
第47回交通安全鼓笛パレード 検定満期水道メーターの交換

人権に関する悩みごと相談会を
開催

Jアラート全国一斉情報伝達訓練
を実施します

市消費生活モニターの活動紹介

軽自動車税納税証明書（継続検
査用）の発送

春の特設行政相談所を開設

宝くじ助成事業を活用した
地域づくりの活動を紹介

所有地の除草は定期的に

住宅用火災警報器の設置状況等
調査を実施します

全国植樹祭のＰＲ会場が郡山市に
設置されます

第7回福島空港公園
handmademarket「ソライチ」

※4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。

 
 

人口・世帯数
現住人口 30. 4. １現在（前月比）

人　口 76,251人（△204人）
　　　男 37,427人（△ 95人）
　　　女 38,824人（△109人）

世帯数 26,878世帯（△24世帯）

今月の納期　納期限5月31日（木）
●固定資産税　１期分
●軽自動車税　全期分

今月の休日納税相談窓口開設
●日時　5月27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
 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

歩道の安全ポールが外れています。

「レポナウすかがわ」で
対応しました！

投稿

市ホームページ

BEFORE AFTER

生活関連物資の価格動向（消費税込）
値上がり6品目、値下がり7品目（前月比）

対象者 対象費用・補助率など 申請期間

①

就職活動に要した費用
⃝交通費：上限2万円
⃝宿泊費（食事代を除く）
：上限1泊6,000円（5泊
分まで）

実施後30日
以内
※毎年度2回
まで

②

転入前後１年間の下記
費用
⃝資格取得講座の受講
費用：3分の2以内（上
限7万円）
⃝職業訓練の資料代：
2分の1以 内（上限2万
円）

市内に住所
を移した日か
ら１年以内
※毎年度各
１回まで

③
求人活動に要した交通
費や参加負担金：3分
の2以内（上限5万円）

実施した年
度
※毎年度3回
まで

時5月23日（水）　⃝開会式　午後2
時　⃝出発式　午後2時30分
場第二小学校・松明通り
参加校　市内全小学校
他雨天のときは24日（木）に順延。
24日も雨天のときは中止
問学校教育課☎（88）9168

計量法に基づき、検定満期を迎え
る水道メーターの交換を、5月～ 9
月に実施します。該当者には事前に
お知らせし、後日、市が委託した㈱
アクアテクノ須賀川が交換作業をし
ます。作業中は水が一時的に止まり
ますので、ご協力をお願いします。
問水道お客さまセンター☎(63)7111

市では、6月1日（金）の「人権擁
護委員の日」に合わせて相談会を行
います。
※事前予約不要。秘密厳守
時6月6日（水）　午前10時～午後3
時　場産業会館
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、
不登校などの相談
相談員　人権擁護委員、弁護士
他法務局では、相談会に限らず電話
相談を実施しています。
▶みんなの人権110番
☎0570（003）110
▶子どもの人権110番
☎0120（007）110
▶女性の人権ホットライン
☎0570（070）810
問生活課☎（88）9131

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回実施します。
第１回目の訓練
時5月16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
▶下りチャイム　「こちらは、防災
須賀川広報です」
他市では、市公式F

フ ェ イ ス ブ ッ ク

acebookと防災
T
ツ イ ッ タ ー

witterでも情報伝達訓練を行います。
問生活課☎（88）9133

主な業務　⃝消費生活に関連深い物
資15品目の小売価格調査　⃝研修
会や会議など　⃝消費生活に関する
意見・要望などを市に提供　⃝すか
がわ産業フェスティバルや各公民館
の高齢者学級などでの啓発活動
問生活課☎（88）9128

口座振替で納付した人に、軽自動
車税納税証明書（継続検査用）を６月
中旬に郵送します。
納期限（5月 31日）から納税証明
書が届くまでの間に車検を受けると
きは、軽自動車税の引き落とし額を
記帳した通帳と車検証をお持ちにな
り、税務課または長沼・岩瀬各市民
サービスセンターで納税証明書（継
続検査用）の交付を受けてください。
問収納課☎（88）9126

福島行政監視行政相談センターで
は、「福島さわやか行政相談キャン
ペーン」に合わせて、春の特設行政
相談所を開設します。
※事前予約不要。秘密厳守
時5月24日（木）　午前10時～午後3
時　場中央公民館
内道路、登記事務、行政窓口サービ
スなどに関する相談
相談員　行政相談委員
問生活課☎（88）9128

自治総合センターでは、宝くじ
の事業収入を財源として、地域の
コミュニティ活動の活性化を図るコ
ミュニティ助成事業を行っています。
花と歴史の地域づくり「いわせ悠久
の里『花の杜』プロジェクト実行委員
会」　小・中学生による卒業記念植
樹祭や、地域の伝説「八幡太郎義家
伝説」を子どもたちに継承する西蔵
寺住職・横

