
Ｊアラート全国一斉情報伝達訓
練を実施します

はかりの定期検査を忘れずに 鳥追い爆音機などを使用する際
は周辺住民にご配慮を

鳥獣被害防止電気柵にご注意！

8月は「道路ふれあい月間」

農地パトロールを行いますお盆の供物収集（須賀川地域）

産業廃棄物処理施設の設置計画

市営住宅の入居者募集

鉛製給水管の布設替工事を
行っています

 
 

人口・世帯数
現住人口 30. 7. １現在（前月比）

人　口 76,174人（△13人）
　　　男 37,356人（△18人）
　　　女 38,818人（＋  5人）

世帯数 27,000世帯（＋30世帯）

今月の納期　納期限8月31日（金）
●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26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
福島県こども救急電話相談 

　短縮ダイヤル ♯8000
 アナログ回線など ☎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

「マチイロ」で
広報紙をもっと身近に！
「マチイロ」は、アプリ（無料）のダ
ウンロードと簡単な設定で、いつ
でもどこでも「広報すかがわ」を
読むことができます。

市ホームページ内
マチイロ紹介ページ

◦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 構造

松ヶ丘東
52 15,900～

31,300 3ＤＫ 単身可 S54 簡易耐火
2階建て

89
（3階）

17,500～
34,400

3ＬＤＫ 2人以上
S56 中層耐火

3階建て

桜 岡 2-404
（4階）

23,300～
45,700 H5 中層耐火

4階建て

◦優先入居住宅（高齢者世帯、母子・父子世帯、身体障がい者世帯）
山 寺 北 1-51

（5階）
25,500～

50,000 3ＬＤＫ 2人以上 H11 高層耐火
9階建て

※山寺北はエレベータ付き　※駐車場は建築住宅課にお問い合わせください。

1 設置等予定者
株式会社鮫川リサイクル
代表取締役　芳賀俊雄
市内横山町83番地

2 設置等予定地区 市内横山町39番、40番
3 施設の種類 汚泥の造粒固化施設　1基

4 産業廃棄物の種類
無機性汚泥（特別管理産業
廃棄物であるものを除く）
以上1種類

5 施設の処理能力 1,440㎥／日（24時間）

6 その他

（1）当該事業者は、上記2の
場所に汚泥の造粒固化施設
を設置し、盛土材等の造粒
固化製品を製造・販売する
ために、事業計画書を提出
したものです。

（2）県では、今後必要な審
査を行った上で、当該産業
廃棄物処理施設等の設置の
可否を決定します。

　地震や武力攻撃などに備え、本年
度から全国瞬時警報システム（Ｊア
ラート）による防災行政無線の情報
伝達訓練を、年4回実施しています。
第2回目の訓練
時8月29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」→
下りチャイム
他市公式Facebookと防災Twitter
でも情報伝達訓練を行います。
問生活課☎（88）9133

　商店、工場、病院、調剤薬局、事
業所、コンビニなどで、営業や取り
引き、証明に使用している「はかり」
は、計量法により2年に1回の定期
検査を受けなければなりません。
　下の日程で検査を行いますので、
最寄りの会場で受検してください。

　鳥追い爆音機などは、鳥による水
稲や果樹の被害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、ほ場
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

　イノシシなどの野生鳥獣による農
作物の被害を防ぐため電気柵を設置
している人は、次の事項に注意の上、
見回りや安全対策の徹底をお願いし
ます。周辺にお住まいの皆さんは、
電気柵に近づかないよう、子どもへ
の指導を含めご注意ください。
危険表示　見やすいように、適当な
位置や間隔で危険表示をする。
漏電遮断器の設置　公道沿いなど
人が容易に立ち入る場所に設置し、
30ボルト以上の電源（家庭のコンセ
ントなど）から電気を供給するとき
は、漏電遮断器を設置する。
問農政課☎（88）9140

　道路は私たちの生活に欠かせない
施設ですが、あまりにも身近なため
その重要性は見過ごされがちです。
　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していただ
く期間です。この機会に「道路」の重
要性を感じ、正しく安全な利用にご
理解とご協力をお願いします。
平成30年度推進標語　「きらきらの　
この道ずっと守ろうよ」
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

　農業委員会では、8 ～ 9月まで農
地パトロール（農地利用状況調査）を
行います。耕作していない農地の実
態把握と発生防止・解消、農地法の
転用許可（届け出後の履行状況の確
認）、農地の違反転用・発生防止対
策に取り組みます。
農地利用意向調査　農地パトロール
の結果、耕作していない農地の所有
者に、今後の利用意向の確認や農
地中間管理機構との協議などを案内
し、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

集積場所　各ぼだい寺や近くのお寺
で指定された場所
締8月16日（木）　午後6時まで
※17日以降や長沼・岩瀬地域の収集
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

