
Jアラート全国一斉情報伝達訓
練を防災行政無線で実施
時5月20日（水）　午前11時
放送内容　チャイム→「これはJア
ラートのテストです」×3回→「こち
らは防災須賀川広報です。これでテ
ストを終了します」→チャイム
他防災行政無線に加え、SNS(防災
すかがわTwitter)を使った情報伝
達訓練も併せて行います。
問市民安全課☎（88）9185

検定満期の水道メーター交換

　検定満期を迎える水道メーターの
交換を、7月から11月に実施します。
　該当者には事前にお知らせし、後
日、市が委託した業者（㈱アクアテ
クノ須賀川）が交換作業を行います。
　作業中は一時的に水道が止まりま
すので、ご理解をお願いします。
問水道お客さまセンター☎（63）7111

離婚したときの年金分割制度松くい虫航空防除の薬剤散布 木造住宅の耐震診断者の派遣・
耐震改修費の一部補助

　離婚したとき、婚姻期間中の厚生
年金を分割して、それぞれ自分の年
金とすることができます。
　離婚後2年以内の手続きが必要で
すので、早目にご相談ください。
年金分割のイメージ
　サラリーマンなどが加入する厚生
年金は、給与などの報酬額に応じて
老齢厚生年金が支払われます。年金
分割が行われると、婚姻期間中の報
酬額の記録が分割されます。
年金分割の方法
▶合意分割　2人からの請求により
年金を分割でき、割合は、2人の合
意または裁判手続きによって決定さ
れます。
▶3号分割　サラリーマンの妻であ
る専業主婦など、国民年金第3号被
保険者であった人からの請求により
年金を分割できます。平成20年4月
以降の第3号被保険者期間中の報酬
額が分割の対象となり、分割の割合
は、2分の1ずつとなります。
問郡山年金事務所☎024(932)3434

時6月2日（火）　午前5時～8時（降雨
などにより順延することがあります）
場和田大仏周辺、乙字ヶ滝周辺、牡
丹園内、牡丹園周辺、古寺山松並木、
宇津峰山道
注意事項
▶井戸に蓋をする。
▶洗濯物を外に干さない。
▶散布区域内に自動車などを駐車し
ない。
▶近隣の養蜂家は、区域外（2㌔メー
トル以上）に箱を移動する。
▶散布開始から5日間は、区域内に立
ち入らない。また、散布後1カ月間は、
山菜や家畜用飼料などを採取しない。
問農政課☎（88）9140

対象住宅　次の全てを満たす市内の
木造住宅
●所有者が居住　●昭和56年5月
31日以前に着工した一戸建て(昭和
56年6月1日以降に増築していると
きは対象外)　●在来軸組工法、伝
統的工法、枠組壁(ツーバイフォー )
工法による3階建て以下の建物
募集期間　5月7日（木）から予算の
上限に達するまで

対診断住宅を所有し、市税などの滞
納がない人
￥1診断当たり8,000円
診断方法　住宅内部の目視、計測な
どの現地調査
診断結果　第三者機関から審査を受
け、後日通知

対診断で基準を下回った対象住宅を
所有し、市税などの滞納がない人
補助対象　耐震基準を満たすように
補強などを行う工事(滞在時間が長
い居室を部分補強する工事を含む)
※令和2年度中に工事が完了するも
ののみ
補助限度額　工事費の2分の1以内
▶一般耐震改修工事　上限100万円
▶簡易耐震改修工事　上限60万円
▶部分耐震改修工事　上限60万円
申・問建築住宅課☎（88）9151

軽自動車税（種別割）納税証明書
（継続検査用）の発送
　口座振替で納付した人に、軽自動
車税（種別割）納税証明書（継続検査
用）を6月中旬に郵送します。
　納期限（6月1日）から納税証明書
が届くまでの間に車検を受けるとき
は、軽自動車税の引き落とし額を記
帳した通帳と車検証をお持ちの上、
税務課または長沼・岩瀬各市民サー
ビスセンターで納税証明書（継続検
査用）の交付を受けてください。
問収納課☎（88）9126

