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　４月から拡大する供用開始区域の
縦覧を行います。
時３月16日（金）～ 30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、稲田公民館、東公民館、
大東公民館
受益者負担金、分担金の納付
▶公共下水道　整備された区域内の
土地の面積に応じて、受益者負担金、
分担金を納付してください。
▶農業集落排水　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。
※供用開始区域にお住まいの人は早
目の接続をお願いします。
問経営課☎（88）9158

　下水道使用料を4月から次のとお
り改定します。

北作処理区の使用料算定方法を
人数割から従量制へ
　今回の使用料改定に併せて、長沼
地域の北作処理区（主に花の里地域）
に適用される使用料についても、汚水
量による算定方法に統一します。詳し
くは市ホームページをご覧ください。
問経営課☎（88）9158

　翠ヶ丘公園付近の「下の川」の両岸
には約180本、釈迦堂川の両岸には約
350本の桜があり、訪れた人の目を楽し
ませてくれます。特に期間中は、両会場
に提
ちょうちん

灯を点灯し、夜桜も楽しめます。皆
さんでお出掛けください。
時４月６日（金）～22日（日）
場翠ヶ丘公園付近の下の川、釈迦堂川

ふれあいロード
飲食コーナー（露
店）　翠ヶ丘公園駐
車場（芝生広場南
側）、須賀川アリー
ナ駐車場
提灯の点灯時間　午後６時～９時
※桜の開花状況などにより、実施期間と
点灯時間が変更になるときがあります。
問観光交流課☎（88）9144

時3月17日（土）　午前10時～正午
場緑のスポーツエリア
定15人　￥1人300円
内森の遊園地作り
申事前に電話でお申し込みください。
問福島空港公園事務所☎（89）1766

時３月18日、25日、４月１日、８
日（計４回）　午前10時～午後３時
場市民課、保険年金課、こども課
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
※内容により、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

対東日本大震災により、居住する住
宅が全壊・大規模半壊の被害を受け
た世帯や、大規模半壊・半壊の住宅
をやむを得ず解体した世帯
申請期限　平成31年４月10日（水）
申・問社会福祉課☎（88）8111

　須賀川駅周辺は、自転車やバイク
の放置禁止・規制区域です。公共の
場所に自転車などを放置すると、歩
行の妨げや交通事故、盗難などにつ
ながりますので、やめましょう。
　市では、駅前周辺に放置してある
自転車などを定期的に撤去・保管し、
返却の際に保管料をいただきます。
▶自転車　１台につき1,000円
▶自動二輪車・原動機付き自転車
１台につき2,000円
※保管期間が６か月を過ぎたとき
は、廃棄処分します。

　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、廃棄処分します。
￥次の表のとおり

問生活課☎（88）9128、
駅前自転車等駐車場☎（72）8953

　３月11日（日）、震災発生から７年
を迎えます。この未曽有の大災害に
より、本市でも多くの尊い命が奪わ
れました。
　市では、震災で犠牲となられた皆
さんに、哀悼の意をささげるため、
地震が発生した午後２時４６分から１
分間、黙とうを行います。防災行政
無線で放送しますので、市民の皆さ
んも、家庭や職場などで黙とうをさ
さげられますようお願いします。
問社会福祉課☎（88）8111

　広報すかがわ２月号５ページ掲載の「第30
回すかがわ国際短編映画祭」の作品名に誤
りがありましたので、次のとおり訂正します。
【訂正前】巨神兵が東京に現れるまで
【訂正後】巨神兵が東京に現われるまで
問秘書広報課☎（88）9112

対0歳から18歳に達して最初の3月
31日を迎えるまでの子どもがいる
家庭（子ども１人につき１枚）
内子育て中の人が全国の協賛店で
「子育て応援パスポート（ファミたん
カード）」を提示すると、様々なサー
ビスを受けることができます。
※協賛店やサービ
スの内容は、県の
ホームページをご
覧ください。
申カードは随時交
付しますので、保護者の本人確認が
できるものをお持ちになり、こども
課にお申し込みください。
問こども課☎（88）8114

　廃棄物の野外焼却（野焼き）は禁止さ
れています。特例として、凍霜害防止の
ための稲わら焼却、どんと焼きなどは
行えますが、生活環境に著しく影響を与
え、近隣から苦情の通報があったときな
どは、消防隊が出動し焼却作業をやめ
てもらうときがあります。
　特例で野焼きをするときは、火災予防
のため次の点にご注意ください。
①風が強い日は行わない。
②一度に多く燃やさない。
③消火器や水バケツなどの消火のため
の器具を準備しておく。
※野焼きについてのお問い合わせは
農政課へ。消防署への届け出も忘れず
に。
問農政課☎（88）9140
須賀川消防署☎（76）3197