問県中地方振興局環境課
☎024（935）1502

受付日時　8月1日～ 13日（月）
午前8時30分～午後5時15分
※土・日曜日を除く
入居資格　収入基準などの条件があ
りますので、お問い合わせください。
申建築住宅課、長沼・岩瀬各市民サー
ビスセンターに備え付けの書類で、
建築住宅課にお申し込みください。
選考方法　選考基準による書類審査
や公開抽選により決定します。
公開抽選予定日　8月31日（金）
入居予定日　9月19日（水）
問建築住宅課☎（88）9152

　鉛製給水管とは、鉛を材料とした
給水管です。須賀川地域では、昭
和63年までに新築した家屋などで
使用され、平成29年度末時点で約
2,100件あります。鉛製給水管で
も、市の水道水は水質基準を満たし
ており安心して使用できますが、朝
一番や長期不在の後は、水道水に鉛
がごくわず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。
　市では、安全管理を更に強化する
ため、鉛製給水管の布設替工事を
行っています。工事の際はご協力を
お願いします。
問水道施設課☎（63）7131

問商工労政課☎（88）9142

　市では、核兵器の廃絶による世界の
恒久平和実現を求めるため、平成元年
に「核兵器廃絶平和都市宣言」をしました。
　9月30日（日）まで、市庁舎敷地内に
垂れ幕を掲示します。この機会に、皆
さんで平和について考えてみましょう。
問生活課☎（88）9128

時9月1日（土）　午前10時～午後3時
※オープニングセレモニー（よこさい踊り）　午前9時45分
場中央公民館・市役所みんなのスクエア
内市民活動団体によるステージ発表や体験ブースなど
駐車場　市役所・夢みなみ農業協同組合本店
※中央公民館・市図書館駐車場は利用不可
同日開催イベント

第16回ふれあい祭り　場中央公民館
第10回らら♥たいむ　場牡丹園
問市民活動サポートセンター（生活課内）☎（88）9131

核兵器をなくそう

第4回サポセンフェスティバル
～つながろう すかがわ～

個人事業税の納期 納税通知書が郵送されます。　納期限　▶第1期分　8月31日（金）　▶第2期分　11月30日（金）　 ※口座振替でも納付できます。新規のときは第2期分から振り替えになります。　☞県中地方振興局県税部☎024（935）1251

⃝検査日程（9月）
検査日 時間 会　場

 5日(水)

 9:30～
12:00 長沼保健センター

14:00～
16:00

岩瀬農村環境改善セン
ター（岩瀬公民館）

11日(火)

10:30～
11:30 仁井田公民館

13:30～
14:30 大東公民館

12日(水)
10:30～

15:00 市産業会館13日(木)

14日(金)

※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） 220 10.6 21.6
豚肉（国産ばら肉 100g） 242 1.3 8.6
鶏肉（国産もも肉 100g） 134 11.7 9.9
じゃがいも（国内産 1㎏） 264 △ 12.0 △ 12.0
玉ねぎ（国内産 1㎏） 195 △ 14.5 △ 14.1
キャベツ（国内産 1㎏） 179 18.6 29.8
大根（国内産 1㎏） 160 4.6 11.9
鶏卵（Mパック 10個入り） 211 6.6 △ 3.7
白米（ひとめぼれ 5㎏） 1,919 △ 2.2 △ 0.4
合成洗剤（液体 詰め替え用 810ml） 225 2.8 △ 2.6
灯油（白灯油 18ℓ〈店頭〉） 1,548 1.5 27.4
LPガス（家庭用 10m³使用） 8,000 0.1 7.6
レギュラーガソリン（１ℓ現金価格） 147 0.7 21.5

値上がり10品目、値下がり3品目（前月比）

時9月15日（土）　午後1時30分（開場：
午後1時）　場中央公民館
内表彰式、文化講演「音楽とともに」
講師　田母神貞

てい

子
こ

さん（福島県吹奏
楽連盟理事長）
問市文化団体連絡協議会事務局（文
化振興課内）☎（88）9172

第31回市文化フォーラムを開催

Ⅰ型
対内閣府が実施する企業主導型保育
事業費補助金の交付決定を受けた企業
対象経費　内閣府の補助金対象外の
経費のうち、備品購入費および附帯
工事などに係る経費
交付額　◦労働者数300人以下の企
業　4分の3以内（上限1,500万円）
◦労働者数301人以上の企業　2分
の1以内（上限1,000万円）

Ⅱ型
対新たに企業内保育所を整備する人
対象経費　施設の改修・修繕などの
工事費、備品購入費など
交付額　◦利用定員6人以上のもの
4分の3以内（上限375万円）
◦利用定員5人以下のもの　4分の3
以内（上限250万円）
申申請書など（県ホームページから
ダウンロード）に必要事項を記入の上、
県雇用労政課に申請してください。

問県雇用労政課☎024（521）7289

企業内保育所整備事業の案内

福島県企業内保育所整備事業 検索

　産業廃棄物処理施設等設置等事業
計画書の提出がありました。

くらし

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　Ｆファックス　 メール　問問い合わせ　

入 居 者 を 募 集 す る 市 営 住 宅
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