
原子力災害に関する情報　詳しい測定結果は、市ホームページをご覧ください。

市政情報番組を毎日放送中
市役所かわら版（各5分間）
7：30～/12：30～/17：40～

すかがわシティインフォメーション
（各10分間）　11：30～/17：30～
台風第19号の災害関連情報も随時放送

インターネットラジオ周波数は

●農産物などの放射性物質濃度の測定結果（11月分）（単位：件）

●各地区の放射線簡易測定結果（1月6日～15日に測定）（単位：マイクロシーベルト／時）

※100Bq/kg超の農産物は流通していません。　☞農政課☎（88）9139

※測定マップを各公民館などに掲示しています。　☞環境課☎（88）9130

品目 測定値（セシウム） 計検出せず 100Bq/kg以下 100Bq/kg超
野　菜 311 1 0 312
果樹類 154 3 0 157
穀　類 22 0 0 22
きのこ 3 1 1 5
山　菜 0 0 0 0
その他 15 2 0 17
計 505 7 1 513

地区 測定箇所 最小値 最大値 平均値
須賀川 46 0.06 0.13 0.09
浜　田 9 0.07 0.12 0.09
西　袋 51 0.06 0.19 0.10
稲　田 13 0.07 0.12 0.10
小塩江 24 0.05 0.12 0.08
仁井田 32 0.05 0.13 0.10
大　東 30 0.06 0.11 0.08
長　沼 45 0.08 0.20 0.13
岩　瀬 49 0.07 0.19 0.12※1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。

☞生活課☎（88）9128

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） 216 △4.5 10.8
豚肉（国産ばら肉100g） 230 △2.2 △2.6
鶏肉（国産もも肉100g） 124 0.0 △7.5
じゃがいも（国内産1㎏） 303 3.1 12.3
玉ねぎ（国内産1㎏） 215 7.5 △11.2
キャベツ（国内産1㎏） 202 19.6 11.0
大根（国内産1㎏） 177 18.8 36.2
鶏卵（Mパック10個入り） 202 0.5 2.6
白米（ひとめぼれ5㎏） 2,124 0.7 1.2
合成洗剤（液体詰め替え用810ml） 225 △2.2 △6.7
灯油（白灯油18ℓ〈店頭〉） 1,598 6.2 16.9
LPガス（家庭用10m³使用） 7,677 3.5 △4.8
レギュラーガソリン（1ℓ現金価格） 150 3.5 8.0

値上がり9品目、値下がり3品目（前月比）

漏水を発見したら通報を

　市では、配水流量の監視や漏水調
査などで漏水の早期発見に努めてい
ますが、市民の皆さんの通報が早期
修繕に大変有効です。次のようなと
きは、水道施設課にご連絡ください。
▶晴れた日が続いているのに地面が
濡れている。
▶普段は水が流れていない水路に水
が流れている。
▶蛇口からの水の出方が急に弱く
なった。
問水道施設課☎（63）7131

粗大ごみの出し方

内家庭から出る粗大ごみ（1番長い
辺で60㎝以上のもの）の出し方
須賀川地域　戸別収集を行いますの
で、環境課に事前予約をしてくださ
い（電話可）。
※1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　紙に行政区・氏名
を書いて粗大ごみに貼り、決められ
た日時（ごみ収集カレンダーで確認）に
ごみステーションに出してください。
※月に1回ずつ戸別収集も行ってい
ます（環境課に電話予約）。
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
▶事業系（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
▶その他（消火器、ガスボンベ、バ
イク、自動車部品など）　販売店か
処理業者に依頼
問環境課☎（88）9129

「カタログポケット」で
広報紙を読む・聞く・訳す
無料アプリ「カタログポケット」をダウ
ンロードし「須賀川市」を検索すれば利
用できます。日本語だけでなく、外国
語での音声読み上げなどの機能が付い
ています。

市ホームページ内
カタログポケット紹介

　毎年2月と8月は、北方領土返還
運動全国強調月間です。
　国民一人一人、特に若い世代の関
心と理解を深めるため、強調月間に
合わせた国民運動への、ご理解とご
協力をお願いします。
問生活課☎（88）9128

2月7日は北方領土の日

市営住宅の入居者募集
受付期間　2月3日（月）～12日（水）　※土・日曜日、祝日を除く
入居日　3月13日（金）　※2月28日（金）に公開抽選
●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
山 ノ 坊 117（2階建） 12,200～23,600 3K 単身可 S51

