
早目の凍霜害防止対策を！ 事前に防霜資材を確保し、気象庁の「霜注意報」などの情報収集に努めましょう。 燃焼材に古タイヤの使用は禁止です。必ず灯油や固形燃料などを使用してください。　☞農政課☎（88）9139

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。

今月のスポット放送
ONSENガストロノミー
（昨年10月開催時の様子と予告など）
3月10日（火）　13:00 ～ 13:30

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（12月分）（単位：件）

●各地区の放射線簡易測定結果（2月3日～12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 240 0 0 240
果樹類 21 0 0 21
穀　類 0 0 0 0
きのこ 0 1 1 2
山　菜 4 0 0 4
その他 33 9 5 47
計 298 10 6 314

地区 測定箇所 最小値 最大値 平均値
須賀川 60 0.05 0.13 0.09
浜　田 9 0.07 0.11 0.09
西　袋 63 0.06 0.19 0.10
稲　田 15 0.08 0.11 0.09
小塩江 25 0.06 0.13 0.09
仁井田 36 0.06 0.17 0.10
大　東 31 0.06 0.11 0.08
長　沼 48 0.06 0.20 0.12
岩　瀬 51 0.07 0.18 0.12※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。

☞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） 212 △1.9 △5.0
豚肉（国産ばら肉100g） 243 5.7 7.6
鶏肉（国産もも肉100g） 137 10.5 0.8
じゃがいも（国内産1㎏） 300 △1.0 8.0
玉ねぎ（国内産1㎏） 216 0.5 △16.3
キャベツ（国内産1㎏） 190 △0.6 △5.5
大根（国内産1㎏） 152 △14.2 △11.7
鶏卵（Mパック10個入り） 207 2.5 2.0
白米（ひとめぼれ5㎏） 2,128 0.2 △4.1
合成洗剤（液体詰め替え用810ml） 225 0.0 △2.6
灯油（白灯油18ℓ〈店頭〉） 1,591 △0.5 22.0
LPガス（家庭用10m³使用） 7,677 0.0 △4.8
レギュラーガソリン（1ℓ現金価格） 148 △1.4 9.7

値上がり5品目、値下がり6品目（前月比）

「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

　期限が過ぎた商品券は使用できま
せん。また、払い戻しもできません
ので、期限内に市内の使用可能店舗
でご使用ください。
問社会福祉課☎（88）8111

プレミアム付商品券の使用は
3月15日（日）まで

狂犬病予防の集団注射と
犬の登録
　生後91日以上の犬は、生涯1回の
登録と、年1回の狂犬病予防注射が
法律で義務付けられています。
　狂犬病予防の集団注射を4月8日
(水)から行います（犬の登録も併せ
て行えます）。
　会場や詳しい日程などは、市ホー
ムページをご覧いただくか環境課に
お問い合わせください。
※犬の登録と狂犬病予防注射は動物
病院でも行うことができます。
予防注射と登録の料金（1頭につき）
※4月から注射料金が改定されます。
▶注射料　2,700円
▶注射済票交付手数料　550円
▶登録料　3,000円
他飼い主や飼い主の住所（犬の所在
地）が変わったとき、飼い犬が死ん
だときは、忘れずに手続きをしてく
ださい。
問環境課☎（88）9129

スポーツ少年団 都市計画などの情報を
インターネットで確認できます
　家屋などを建てるときに必要な市
の用途地域や市道などの情報を、イ
ンターネットで確認できる「市地図
情報システム」の運用を開始します。
　詳しくは、市ホームページをご覧
いただくか都市整備課にお問い合わ
せください。
運用開始日時　3月31日（火）　午前
8時30分
システムURL https://www.sonic
web-asp.jp/sukagawa/
問都市整備課☎（88）9154

水道の開閉栓の申し込みは
お早目に
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。
申込場所　水道お客さまセンター
（市役所1階）　※電話可
申込期限 開閉する日（土・日曜日、
祝日、年末年始を除く）の3日前まで

支払い忘れを防ぐため、口座振替
を推進していますので、ぜひご利用
ください。
申込場所　水道お客さまセンター、
市内の金融機関
問水道お客さまセンター☎（63）7111

4月から拡大する公共下水道の
供用開始区域の縦覧
時3月13日（金）～27日（金）　午前8
時30分～午後5時　
場経営課
他農業集落排水の供用区域は変更あ
りません。

