
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～
各種情報も随時放送
●新型コロナウイルス感染症関連情報
●台風第19号の災害関連情報
●霜注意報の情報
●牡丹園開花状況　など

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（1月分）（単位：件）

●各地区の放射線簡易測定結果（3月2日～11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 127 0 0 127
果樹類 6 0 0 6
穀　類 7 0 0 7
きのこ 0 0 0 0
山　菜 6 0 0 6
その他 13 4 7 24
計 159 4 7 170

地区 測定箇所 最小値 最大値 平均値
須賀川 60 0.06 0.13 0.08
浜　田 9 0.06 0.12 0.09
西　袋 63 0.06 0.19 0.10
稲　田 14 0.07 0.12 0.10
小塩江 25 0.06 0.13 0.09
仁井田 36 0.06 0.16 0.10
大　東 31 0.06 0.12 0.08
長　沼 48 0.07 0.21 0.13
岩　瀬 50 0.08 0.19 0.12

※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。
本市の生活関連物資価格動向調査は3月をもって終了しました。全国の価格
動向は総務省統計のホームページで確認できます。
☞市民安全課☎（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） 190 △10.4 △7.4
豚肉（国産ばら肉100g） 233 △4.2 △7.6
鶏肉（国産もも肉100g） 131 △4.4 △13.3
じゃがいも（国内産1㎏） 291 △3.0 3.6
玉ねぎ（国内産1㎏） 207 △4.2 △21.9
キャベツ（国内産1㎏） 160 △15.8 △1.9
大根（国内産1㎏） 164 7.9 △2.4
鶏卵（Mパック10個入り） 198 △4.4 △2.5
白米（ひとめぼれ5㎏） 2,032 △4.6 △2.3
合成洗剤（液体詰め替え用810ml） 201 △10.7 △18.3
灯油（白灯油18ℓ〈店頭〉） 1,537 △3.4 6.8
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） 141 △4.8 △2.1

値上がり1品目、値下がり11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

　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、
労働組合の未加入者と事業主（組合
が組織されていない人に限る）
内市指定温泉券の無料配布、映画・
レジャー施設利用券割引頒布、提携
ホテル・レジャー施設等割引利用、
ディズニーバスツアー、慶弔等保険
事業など
入会金・年会費　各1,000円
問互助会事務局（商工課内）☎（88）
9143

●加入手続き

　制度を利用したとき、将来受け取
る年金は減額されますが、免除や納
付猶予の期間は、年金を受け取るた
めに必要な期間に算入されます。
　未納のままにせず、免除や納付猶
予制度をご利用ください。
▶保険料の免除制度　
▶学生納付特例制度　
▶納付猶予制度　
※10年以内に保険料を追納すると、
全額納付したときと同じ額の年金を
受け取ることができます。
問保険年金課☎（88）9137
郡山年金事務所☎024（932）3434

保険料が変わります
　本年度（4月～来年3月）の保険料
は、月額16,540円になります。
他前納払いをすると保険料が割り引
きされます。
問保険年金課☎（88）9137

市勤労者互助会の会員

国民年金の加入手続きを
忘れずに

国民年金保険料の納付が困難な
ときの制度

狩猟免許・銃砲所持許可の取得経費

電気柵などの購入経費

市営住宅の募集時期を変更

　これまで偶数月に行っていた入居
者募集を、本年度から次のとおり変
更します。
募集月　5・8・11・1・3月
募集期間　募集月の月初めから約2
週間
　詳しくは、4月20日(月）以降に建
築住宅課の窓口や市ホームページで
お知らせします。また、募集月の「広
報すかがわ」で、募集住宅の内容や
受付期間などをお知らせします。
問建築住宅課☎（88）9152

対4月1日現在で軽自動車を所有（登
録）し、心身に障がいがあるなど一
定の条件に該当する人
※軽自動車と普通自動車の両方を所
有しているとき、減免は、どちらか
１台分に限ります。自動車税（種別割）
は月割計算で減免されますが、軽自
動車税（種別割）は、申請期限を過ぎ
るとその年度は減免されません。
必要な物
▶次のいずれか1つ　●身体障害者
手帳　●戦傷病者手帳　●療育手帳
Ａ　●精神障害者保健福祉手帳1級
と自立支援医療受給者証（精神通院）
の両方
▶運転する人の運転免許証
▶自動車検査証
▶軽自動車税（種別割）減免申請書
▶印章
▶納税義務者のマイナンバーが確認
できる物
▶家族などが運転するときは生計同
一証明書（社会福祉課で発行）
▶家族などが運転する旨の申立書と
同意書（初年度のみ）
申請期限　5月25日（月）
※自動車税（種別割）については、県
中地方振興局県税部☎024（935）
1261にお問い合わせください。
申・問税務課☎（88）9124、長沼市
民サービスセンター☎（67）2112、岩
瀬市民サービスセンター☎（65）2112