６月１日（月）～７日（日）は「水道週間」

飲み水を　未来につなごう
ぼくたちで　
　水道週間は、水道について国民の
理解と関心を高めるため、毎年6月
の第1週に全国で実施しています。
　私たちの暮らしを支えている水道
水の大切さについて、この機会に家
族で話し合ってみませんか。
問経営課☎（88）9158

市営住宅の入居者募集
受付期間　　5月1日（金）～15日（金）　※土・日曜日、祝日を除く
入居予定日　6月18日（木）　※5月29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 113（2階建） 12,700～23,200 3K
単身可

S51

山 寺 北 4-61（6階） 21,800～42,900 2LDK H15

松 ケ丘東
75（2階） 17,300～34,000

3LDK 2人以上

S56

125（3階） 18,100～35,500 S57

桜 岡 6-403（4階） 23,900～46,900 H7

●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

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～
新型コロナウイルス感染症関連情報も
随時放送

インターネットラジオ周波数は

「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

人口・世帯数
現住人口　2.3.1現在（前月比）
●人　口　75,605人（△82人）
　　　男　37,145人（△35人）
　　　女　38,460人（△47人）
●世帯数　27,422世帯（△1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
●須賀川消防本部 ☎（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6月1日（月）
●固定資産税 第1期
●軽自動車税 全期

今月の休日納税相談窓口開設
●日時　5月31日（日）
　　　　午前9時～午後4時
●場所　収納課

市民提案メール
「市政情報」の「ご意見・提
案」ページから送信 市民提案メール

近付かないで！
鳥獣被害防止の電気柵
　イノシシなどの野生鳥獣による農
作物被害を防ぐため、電気柵が設置
されています。
　地域の皆さんは、電気柵には近付
かないよう注意してください。子ど
もへの指導も併せてお願いします。
　設置した人は、見回りや安全対策
を徹底してください。
危険表示　誤って電気柵に触れるこ
とがないよう、人が見やすい位置や
間隔で危険表示を設置してください。
漏電遮断器の設置　公道沿いなどの
人が容易に近寄れる場所で、30ボ
ルト以上の電源（家庭のコンセント
など）を利用して電気柵を設置する
ときは、危険防止のために漏電遮断
器を設置してください。
問農政課☎（88）9140

選挙事務のアルバイト

対18歳からおおむね60歳までの市
内在住の人で、指定された投開票所
へ通勤可能な人（高校生を除く）
勤務時間・謝礼（税引き後）
▶投票事務　投票日の午前6時30分
～午後6時30分・12,000円/1日
▶開票事務　午後7時30分から開票
作業終了まで（約2時間）・2,000円
/1回
※謝礼には事前打ち合わせなどの業
務も含まれます。交通費は自己負担
となります。
申「申込み・登録カード」（選挙管理
委員会事務局か各公民館に設置また
は市ホームページからダウンロー
ド）に必要事項を記入の上、選挙管
理委員会事務局にお申し込みくださ
い。
※選挙ごとに、勤務の可否などを確
認します（登録者多数のときは、勤
務を依頼しないこともあります）。
問選挙管理委員会事務局
☎（88）9163

耐震診断者の派遣

耐震改修費の一部補助
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人差し指で
頬をなで

小指を立てて
斜め上に出す。

（一社）福島県聴覚障害者協会「ろう者との
対話のために」より

●つながるコミュニケーション 62

初心者のための手話コーナー

時6月7日から令和3年3月までの第1
日曜日と第3木曜日（月によって変わ
るときがあります）
場須賀川消防署
対市内在住または在勤、通学する小
学4年生以上の人
定30人（4人以下のときは中止）
内▶普通救命講習Ⅰ　成人に対する
救命法・午前9時～正午
▶普通救命講習Ⅱ　成人に対する詳
しい救命法・午前9時～午後1時
▶普通救命講習Ⅲ　小児に対する救
命法・午前9時～正午
▶上級救命講習　救命法を含めた応
急手当全般・午前9時～午後5時
他入門コースは、6月6日（土）と7月

4日（土）の午前9時～10時30分
　詳しくは、須賀川消防署にお問い合
わせいただくか、署のホームページを
ご覧ください。

申・問須賀川消防署☎（76)3196

大切な命を守るために
定期救命講習会

須賀川消防署 検索
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