
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。

カタログポケット紹介

人口・世帯数
現住人口　2.5.1現在（前月比）
●人　口　75,447人（△46人）
　　　男　37,080人（△25人）
　　　女　38,367人（△21人）
●世帯数　27,603世帯（＋66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7月31日（金）
●固定資産税 2期分
●国民健康保険税（普通徴収） 全期・1期分
●介護保険料（普通徴収） 1期分

今月の休日納税相談窓口開設
●日時　7月26日（日）
　　　　午前9時～午後4時
●場所　収納課

市民提案メール
「市政情報」の「ご意見・提
案」ページから送信 市民提案メール
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須賀川地方広域消防組合
消防職員の募集（高校卒程度）
募集職種　消防職
採用予定人数　5人程度
受験資格　平成5年4月2日から平成
15年4月1日までに生まれた人
※学歴は問いません。
身体の基準 ●身長　おおむね155cm
以上　●視力・色覚　視力（矯正視力
含む）が両眼で0.7以上で、一眼でそ
れぞれ0.3以上、赤色・青色・黄色
の色彩の識別ができること
●聴力　左右とも正常であること
1次試験（教養試験、適性検査、作文）
時9月27日（日）　
場須賀川市役所
2次試験（口述試験、健康診断、体力
試験）
時11月上旬予定（1次試験合格者のみ）
場須賀川地方広域消防本部　
申申込用紙（須賀川地方広域消防本
部総務課、各消防署、分署、分遣所
で配布）に必要事項を記入の上、添
付書類を添えて、消防本部総務課に
提出してください。
締8月7日（金）
　詳しくは、ホームページをご覧く
ださい。
問須賀川地方広域消防本部総務課
☎（76）3112

市技能功労者表彰の候補者

市では、毎年優れた技能者を表彰
しています。各業種・団体でご推薦
ください。
候補者の条件　市内在住または在勤
で、次の全てに該当する人
▶極めて優れた技能を有し、ほかの
技能者の模範と認められる人
▶10月末日現在で、同一職種に15
年以上従事している満35歳以上の人
▶職業を通じて後進の技術指導や育
成などに寄与した人
申推薦書（商工課に設置）に必要書類
を添えて、7月31日（金）までに商工
課に提出してください。
問商工課☎（88）9143

空き家は適切に管理しましょう

　適切に管理されず、壊れた状態や
ごみを放置したままの空き家が社会
問題となっています。
　こうした空き家は、防災や衛生、
景観など、地域住民の生活環境に深
刻な影響を与え、けがや火災の原因
になる可能性もあります。
　市民の皆さんの生命や財産を守る
ためにも、空き家を所有している人
は、適切に管理しましょう。
　空き家に関する相談などは、建築
住宅課にお問い合わせください。
問建築住宅課☎（88）9151

市発明展の出展作品を募集

　子どもから大人、
事業者まで、皆さん
の様々な発明作品を
募集します。
申込期間 8月31日
（月）～9月11日（金）
申●第1部（一般の部）　商工課　
●第2部（小・中学生、高校生）　各
学校
問商工課☎（88）9143

明るい選挙啓発ポスターの
作品募集
応募資格　小・中学生、高校生
画材　自由
大きさ　画用紙の四ツ切、八ツ切ま
たはそれに準じる大きさ
申学校を通して、選挙管理委員会に
提出　締9月11日（金）
他小学生、中学生、高校生別に入賞
作品を表彰し、作品展を行います。
問選挙管理委員会事務局☎（88）9163

南部工業団地地区計画の変更案
の縦覧
時7月17日（金）～30日（木）
午前8時30分～午後5時15分
場都市計画課
問都市計画課☎（88）9154

遺族厚生年金の受給要件

　遺族厚生年金は、死亡した人が次
のいずれかに該当するときに支給さ
れます。
①被保険者期間中に死亡したとき
②被保険者期間中に初診日のある病
気・けがで5年以内に死亡したとき
③1級・2級の障害厚生年金の受給
権者が死亡したとき
④資格期間が25年以上ある老齢厚
生年金の受給権者、または老齢厚生
年金の資格期間が25年以上ある人
が死亡したとき
※①・②の人は、一定の保険料納付
要件があります。
受給できる遺族　
死亡した人に生計
を維持されていた
配偶者、子、父母、
孫、祖父母（受給
順）
　年齢制限などの受給要件がありま
すので、詳しくはお問い合わせくだ
さい。
問保険年金課☎（88）9137
郡山年金事務所☎024(932)3434