　公共下水道は、区域内の土地の面
積に応じ受益者負担金、農業集落排
水は、公共ますに接続するときに分
担金を納付していただきます。
他供用区域にお住まいの人は、早目
に接続してください。
問経営課☎（88）9158

住民異動の「休日・延長窓口」

市民課・保険年金課・こども課
▶休日窓口　3月29日（日）　午前9
時～午後4時
▶延長窓口　3月30日（月）、4月1日
（水）・2日（木）　午後5時15分～7時
※延長窓口は社会福祉課も開設
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
※内容によっては、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

　釈迦堂川に掲揚するこいのぼりの
寄付を受け付けています。
対耐久性のある化学繊維製のもの
申生涯学習スポーツ課または各公民
館にお持ちください。
問生涯学習スポーツ課☎（88）9173

こいのぼりをお譲りください
～「こどもの日」を中心に掲揚～

問自衛隊郡山地域事務所
☎024（932)1424

自衛官の募集

●幹部候補生（受付期限：5月1日）
募集種目 受験資格

一

般

大卒程
度試験

22歳以上26歳未満の人
※22歳未満は大卒者（見込み含
む）、修士課程修了者（見込み含
む）などは28歳未満の人

院卒者
試験

修士課程修了者など（見込み含
む）で28歳未満の人

歯科・
薬剤科

専門の大卒者（見込み含む）で
30歳未満の人
※薬剤科は28歳未満の人

募集種目 受験資格
一　般 18歳以上34歳未満の人

技　能
国家免許資格などを有する18
歳以上53歳未満（資格により55
歳未満）の人

●予備自衛官補（受付期限：4月10日）

須賀川さくらまつり
時4月3日（金）～ 26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
内▶飲食コーナー（露店）　翠ヶ丘
公園南舘芝生広場、須賀川アリー
ナ駐車場
▶電飾（点灯時間：午後6時～9時）
※桜の開花状況などにより、実施
期間と点灯時間を変更することが
あります。

問観光交流課☎（88）9144

ながぬまのさくら
2020ながぬまさくら紀行スタン
プラリー
時4月4日（土）～ 19日(日）
場長沼地域の桜の名所（9カ所）
内5カ所のスタンプを集めた人の
中から抽選で500人に、藤沼温泉
「やまゆり荘」のペア入浴券をプレ
ゼント

フォトコンテスト
時4月6日（月）～5月8日(金）
内スタンプラリーを行っている桜を
対象とした写真コンテスト
問長沼観光物産振興協会（長沼市民
サービスセンター内）☎（67）2111

桜の季節がやってきます

東日本大震災の「被災者生活再建
支援金」の申請期間が終了します
対東日本大震災により住宅が全壊・
大規模半壊の世帯、または半壊でや
むを得ず住宅を解体した世帯
申請期限　4月10日（金）
※まだ申請していない人は、期限ま
でに忘れずに申請してください。
申・問社会福祉課☎（88）8111

　スポーツ少年団では、体力の向上
だけではなく、仲間との触れ合いの
中で、心の成長や、協調性が養われ
ることが期待できます。
　「やってみたい」の気持ちを大切に
して、チャレンジしてみませんか。
申申込書（小・中学校を通して3月
中旬に配布）に必要事項を記入の上、
各少年団にお申し込みください。
　練習場所や代表者など、詳しくは、
申込書をご覧いただくか生涯学習ス
ポーツ課にお問い合わせください。
種目（18種目・41団体）　●サッカー
(6団体）　●ソフトボール（4団体）　
●野球（2団体）　●野球＆バレーボー
ル　●バレーボール（2団体）　●バス
ケットボール（8団体）　●ドッジボー
ル（3団体）　●卓球　●少林寺拳法　
●柔道　●剣道（3団体）　●空手道（3
団体）　●銃剣道　●合気道　●トラ
ンポリン　●ソフトテニス　●陸上　
●体操

問生涯学習スポーツ課☎（88）9174

水道料金は便利な口座振替で

受益者負担金・分担金の納付

人口・世帯数
現住人口　2.1.1現在（前月比）
●人　口　75,753人（△25人）
　　　男　37,214人（△20人）
　　　女　38,539人（△5人）
●世帯数　27,434世帯（＋22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31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　3月29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

「東北大会頑張るぞ！」須賀川東バスケットボールスポ少
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