
お詫びと訂正
　広報すかがわ7月号6ページの「令和
2年度　4月専決予算・5月補正予算・
6月補正予算」内で、新型コロナウイル
ス緊急対策事業の金額に誤りがありま
した。正しくは次のとおりです。
【正】81億9,898万2千円
【誤】81億7,598万2千円
問財政課 ☎(88)9121

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～

インターネットラジオ周波数は

人口・世帯数
現住人口　2.6.1現在（前月比）
●人　口　75,429人（△18人）
　　　男　37,081人（＋1人）
　　　女　38,348人（△19人）
●世帯数　27,620世帯（＋17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8月31日（月）
●市県民税（普通徴収） 2期分
●国民健康保険税（普通徴収） 2期分
●介護保険料（普通徴収） 2期分
●後期高齢者医療保険料（普通徴収） 1期分

今月の休日納税相談窓口開設
●日時　8月30日（日）
　　　　午前9時～午後4時
●場所　収納課
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核兵器をなくそう

　核兵器廃絶による世界の恒久平和
を実現するため、市は平成元年に「核
兵器廃絶平和都市」を宣言しました。
　7月1日から9月30日まで市庁舎
敷地内に垂れ幕を掲示します。この
機会にぜひ、皆さんで平和について
考えてみましょう。
問市民安全課☎(88)9128

ふるさと納税返礼品の
提供事業者を募集
　本市の返礼品として、市内で生産・
販売している農産物や加工品、地域
産業の振興につながる魅力的な商品
を随時募集しています。
　季節限定や数量限定の農産物など
も可能ですので、お気軽にお問い合
わせください。
問税務課☎（88）9123

国民年金保険料の
産前産後期間の免除制度
　第1号被保険者が出産したとき、
産前産後の一定期間の保険料が全額
免除されます。
対第1号被保険者で、出産日が平成
31年2月1日以降の人（死産を含む）
免除となる期間　出産日が属する月
の前月から4カ月間
※多胎出産（双子以上）のときは、出
産日が属する月の3カ月前から6カ
月間
必要な物 出産日が確認できる書類
（母子健康手帳など）
※家族が申請するときは印章も必要
他全額免除が認められた期間は、保
険料を納付したものとして老齢基礎
年金の受給額に反映されます。
申・問保険年金課☎（88）9137

　11月に開催予定の須賀川・岩瀬
地方交通安全大会で表彰します。
対運転免許(小型特殊、原動機付き
自転車を含む)取得後、満7年以上無
事故・無違反の市内居住者
※過去に同種の表彰を受けた人を除く
申上申書（市民安全課に設置）に自動
車安全運転センター福島県事務所で
発行した「無事故・無違反証明書」（9
月中に発行のもの）を添えて、市民
安全課に申請してください。
※証明書の交付まで約1週間掛かり
ます。　締10月1日（木）
問市民安全課☎（88）9128

須賀川・岩瀬地方交通安全大会
優良運転者の上申受付

市営住宅の入居者募集
受付期間　8月3日（月）～12日（水）　
入居日　9月16日（水）　※8月28日（金）に公開抽選を行います。
●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 寺 北 5-11 (1階) 22,800 ～ 44,900 2LDK 単身可 H12
松ヶ丘東 95 (3階) 18,100 ～35,500

3LDK 2人以上

S57
和 田 池 132 (2階) 21,800 ～ 42,900 H1

桜 岡
1-301 (3階) 23,000～ 45,100 H4
7-301 (3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 6-101 (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

お盆の供物収集

集積場所　須賀川地域の各お寺で指
定された場所
締8月16日(日)
午後6時まで
他長沼・岩瀬地域の
お寺での収集は行い
ません。通常のごみ収集日に、ごみ
ステーションに出してください。
問環境課☎（88）9129

