰め替え用810ml） 231 △4.2 0.5
灯油（白灯油18ℓ〈店頭〉） 1,305 △4.7 △11.9
LPガス（家庭用10m³使用） 8,064 0.0 5.4
レギュラーガソリン（１ℓ現金価格） 135 △2.9 △3.6

値上がり8品目、値下がり4品目（前月比）

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
￥料金（表示のないものは無料）　申申し込み　締締め切り　他その他　問問い合わせ　Ｆファックス　 メール　

住所異動に伴う窓口業務を
一部時間延長します
　引っ越しなどに伴い、住所異動が
増える時期の窓口業務を、次のとお
り一部延長しますので、ご利用くだ
さい。
延長する日　3月26日（火）・27日
(水)・28日（木）、4月1日(月)・2日
(火)・4日(木)
延長する時間　午後5時15分～7時
延長する窓口　市民課・保険年金課・
こども課・社会福祉課
内住民異動届とそれに伴う国民健康
保険、児童手当、こども医療に関す
る手続きなど
※内容によっては、全ての手続きを
完了できないときがあります。
問市民課☎（88）9134住宅用火災警報器の

取り付け支援サービス

間もなく所得税などの確定申告期限です 申告・納期限▶所得税　3月15日（金）　※振替日は4月22日（月）　 ▶個人の消費税　4月1日（月）　※振替日は4月24日（水）　▶贈与税　3月15日（金）　☞須賀川税務署☎（75）2194

4月から5月は要注意！
早めの凍霜害防止対策を
凍霜害防止対策
▶事前に防霜資材を確保する。
▶テレビやラジオなどで、気象庁の
霜注意報などの情報収集に努める。
▶果樹は、防霜ファンの活用や燃焼
法による加温のための燃料などを事
前に準備する。
▶野菜類は、育苗ハウスなどの温度
管理に十分注意し、資材の被

ひ ふ く

覆など
により保温に努める。
※燃焼材に古タイヤを使用すること
は、禁止されています。必ず灯油や
固形燃料などを使用してください。
問農政課☎（88）9139

水道の開閉栓の申し込みは
お早目に

対65歳以上の高齢者世帯、または
身体に障がいがあり、住宅用火災警
報器の取り付けが困難な世帯
申住宅用火災警報器販売店に設置ま
たは、須賀川地方広域消防組合の
ホームページからダウンロードした
申込書に必要事項を記入の上、須賀
川消防署へ提出してください（郵送・
FAXも可）。
他取り付けできる住宅用火災警報器
は、電池式のものに限ります。詳し
くは、消防本部予防課にお問い合わ
せください。
問須賀川地方広域消防本部予防課
☎（76）3114　〒962-0022　須賀
川市丸田町153　Ｆ（76）3148

　引っ越しなどの異動時期は、水道
の開閉栓の依頼が混み合いますの
で、お早目にお申し込みください。
申込場所　水道お客さまセンター
（市役所1階、電話可）
申込期限　開閉栓する日（土・日曜
日、祝日を除く）の3日前まで
水道料金は便利な口座振替で
　水道料金の納付は、口座振替が便
利です。水道お客さまセンター、ま
たは、市内の金融機関でお申し込み
ください。
問水道お客さまセンター☎（63）7111

くらし

ダウンロードは
こちらから

ごみ分別アプリ配信中！

地域で異なります
家庭で出る粗大ごみの出し方　
　家庭から出る粗大ごみ（一番長い辺
が60cm以上のもの）の出し方は、各
地域で異なります。
須賀川地域　環境課に戸別収集の事前
予約が必要です（電話可）。
※一度に出せるのは1世帯3個まで
▶受付時間　午前8時30分～午後5時
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
長沼・岩瀬地域　決められた日時（ご
み収集カレンダーで確認）に、行政区・
氏名を紙に書いて粗大ごみに貼り、ご
みステーションに出してください。
※月に1回ずつ戸別収集を行っていま
す（環境課に電話予約）。
粗大ごみで出せないごみ
▶家電4品目（テレビ、洗濯機・衣類
乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン）　
家電小売店に処分を依頼するか、郵
便局で家電リサイクル券を購入後、指
定引取所の釜屋リサイクルセンター
（鏡石町成田東9）☎（92）3877に自分
で搬入
▶その他　消火器、ガスボンベ、バイ
ク、自動車部品（タイヤ、バッテリー、
マフラー、バンパーなど）は、販売店
か処理業者に依頼

