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　米の放射性セシウム吸収抑制対策
には塩化カリウムを基肥に施用する
ことが最も効果があるため、市では、
基肥の慣行施肥の上乗せ分として、
塩化カリウムを全農家に配布します。
　安全・安心な米づくりのため、全
量を施肥してください。また、作業
実施の確認をしますので、施肥した
月日を必ず記録してください。
配布肥料　塩化カリウム（成分量60％）
配布・施肥量　10アール当たり20
㌔グラム（1袋）
※施肥量に変更があるときや新たに
配布を希望するときは、農政課にご
連絡ください。
問農政課☎（88）9139

　市内の農家が丹精込めて生産した
新鮮な旬の野菜、切り花、果物など
を販売します。
　また、青空市場運営協議会では、
市内在住の農業者で毎回継続的に出
店できる新規会員を随時募集してい
ます。
時毎週日曜日　午前6時～ 7時30分
場結の辻（市内本町89-1）
※ごみの減量化と資源保護のため、
買い物袋をお持ちください。
問農政課☎（88）9139

　4月1日から5月31日（木）まで、
「緑の募金」運動が全国一斉に展開さ
れます。この運動で集められた募金
は、市内の小・中学校への緑化助成
金や緑の少年団活動助成金などに役
立てています。
　皆さんの温かいご支援とご協力を
お願いします。
全国植樹祭の開催
　6月10日（日）に、第69回全国植
樹祭が南相馬市で開催されます。県
民全体で森林や緑を守り育て、美し
く豊かな県土づくりのために緑化運
動を推進しましょう。
問農政課☎（88）9140

受付日時　4月2日（月）～ 13日（金）
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、建築住宅課にお問い合
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　4月27日（金）
入居予定日　5月17日（木）
問建築住宅課☎（88）9152

通水開始日
▶安積疏水用水路　4月26日（木）
▶羽鳥用水路　5月7日（月）
　通水後は水量が増し危険ですの
で、水路には近づかないでください。
　この用水は、猪苗代湖や羽鳥湖を
水源とする大切な農業用水です。ご
みを捨てたり汚水を流したりしない
でください。
問農政課☎（88）9140

　勤労者の福利厚生の充実のため、バスツアーや各種助成
などの事業を行っています。
対市内在住または在勤の勤労者で、労働組合に加入してい
ない（組合が組織されていない）人と事業主
入会金・年会費　各1,000円

　中心市街地の空き店舗などに新規
出店する人の家賃や改装費の一部を
補助しています。この補助金は、本年
度が最終年度となり、予算に限りがあ
りますので、お早目にご相談ください。

問市勤労者互助会事務局（商工労政課内）☎（88）9143

対次の2つの事業を実施する市内の
町内会・行政区、そのほか公益上市
長が認める団体

▶地域の伝統や文化、特産品など地
域資源を活用し、地域の活性化を図
る事業
▶子育て支援や高齢者の自立支援を
推進する事業
▶防災・防犯活動など、安全・安心
な地域づくりを推進する事業
▶地域特有の自然環境や景観を保全
する事業
▶地域の環境美化を推進する事業
▶そのほか市長が認める事業
補助限度額　100万円（補助率10分
の9以内）

▶地域の公共の場所に、花
か き

卉を植栽
する事業
補助限度額　15万円（補助率10分の
10以内）
　詳しくは、生活課にお問い合わせ
ください。
問生活課☎（88）9131

　交通ルールと正しい交通マナーを
守り、交通事故に遭わない・起こさ
ない行動を習慣付けましょう。
運動のスローガン　「よくみせて　
ちいさなきみの　おおきなて」
運動の重点
▶子供と高齢者の
安全な通行の確保
と高齢運転者の交
通事故防止
▶自転車の安全利
用の推進
▶全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
▶飲酒運転の根絶
啓発キャンペーン
時4月5日（木）　午前11時
場イオンタウン須賀川（市内古河105）
問生活課☎（88）9128

出荷制限品目　●キノコ（野生）　
●コシアブラ　●ゼンマイ　●ウド
（野生）　●ウワバミソウ（野生）　
●タラノメ（野生）　●タケノコ
※検査の結果、食品中の放射性セシ
ウム基準値の100Bq/Kgを下回っ
ていても、出荷や加工用原材料とし
ての使用はできません。
問農政課☎（88）9140

対新規に狩猟免許や銃砲所持許可を
取得した人（取得した日から3か月
以内の申請）
補助限度額　4万円（補助率4分の3以
内）
申・問農政課☎（88）9140

対農作物への鳥獣被害防止用の電気
柵などを購入し、市内の農地に設置
する農業者（購入した日から1年以
内の申請）
補助限度額　3万円（補助率2分の1以
内）
申・問農政課☎（88）9140