　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。
申込期日　開閉栓する日（土・日曜
日・祝日を除く）の３日前まで
申込方法　水道お客さまセンター
（市役所１階）にお越しいただくか、
電話でお申し込みください。その際、
次の内容をお伺いします。
▶開栓時　使用者名、住所、開栓す
る日、連絡先
▶閉栓時　「上下水道使用水量・料
金のお知らせ（検針票）」に記載され
ている「お客様番号」または、使用者
名、住所、閉栓する日、連絡先、請
求書の送付先
水道料金は便利な口座振替で
　納付する時間がない人は大変便利
ですので、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。
必要な物　預貯金通帳、届出印
取り扱い金融機関　須賀川信用金
庫、東邦銀行、常陽銀行、大東銀行、
福島銀行、東北労働金庫、福島県商
工信用組合、夢みなみ農業協同組合、
ゆうちょ銀行
申・問水道お客さまセンター
☎（63）7111

県司法書士会総合相談センターの無料相談 日時　3月15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

自転車などの放置はやめましょう

被災者生活再建支援金の
申請期間が再延長されました

東日本大震災犠牲者の追悼

ファミたんカードのご利用を

臨時の日曜窓口を開設 水道の開閉栓の申込方法 公共下水道・農業集落排水の
供用開始区域が広がります

下水道使用料の改定について

くらし

時日時　場会場　対対象　定定員　内内容　申申し込み　締締め切り　Ｆファックス　 メール
他その他　問問い合わせ　￥料金  料金表示のないものは無料です。

※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。

●使用料単価表　2か月分（税込）

　４月から５月にかけては、寒暖の差が
大きくなり、遅霜のおそれがあります。
早目に凍霜害の防止対策を万全にしま
しょう。
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、気象庁による
「霜注意報」などの情報収集に努める。
▶防霜ファンを活用する。
▶野菜類は、育苗ハウスなどの温度管
理に十分注意し、降霜のおそれがある
ときは、資材の被

ひ ふ く

覆などにより保温に努
める。
▶燃焼法による加温のための燃料など
を事前に準備する。
※燃焼材として古タイヤを使うことは、
法律などで禁止されています。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

枯 れ 草 火 災 に 注 意 ！

お 知 ら せ

 
 

人口・世帯数
現住人口 30. 2. １現在（前月比）
人　口 76,489人（△51人）

　　　男 37,532人（△29人）
　　　女 38,957人（△22人）
世帯数 26,874世帯（△10世帯）

今月の納期　納期限4月2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25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） 188 △15.7 △ 13.4
豚肉（国産ばら肉 100g） 226 △ 7.0 △ 11.1
鶏肉（国産もも肉 100g） 129 0.0 -
じゃがいも（国内産 1㎏） 275 5.4 △ 11.1
玉ねぎ（国内産 1㎏） 207 △ 5.1 5.7
キャベツ（国内産 1㎏） 409 5.5 56.8
大根（国内産 1㎏） 288 9.1 73.5
鶏卵（Mパック 10個入り） 212 △ 5.8 △ 1.9
白米（ひとめぼれ 5㎏） 2,093 2.2 3.2
合成洗剤（液体 詰め替え用 810ml） 230 △ 2.6 -
灯油（白灯油 18ℓ〈店頭〉） 1,480 2.3 9.6
LPガス（家庭用 10m³使用） 7,651 0.5 9.7
レギュラーガソリン（１ℓ現金価格） 140 4.5 13.0

　前月調査に比べ、7品目が値上がりし、5品目が値下がりし
ました。

広報２月号掲載記事の訂正

凍霜害から農作物を守ろう

空港公園自然塾
～ツリーハウスで遊ぼう～ 参加者募集

区　分 屋外 １階 ２階

一時
利用

自転車 － 100円 80円

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

生徒など － 800円 600円

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

生徒など －2,200円1,600円

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

生徒など －4,000円2,900円

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 － －

「駅前自転車等駐車場」のご利用を

消 防 署 か ら の お 知 ら せ

区　分 汚 水 量 使 用 料
基本使用料 20㎥まで 3,067円20銭

超過使用料
（1㎥当たり）

21㎥～40㎥ 159円84銭

41㎥～60㎥ 167円40銭

61㎥～100㎥ 174円96銭

101㎥～200㎥ 183円60銭

201㎥以上 192円24銭

須賀川さくらまつり
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