山 寺 北
3-22（2階） 25,800～50,700

3LDK 2人以上

H15
5-21（2階） 26,300～51,600 H12

松 ケ丘東
75（2階） 17,300～34,000 S56
125（3階） 18,100～35,500 S57

桜 岡 3-404（4階） 23,300～45,700 H5

●優先入居住宅（高齢者、母子・父子、身体障がい者世帯）

桜 岡 7-102（1階） 23,900～46,900 3LDK 2人以上 H7

※入居資格など詳しくはお問い合わせください。

問建築住宅課☎（88）9152

廃車と名義変更の手続き

　使用しない原動機付自転車（バイ
ク）や軽自動車などは、廃車の手続
きをしないと、軽自動車税が毎年課
税されます。使用する見込みがない
ときは、4月1日までに手続きをし
てください。
※4月2日以降に廃車や譲渡の手続
きをしても、1年分の軽自動車税が
課税されます。
手続き場所
▶125cc以下の原動機付自転車と
農耕用などの小型特殊自動車　税務
課、長沼・桙衝・岩瀬各市民サービ
スセンター
▶125ccを超えるバイク　東北運
輸局福島運輸支局（福島市吉倉字吉
田54）☎050（5540）2015
▶軽自動車　軽自動車検査協会（福島
市吉倉字谷地18-1） ☎050（3816）
1837
※郡山自家用自動車協会（郡山市香
久池2-16-6）☎024（922）1567で
は、有料で手続きの代行をします。
注意事項　●廃車の手続きなどを依
頼したときは、後日トラブルが起き
ないよう内容を再確認する。　
●車両をリサイクルまたは処分する
ときは、必ずナンバーを返却して廃
車の手続きをする。
問税務課☎（88）9124

普通自動車の変更手続きはお早目に 3月は、名義変更や住所変更などの手続きで窓口が大変混雑します。 できるだけ2月中に済ませるようお願いします。　☞東北運輸局福島運輸支局☎050（5540）2015

就職ガイダンス

対令和3年3月卒業見込みの大学院・
大学・短期大学・高等専門学校・専
修学校の学生と３年以内の既卒者

時3月19日（木）　午後1時30分～3
時30分　※事前申込不要
場ベル・クイーンズ須賀川（岩作40-1）
内企業ブースでの会社説明、ハロー
ワークなどによる職業相談や職業興
味検査など
参加企業 須賀川市、岩瀬・石川郡
に就業拠点がある企業30社（予定）
※参加企業は、2月中旬に市や関係
機関のホームページなどで公開
他市内の事業所に対して就職活動を
行った市外居住者に交通・宿泊費を
補助する「ふるさとすかがわ回帰支
援事業」の制度があります。
問商工労政課☎（88）9143
須賀川商工会議所☎（76）2124
ハローワーク須賀川☎（76）8609

時3月5日（木）　※事前申込不要
▶事業所PRタイム　午前10時～正午
▶合同企業説明会　午後1時～5時
場ビッグパレットふくしま（郡山市
南2丁目52）
参加事業所　県内事業所261社
問厚生労働省福島労働局職業安定課
☎024（529）5396

須賀川地区就職ガイダンス

ふくしま就職ガイダンス

18歳からの投票立会人と
選挙広報アナウンサー
対市内在住の18歳から29歳までの
選挙権がある人
内▶投票立会人　期日前投票所で適
正な投票の立ち会いなどを行います
（報酬1日9,600円）。
▶選挙広報アナウンサー　市長選挙
と市議会議員選挙の際に、選挙広報
用アナウンスの吹き込みを行います
（報酬はありません）。
申郵便番号、住所、氏名、生年月
日、電話番号を記入の上、ファック
スかメールで選挙管理委員会事務局
にお申し込みください（電話申し込
み可）。
▶ F（72）1271
▶ senkyo@city.sukagawa.lg.jp
問選挙管理委員会事務局
☎（88）9163

第2期市まち・ひと・しごと創生総合
戦略（素案）のパブリックコメント
募集期限　2月13日（木）
閲覧場所　市役所1階「みんなのスク
エア」、長沼・岩瀬各市民サービスセ
ンター、各公民館、tette、コミュニティ
プラザ、市ホームページ
提出方法 閲覧場所に設置または市
ホームページに掲載の様式に、必要
事項を記入の上、閲覧場所にお持ち
いただくか、郵送、ファックス、メー
ルで企画財政課に提出してください。
▶宛先　〒962-8601（住所記載不
要）企画財政課
▶ F（73）4160
▶ kikaku@city.sukagawa.lg.jp
問企画財政課☎（88）9111

人口・世帯数
現住人口　元.12.1現在（前月比）
●人　口　75,778人（▲17人）
　　　男　37,234人（▲16人）
　　　女　38,544人（▲1人）
●世帯数　27,412世帯（＋27世帯）

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

今月の納期　納期限3月2日（月）
●固定資産税 4期分
●国民健康保険税（普通徴収） 8期分
●介護保険料（普通徴収） 8期分
●後期高齢者医療保険料（普通徴収） 7期分

今月の休日納税相談窓口開設
●日時　2月23日（日）
　　　　午前9時～午後4時
●場所　収納課

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 市民提案メール

11 10令和2年2月1日令和2年2月1日
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