4月6日（金）～15日（日）は
春の全国交通安全運動

用水路に注意！～安積疏水用水
路・羽鳥用水路の通水開始～

ふるさとづくり事業・花いっぱい
推進事業への補助金交付

「緑の募金」にご協力を！
「続けよう 植えて育てて 緑の輪」

市営住宅の入居者募集

採取・出荷の際はご注意を！
山菜の出荷制限

狩猟免許・銃砲所持許可の
取得経費を補助します

電気柵などの購入経費を補助

米の放射性セシウム吸収抑制の
ため塩化カリウムを配布

「おはよう青空市場」が
4月8日（日）から再開します

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　

※3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。

「須賀川市勤労者互助会」に加入しませんか？
中心市街地での新規出店を応援します

お 知 ら せ

 
 

人口・世帯数
現住人口 30. 3. １現在（前月比）
人　口 76,455人（△34人）

　　　男 37,522人（△10人）
　　　女 38,933人（△24人）
世帯数 26,902世帯（＋28世帯）

今月の納期　納期限5月1日（火）
●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　4月29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

「レポナウすかがわ」を
ご利用ください！

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

投稿

ご利 市ホームページ

　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

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） 213 13.3 8.7
豚肉（国産ばら肉 100g） 219 △3.1 △13.1
鶏肉（国産もも肉 100g） 134 3.9 -
じゃがいも（国内産 1㎏） 295 7.3 △17.6
玉ねぎ（国内産 1㎏） 236 14.1 19.8
キャベツ（国内産 1㎏） 521 27.4 139.0
大根（国内産 1㎏） 333 15.7 94.8
鶏卵（Mパック 10個入り） 215 1.5 △1.9
白米（ひとめぼれ 5㎏） 2,068 △1.2 △0.7
合成洗剤（液体 詰め替え用 810ml） 229 △0.5 -
灯油（白灯油 18ℓ〈店頭〉） 1,463 △1.2 13.6
LPガス（家庭用 10m³使用） 7,677 0.4 9.5
レギュラーガソリン（１ℓ現金価格） 133 △5.0 9.1

　前月調査に比べ、8品目が値上がりし、5品目が値下がりし
ました。

ふるさとづくり事業

花いっぱい推進事業

農林業

入 居 者 を 募 集 す る 市 営 住 宅

●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

山 ノ 坊 116 12,400～
23,700 3Ｋ 単身可 S51 簡易耐火

2階建て

松ヶ丘東 125
（3階）

18,300～
35,900 3ＬＤＫ

2人以上

S57
中層耐火
3階建て

山 寺 北

5-11
（1階）

23,000～
45,200 2ＬＤＫ H12

3-63
（6階）

25,900～
50,900 3ＬＤＫ H15

高層耐火
9階建て1-72

（7階）
28,000～
54,900 4ＬＤＫ 5人以上 H11

●優先入居住宅（高齢者世帯、母子世帯、身体障がい者世帯）

和 田 池 67
（1階） 31,360 3ＬＤＫ 2

※
人以上 S62 中層耐火

3階建て

※身体障がい者世帯は単身入居も可。

●平成30年度事業予定
事　　業　　名 実施時期など

施設入場券頒布（県互助会連絡協議会主催） 受付：6月　頒布：7月
映画鑑賞券の割引助成（年2回） 7月・12月
カルチャー教室（あいきょうさい主催） 9月
日帰りバスツアー（年2回） 9～11月
レクリエーション大会 平成31年3月上旬
温泉施設入浴券発行（1人3枚） 平成31年3月下旬
レジャー施設等協定事業 通年

●補助率など
区　　　分 補　助　率 限度額 備　考

空き店舗等
家賃対策事業

新規
創業者

1年目 2年目 3年目 300万円
（25万円/月）

最長3年間
12分の10 12分の7 12分の4

一般
1年目 2年目 3年目 240万円

（20万円/月）12分の8 12分の6 12分の4
空き店舗改修事業 3分の2以内 160万円

※この補助金は、市と県の補助制度により構成されています。補助要件の違いにより、上記補助
額などが変更（２分の1）になるときがありますので、ご了承ください。

他出店をお考えの人の相談も随時受け付けています。
問商工労政課☎（88）9141

対地域が求める小売業やサービス業
（理美容店、クリーニング店、飲食店
など）で、商店街の魅力創出に寄与す
ると認められる業種
※風俗営業や夜間のみの営業は対象外

他月額500円の保険料で給付金が受けられる保険事業も取
り扱っています。
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