
9月20日～26日は動物愛護週間

　動物を飼うときは、最後まで愛情
と責任を持ちましょう。
犬を飼うとき
▶放し飼いはしない。
▶ふんは、飼い主が持ち帰る。
猫を飼うとき
▶家の中で飼う。
▶飼い猫を識別できる工夫をする。
▶繁殖させる計画がないときは、不
妊・去勢手術を行う。
譲渡の手続き　県動物愛護センター
☎024（953）6400（田村郡三春町大字
上舞木字向田17）にご連絡ください。
問環境課☎（88）9129

児童クラブ館の指定管理者募集

対象施設と所在地
▶西袋児童クラブ館（西の内町136）
▶稲田児童クラブ館（岩渕字植松
2-1）
▶仁井田児童クラブ館（仁井田字北
明石田100-1）
▶日高見児童クラブ館（長沼字殿町
85)
▶かしまの森児童クラブ館（桙衝字
下沖58）
指定期間　令和3年4月1日～7年3月
31日（4年間）
募集説明会
時9月11日(金)
午前10時
場市役所1階
「会議室101」
応募書類の配布と受付期間
9月3日(木)～30日(水)
問こども課☎（88）8114

10月1日～ 7日は
全国道路標識週間
　より良い道路空間
整備のため、分かり
にくい、見えにくい
など、道路標識への
ご意見がありました
ら、道路河川課にご
連絡ください。
問道路河川課☎（88）9148

木造住宅の耐震診断者の派遣・
耐震改修費の一部補助
対象住宅　次の3つ全てに該当する
市内の木造住宅
①所有者が居住　②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）　③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階建て以下の住宅
募集期間　予算の上限に達するまで

対対象住宅を所有し、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

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
ののみが対象です。
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

耐震診断者の派遣

耐震改修費の一部補助

車田　キヨミさん
（塩田・大正9年8月3日生まれ）

いつまでもお元気で
～百歳賀寿～

漏水調査にご協力を（中心市街地）

　道路に埋設されている水道管（配
水管）や水道メーターまでの給水管
の漏水調査を、年次計画に基づき
行っています。
　漏水調査は、市が委託した業者が、
市の腕章と写真入りの身分証明書を
着用して伺います。調査の際、宅地
内に立ち入ることになりますので、
ご理解とご協力をお願いします。
期間　10月～令和3年3月
問水道施設課☎(63)7131

9月1日～10月31日は
秋の農作業安全運動重点推進期間
農業機械は適切な利用を　安全装置
の付いた機械を使い、乗用型トラク
ターではシートベルトを着用しま
しょう。
こまめに水分補給を　農作業は気温
の高い時間帯を避け、水分をこまめ
に補給しましょう。ビニールハウス
での作業は特に注意し、疲れを感じ
たら早目に休憩を取りましょう。
農機具による道路の泥汚れに注意
農機具で道路を走行する際は、事前
に泥を落としましょう。道路が汚れ
たときは速やかに清掃し、安全に走
行できるよう心掛けましょう。
問農政課☎（88）9139

住基カードの有効期限満了前に
印鑑登録証の再交付を
　マイナンバーカードの発行開始に
伴い、住基カードの発行は終了して
います。
　住基カードで印鑑登録をしている
人は、印鑑登録証の再交付が必要で
す。対象者には、有効期限の約3カ
月前に通知します。有効期限内であ
れば無料で再交付の手続きができま
すので、忘れずに手続きをしてくだ
さい。
持ち物　住基カード、印章（認め印）、
本人確認書類
申市民課、各市民サービスセンター
他●通知前でも手続き可能です。　
●代理人による受け取りは出来ませ
ん。　●写真付き身分証明書の発行
や、証明書コンビニ交付サービスの
利用を希望する人は、マイナンバー
カードの申請が必要です。　●有効
期限が過ぎた住基カードは、申請窓
口に返却してください。
問市民課☎（88）9134

農地転用には許可が必要です

　農地を農地以外にすることを「農
地転用」といいます。農地を転用す
ると、農地の減少や周辺へ影響を及
ぼすおそれがあるため、農地は「農
地法」で守られています。
転用許可が必要なとき　市街化区域
外で、住宅敷地や駐車場、資材置場
などにするとき
届け出が必要なとき
▶市街化区域内で転用するとき
▶土盛りをして生産性や作業効率を
高めるなどの「改良行為」をするとき
農業者年金受給者はご注意を　受給
者が経営移譲して後継者などに農地
を貸した状態で転用すると、農業者
年金が支給停止になることがありま
す。事前に最寄りの農業委員・農地
利用最適化推進委員または農業委員
会事務局にご相談ください。
問農業委員会事務局☎（88）9165

「すかがわ観光物産館 fl atto(ふ
らっと)」がまちなかにオープン
　産業会館内で営業している須賀川
物産店が、10月に移転します。
　市内の観光土産品をはじめ、県内
の土産品、伝統工芸品や雑貨など、
fl attoならではの品揃えで皆さんを
お待ちしています。
営業開始日
10月2日（金）
午前10時
場中町11（tette隣）
問須賀川市観光物産振興協会（観光
交流課内）☎（88）9144

国民年金第1号被保険者の独自
給付（付加年金）
対国民年金第1号被保険者・任意加
入被保険者
内定額保険料に付加保険料（月額
400円）をプラスすると、老齢基礎
年金に付加年金が上乗せされます。
付加年金額 ＝200円×付加保険料
納付月数
※国民年金基金に加入中の人は、付
加保険料を納付できません。
申・問保険年金課☎(88)9137

宅内漏水にご注意を

　水道使用量が前回と比べて急に増
えたときは、見えない箇所での給水
管破損による漏水が考えられます。
　漏水が疑われるときは、家中の蛇
口を全て閉め、水道メーターの中の
パイロット（銀色のコマ）を確認して
ください。
　パイロットが回転し続けるとき
は、施工した水道工事店や市指定水
道業者に修繕を依頼してください。
業者が分からないときは、水道お客
さまセンターにご連絡ください。
問水道お客さまセンター
☎（63）7111

9月21日～30日は秋の全国交通安全運動

　これからは日没時間が急激に早まります。歩行者は外出の際、反射材を
身に着け、車道を横断するときは十分注意しましょう。
　運転者は、同乗者にシートベルトの着用を働き掛け、早目にライトを点
灯し、子どもや高齢者の近くを通過する際には徐行をするなど、ゆとりを
持って、思いやりのある運転を心掛けましょう。
運動の重点
●子どもを始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用
の確保　●高齢運転者等の安全運転の励行　●夕暮れ時
と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止
問市民安全課☎（88）9128

夕暮れの 一番星は 反射材
森　ミサヲさん

（志茂・大正9年8月4日生まれ）

感染者と接触した可能性につい
て、通知を受け取ることができます。
　感染の可能性をいち早く知ること
で、早期の検査受診や
外出自粛など適切な行
動を取ることができま
す。ー厚生労働省ー 接触確認アプリ

新型コロナウイルス接触確認
アプリCOCOAのご利用を 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　2.7.1現在（前月比）
●人　口　75,377人（△52人）
　　　男　37,046人（△35人）
　　　女　38,331人（△17人）
●世帯数　27,638世帯（＋18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9月30日（水）
●国民健康保険税（普通徴収） 3期分
●介護保険料（普通徴収） 3期分
●後期高齢者医療保険料（普通徴収） 2期分

今月の休日納税相談窓口開設
●日時　9月27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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