軽自動車税（種別割）の減免

　介護保険料は、被保険者とその世
帯員の市民税課税状況や、被保険者
の前年の所得金額などに応じて、毎
年度7月に決定しています。
　2月に特別徴収（公的年金から差
し引き）されている人は、4月から8
月までは下の表のとおり仮徴収によ
る納付になります。
●公的年金からの特別徴収による納付
例：令和2年度の年間保険料が60,000
円で今年の2月分が12,000円だったとき
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 令和3年

2月
金額 各月12,000円 各月8,000円
納付
方法 仮徴収 本徴収※

特別徴収による介護保険料の
4月からの納付額

問長寿福祉課☎（88）8117

※本徴収  決定した年間保険料から仮徴収
分を差し引き、3回に分けた金額

安積疏水・羽鳥用水路の通水開始

▶安積疏水用水路　4月26日（日）
▶羽鳥用水路　5月13日（水）
　水量が増し危険ですので、水路に
は近付かないでください。
問農政課☎（88）9140

対●タケノコ　●ゼンマイ　●タラノ
メ（野生）　●コシアブラ　●ウワバミ
ソウ（野生）　●ウド（野生）　●キノコ
（野生）
※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
使用することはできません。
問農政課☎（88）9140

　「木を植えて　守り育てる　緑の
大地」をテーマに「緑の募金」運動が
全国一斉に繰り広げられます。
　この運動で寄せられた募金は、市
内小・中学校への緑化助成金や緑の
少年団活動助成金などとして、学校
の環境整備や緑豊かな潤いある社会
づくりに役立てています。
問農政課☎（88）9140

山菜の出荷制限

「緑の募金」にご協力を！
4月1日（水）～5月31日（日）

「おはよう青空市場」が4月12日
から再開
　市内の農家が生産した新鮮な野菜
や果物、切り花などを販売します。
時4月12日から12月27日までの毎
週日曜日　午前6時～7時30分
場結の辻（本町89-1）
問農政課☎（88）9139

他台風第19号の被災により減免さ
れた人は、特別徴収が停止されます。
特別徴収が再開されるまでは、納付
書での納付、または口座引き落とし
となります。

農業関係者の各種経費を補助

対鳥獣被害防止用の電気柵などを購
入し、市内の農地に設置した農業者
締購入した日から1年以内
補助額　購入に要した経費の2分の
1以内（上限3万円）

対新規に狩猟免許や銃砲所持許可を
取得した人
締取得した日から3カ月以内
補助額　取得に要した経費の4分の
3以内（上限4万円）
申・問農政課☎（88）9140

対阿武隈川（下江持橋～浜尾遊水地
～雲水峯大橋）付近か釈迦堂川（阿武
隈川合流点～釈迦堂橋）付近に在住
の20歳以上の人
定1人
内巡回による不法投棄などの情報や
住民の要望の収集、月1回の報告など
期間　7月1日（水）から1年間
申履歴書（写真添付）を郵送
宛先　〒960-8584（住所記載不要）
福島河川国道事務所河川管理課
締5月7日（木）
問福島河川国道事務所河川管理課
☎024（539）6129

河川愛護モニター

手続きが必要なとき 持ち物

会社などを退職した
とき（扶養している配
偶者も手続きが必要）

●印章
●年金手帳
●退職証明書
または離職票
など

厚生年金保険などに
加入している配偶者
の扶養から外れたと
き

●印章
●年金手帳
●扶養除外証
明書

小売物価統計 検索

人口・世帯数
現住人口　2.2.1現在（前月比）
●人　口　75,687人（△66人）
　　　男　37,180人（△34人）
　　　女　38,507人（△32人）
●世帯数　27,423世帯（△11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4月30日（木）
●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26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

今月号に掲載のイベント情報などは、3月24日現在の情報です。お出掛け前にご確認を 中止となることがありますので、お出掛け前にご確認ください。15 14令和2年4月1日令和2年4月1日
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