よこ

山
やま

大
だい

哲
てつ

さんによる「物語
を聞く会」を開催し、地域住民の交
流に役立てています。
問生活課☎（88）9131

対象の建物　次の要件を全て満た
す市内の木造住宅
▶所有者が自ら居住する住宅
▶昭和56年5月31日以前に着工し
た一戸建て住宅（昭和56年6月1日
以降に増築しているときは対象外）
▶在来軸組工法、伝統的工法、枠
組壁(ツーバイフォー )工法による
木造3階建て以下の住宅
耐震診断者の派遣
対対象住宅を所有し、市税などの
滞納がない人（過去に市の耐震診断
を受けた人を除く）
募集期間　5月7日（月）～ 6月8日
（金）
￥１診断当たり8,000円
診断方法　住宅内部の目視などの
現地調査
診断結果　第三者機関から審査を
受け、後日通知します。

耐震改修費の一部補助
診断の結果、耐震基準を満たし

ていない住宅で、本年度内に耐震
改修工事が完了する住宅に、費用
の一部を補助します。
対対象住宅を所有し、市税などの
滞納がない人
募集期限　応募状況が予算の上限
になり次第、受け付け終了
補助対象の工事・補助限度額
▶一般耐震改修工事　上部構造評
点が1.0未満の住宅を1.0以上に補
強または改修する工事・100万円
▶簡易耐震改修工事　上部構造評
点が0.7未満の住宅を0.7以上に補
強または改修する工事・60万円
▶部分耐震改修工事　1階の居室
を補強し、県が定める技術基準に
適合する工事・60万円
※補助限度額は各工事費の2分の1以内

※申込方法など詳しくは、建築住宅課にお問い合わせください。
申・問建築住宅課☎（88）9151

普段使われていない土地や空き家
などの敷地に雑草が繁茂していませ
んか。雑草が繁茂していると、害虫
類の発生、ごみの不法投棄、火災な
どを誘発するおそれがあります。
所有・管理している土地や空き家
などは定期的に除草し、適正に管理
しましょう。
問環境課☎（88）9129

対市内の各世帯（無作為に抽出）
調査期間　5月7日（月）～ 11日（金）
調査方法　須賀川消防署の調査員2
人による訪問面接（調査内容をお伝
えし、その場で状況を確認）
　調査結果は、消防庁のホームペー
ジなどで公表します。ご協力をお願
いします。
問須賀川消防署☎（76）3197

6月10日（日）に南相馬市原町区雫
地内で開催される全国植樹祭の取り
組みを県内外に広く伝えるため、サ
テライト会場が大玉村に設置され
るほか、PR会場が福島市、郡山市、
白河市、会津若松市の 4か所に設
置されます。ぜひお出掛けください。
時6月10日（日）　⃝ステージイベン
ト　午前11時～午後1時35分
⃝全国植樹祭式典会場中継　午後1
時35分～ 3時40分　
場郡山駅西口駅前広場（郡山市駅前2-4）
他各市町村などの観光PR・物産販
売ブースが出展されます。
問第69回全国植樹祭福島県実行委
員会事務局☎024（521）8655

時6月2日（土）・3日（日）　午前10
時～午後4時
場福島空港公園エアフロントエリア
内手作り作品などの展示・販売、紙
飛行機ワークショップ、キッズワー
クショップ、森の音楽会など

問福島空港公園事務所☎（89）1766

開講日　5月31日（木）
対市内在住または通学している高校生
場中央公民館など
内子どもへの関わり方、レクリエー
ション研修、野外活動研修など（全6回）
締5月18日（金）
申・問生涯学習スポーツ課☎（88）9173

市外在住者のＵＩＪターン就職活動費用
や転入者の資格取得等経費、市内事業者の
求人活動経費などを補助します。
交付対象者
①市内事業所での就職活動やインターン
シップなどに参加した市外在住の人
②求職活動のため、資格取得講座やハロー
ワークの職業訓練などを受講・修了した市
内転入後1年以内の人
③市外で就職面接会などの求人活動をし
た市内事業者
⃝補助内容

シニアリーダー研修会受講生募集

ふるさとすかがわ回帰支援事業

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） 202 △ 5.2 11.0
豚肉（国産ばら肉 100g） 243 11.0 11.5
鶏肉(国産もも肉 100g) 129 △ 3.8 4.1
じゃがいも（国内産 1㎏） 286 △ 8.4 △ 17.4
玉ねぎ（国内産 1㎏） 249 5.6 3.4
キャベツ（国内産 1㎏） 246 △ 50.7 △ 9.3
大根（国内産 1㎏） 157 △ 52.2 △ 20.4
鶏卵（Mパック 10個入り） 214 △ 0.5 △ 1.0
白米（ひとめぼれ 5㎏） 2,012 △ 2.1 6.1
ティッシュペーパー（5箱組〈160組320枚〉） 238 - △ 7.4
トイレットペーパー（12ロール〈114㎜×60m〉） 328 - △ 8.4
合成洗剤（液体 詰め替え用 810ml） 251 9.7 11.1
灯油（白灯油 18ℓ〈店頭〉） 1,455 0.1 16.6
LPガス（家庭用 10m³使用）8,064 7.5 8.4
レギュラーガソリン（１ℓ現金価格） 137 2.3 12.3

問商工労政課☎（88）9143

木造住宅耐震診断者の派遣・耐震改修費の補助

県司法書士会総合相談センターの無料相談 日時　5月17日（木）　午後1時～4時　会場　中央公民館　予約・問い合わせ　 県司法書士会総合相談センター☎0120（81）5539　※月～金曜日（祝日を除く）の午前10時～午後0時30分、午後1時30分～4時

ソライチ 検索

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　

催し
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