▶事業関係（事務所、商店、工場、農
業など）のごみ　須賀川地方衛生セン
ター☎（73）4515に自分で搬入（有料）
するか、処理業者に依頼
　詳しい処分方法や処理業者が分から
ないときは、環境課にお問い合わせく
ださい。
※ごみの分別や収集日は、「ごみ収集
カレンダー」や市ホームページでも確
認できます。

　
　ごみカレンダーやごみの日を知らせ
てくれる機能、ごみの分別方法などを
調べる機能が搭載されていますので、
ぜひご利用ください。

☞環境課☎（88）9129

4月から拡大する公共下水道の
供用開始区域の縦覧を行います
時3月15日（金）～29日（金）　午前8
時30分～午後5時　
※土・日曜日、祝日を除く。
場経営課、東公民館、大東公民館
※供用開始区域など詳しくは、経営
課にお問い合わせください。
供用開始区域にお住いの人は早めの
接続を　公共下水道は、区域内の土
地の面積に応じて、受益者負担金・
分担金を、農業集落排水は、公共ま
す1か所当たりの分担金を、接続す
るときに納付してください。
問経営課☎（88）9158

　昨年10月に、自転車等駐車場の
自転車ラックの改修工事を行い、よ
り使いやすくなりました。
　利用券（一時利用券と定期利用券）
は、駅前自転車等駐車場の管理人室
で販売しています。
※利用期限が過ぎている自転車など
は、廃棄処分になります。
￥次の表のとおり

問生活課☎（88）9128、
駅前自転車等駐車場☎（72）8953

「駅前自転車等駐車場」をご利用
ください住宅用火災警報器を設置しましょう

　住宅火災のうち、逃げ遅れによる
死者の約7割が65歳以上の高齢者で
す。管内でも、昨年1年間に発生し
た住宅火災で3人が亡くなり、いず
れも住宅用火災警報器が設置されて
いませんでした。管内の住宅用火災
警報器の設置率は71％（県内ワース
ト2位）で、全国の81％、県全体の
74％（全国ワースト5位）の設置率と
比較しても低い状況です。
　火災にいち早く気付き、痛ましい
事故を防ぐためにも、住宅用火災警
報器の正しい設置をお願いします。
問須賀川消防署予防係☎（76）3197

枯れ草火災に注意
野焼きは原則禁止です
　枯れ草や廃棄物を野外で焼却する
ことは、禁止されています。例外と
して、凍霜害防止のための稲わら焼
却、年末年始のどんと焼きなどは行
えますが、法律上、無許可で野焼き
を行ったときは、5年以下の懲役も
しくは、1000万円以下の罰金また
はこの両方が科せられます。
※野焼きについてのお問い合わせは
農政課へ。また、消防署への届け出
もお願いします。
問農政課☎(88)9140、
須賀川消防署予防係☎（76）3197

飼料用米に取り組みましょう

　飼料用米は米価変動の影響を受け
ず、国や市の補助金を活用し、毎年
一定の収入が見込めます。長期的に
見ると経営の安定につながります。
　30年産の補助金交付実績（10a当
たり）は次の表のとおりです。

一般品種 多収性品種
水田活用直接
支払交付金 80,000円 105,000円

産地交付金 13,500円 17,000円

市助成金 5,000円 15,000円

合　計 98,500円 137,000円

問農政課☎（88）9138

AppStore 版

Googleplay 版

　引っ越しの季節です 
　粗大ごみは正しく処分しましょう！

子育て応援パスポート
「ファミたんカード」のご利用を

※重点推進地区（小塩江・大東）は、多収
品種の市助成金が、15,000円上乗せされ
ます。

区　分 屋外 屋内

一時
利用

自転車 － 100円
80円

(1階)
(2階)

自動二輪車、
原動機付き自転車 150円 －

定
期
利
用

１
か
月

自転車
一般 － 1,100円

800円
(1階)
(2階)

生徒
など － 800円

600円
(1階)
(2階)

自動二輪車、
原動機付き
自転車

一般 2,000円 －

生徒
など 1,500円 －

３
か
月

自転車
一般 － 3,000円

2,200円
(1階)
(2階)

生徒
など － 2,200円

1,600円
(1階)
(2階)

自動二輪車、
原動機付き
自転車

一般 5,400円 －

生徒
など 4,100円 －

６
か
月

自転車
一般 － 5,600円

4,100円
(1階)
(2階)

生徒
など － 4,000円

2,900円
(1階)
(2階)

自動二輪車、
原動機付き
自転車

一般 10,200円 －

生徒
など 7,600円 －

引っ越し
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