マイナポイントをもらうための
支援窓口を開設
　ご自身でのマイナポイントの設定
が困難な人へ、7月1日から支援コー
ナーを設置しています。
時午前8時30分～午後5時
場市民課、長沼・岩瀬各市民サービ
スセンター
必要な物　マイナンバーカード、マ
イナンバーカードを作るときに設定
した4桁の暗証番号
マイナポイントって何？
　キャッシュレス決済を利用したと
きに付与されるポイントです。
他詳しくは、マイナポイント公式
ホームページまたは総務省マイナン
バー総合フリーダイヤルにお問い合
わせください。
問総務省マイナンバー総合フリーダ
イヤル☎0120（95）0178
行政管理課☎（88）9120

水道水は、「水道法」に基づく51項目の水質
基準に適合した、安全・安心な水です。
夏は冷やすとよりおいしく飲めます！
　水は10℃から15℃程度でおいしく感じ、
水道水を冷やすだけでもおいしく飲むことができます。
　また、水道水には消毒のための塩素が含まれています。汲

く

み置きや煮沸
することで減少しますが、その際はなるべく早く飲むようにしましょう。
問水道施設課☎（63）7131

水道水はおいしくて安全です■ 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。
●農産物などの放射性物質濃度の測定結果（4月分）（単位：件） ●各地区の放射線簡易測定結果（6月1日～10日に測定）（値：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 185 0 0 185
果樹類 0 0 0 0
穀　類 0 0 0 0
きのこ 0 0 0 0
山　菜 45 7 0 52
その他 3 0 1 4
計 233 7 1 241

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 0.06 0.12 0.08
西　袋 63 0.06 0.17 0.10
稲　田 14 0.07 0.13 0.09
小塩江 25 0.06 0.12 0.08
仁井田 36 0.07 0.18 0.10
大　東 31 0.06 0.12 0.08
長　沼 47 0.06 0.20 0.12
岩　瀬 51 0.07 0.18 0.12

須賀川消防 検索検索

鉛製給水管の布設替工事に
ご協力を
　鉛製給水管でも、水道水は水質基
準を満たしているので安心して使用
できますが、安全管理を更に強化す
るため、ポリエチレン管への布設替
工事を計画的に行っています。工事
の際はご協力をお願いします。
　鉛製給水管が使われているかどう
か調べたいときは、水道施設課にお
問い合わせください。
問水道施設課☎（63）7131

新型コロナウイルス感染症に
関連した差別や偏見はやめましょう
　感染者や医療従事者の皆さんへの
誤解や偏見による差別は決してあっ
てはなりません。
新型コロナウイルス感染症に関連

した差別などの人権相談は、みんなの
人権110番にお問い合わせください。
問みんなの人権110番☎0570（003）110

敬老祝商品券の取扱加盟店の募集

対市内で小売・飲食・サービス業な
どを営む事業所
※「風営法」の許可を受けている事業
所を除く
申▶新たに登録を希望する事業所
加盟店登録申請書（提出先に設置ま
たは市ホームページからダウンロー
ド）に記入の上、長寿福祉課、長沼・
岩瀬各市民サービスセンター、各公
民館（長沼・岩瀬を除く）に提出して
ください。
▶昨年度の登録事業所　6月に郵送
した文書を確認してください。
締7月20日（月）
問長寿福祉課☎（88）8116

特別定額給付金の申請は
8月14日(金)までです
給付対象者1人に付き10万円が支
給される特別定額給付金の申請期限
は、8月14日(金)です。
　申請期限後は、受給できなくなり
ますので、期限内の申請をお願いし
ます。
問特別定額給付金担当☎（75）1111

ふとんハンガー
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