鳥追い爆音機などの使用は
周辺住民にご配慮を
　鳥追い爆音機などは、水稲や果樹
への鳥による被害の軽減に効果があ
る一方で、周辺住民の皆さんから安
眠妨害などの苦情が寄せられていま
す。爆音機などを使用する際は、ほ
場内の設置場所や発生音量、使用時
間帯などに十分な配慮をお願いしま
す。
　周辺にお住まいの皆さんは、爆音
機などの使用が営農活動の一環であ
ることをご理解ください。
問農政課☎（88）9139

貯水槽は日頃から管理を

　水圧が不足する3階建て以上の建
物、または、一時的に大量の水を使
用する建物などでは、水道水を一旦
受水槽にため、ポンプで屋上などに
ある高置水槽にくみ上げてから、各
部屋に給水しています。この受水槽
や高置水槽を一般的に「貯水槽」と呼
びます。
　貯水槽の管理は、建物の設置者や
所有者が行うことになっています。
安全で安心な水の確保のため、貯水
槽を定期的に点検しましょう。
直結給水への変更も可能
　貯水槽を使用している3階建てま
での建物でも、水圧、水量が確保で
きるなどの基準に適合しているとき
は、直結給水が可能です。
　詳しくは、指定給水措置工事事業
者また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

ニンニク栽培体験の参加者募集

　遊休農地を活用して、体験型市民
農園を開設します。ニンニク約100
株を約2坪の農園に自分で植え、収
穫できます。
第1回講習会　9月26日（土）
※来年6月の収穫まで4回開催予定
場柱田地区
定70人　
締9月8日（火）
￥7,000円（種代、
肥料代、農薬代な
ど）
　申込方法など詳
しくは、市農業公社ホームページを
ご覧ください。

問（公財）須賀川市農業公社☎（65）3659
須賀川市農業公社 検索検索

農地パトロールを行います

　8月から9月にかけて農地パトロー
ルなどの現地調査を行います。
農地パトロール　農地法の許可（届
出）後の履行状況確認や農地違反転
用の発生防止に取り組みます。
農地利用状況調査　遊休農地の発生
防止と解消のため、農地の実態把握
に努めます。
農地利用意向調査　遊休農地の所有
者に、今後の利用の意向確認や農地
中間管理機構との協議などの案内を
行い、農地の再生・活用推進を図り
ます。
問農業委員会事務局☎（88）9165

8月は「道路ふれあい月間」

　道路ふれあい月間は、安全で快適
な道路環境を守るために、道路の役
割や大切さを改めて認識する期間で
す。
　この機会に道路の重要性を見直
し、安全に正しく、きれいな利用を
心掛けましょう。
8月10日は「道の日」　大正9年8月10
日に、現在の道路の基礎となる道路
整備計画が決められたことを記念し
て定められました。
問道路河川課☎（88）9148

佐藤　スマさん

（芦田塚・大正9年6月25日生まれ）

いつまでもお元気で
～百歳賀寿～

　昨年の台風第19号で越水が発生
した阿武隈川の小作田橋と雲水峯大
橋は、大規模な洪水が予想されると
きは通行止めになります。
通行止めになる箇所・問合せ先
▶小作田橋（県道母畑須賀川線）・須
賀川土木事務所☎（75）3196
▶雲水峯大橋（市道Ⅰ-22号線）・道
路河川課☎（88）9148
阿武隈川の洪水に関する問合せ
国土交通省福島河川国道事務所郡山
出張所☎024（943）6591
問道路河川課☎（88）9148

QRコードの読み取り方法　≪iPhoneの例≫

カメラアプリや専用アプリ
を立ち上げ、QRコードに
カメラをかざす。

WEBサイトが表示される。
右のQRコードでウルトラ
FMを聞いてみよう！
いつでも聞けるよう、ブッ
クマークしよう。

カメラがQRコードを捉え
ると目的のWEBサイトへ
の案内が表示されるので、
タップする。

災害時の通行止めにご注意を

インターネットで
ウルトラＦＭを聞いてみよう！

「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

※QRコードの読み取り方法は、スマート
フォンの機種やOSによって異なります。
QRコード読み取り専用のアプリやそれ
ぞれの機種に備わった機能を使い、読み
取ってください。
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