
10月は不正軽油撲滅強化月間

　県では、関係団
体と協力して不正
軽油の排除に取り
組んでいます。
　不正軽油の防止・
撲滅には皆さんのご協力と情報提供
が欠かせません。
　不正軽油について、県税務課また
は最寄りの地方振興局県税部に情報
をお寄せください。
問県税務課☎024（521）7205
県中地方振興局県税部
☎024（935）1264

稲わら野焼きは、風向き・時間
帯に気を付けましょう

時11月20日（金）　午前10時
場市役所2階「会議室203」
公売対象財産
▶所在：畑田字愛宕山33番地　
▶地目：田　
▶地積：2,313㎡　
外4筆　計7,784㎡
※市税滞納者、税務に関係する職員、　
公売財産の買い受けについて一定の
資格を有しない人は参加できません。
問収納課☎（88）9127

漏水発見時の通報にご協力を

　市では、配水流量の監視や漏水調
査などにより漏水の早期発見に努め
ていますが、市民の皆さんの通報が
早期修繕に大変有効です。
　次のようなときは水道管の漏水の
可能性がありますので、水道施設課
にご連絡ください。
▶晴れた日が続い
ているのに地面が
濡れている。
▶蛇口からの水の
出方が急に弱く
なった。
問水道施設課☎（63）7131

市庁舎の避難訓練と停電検査

水田の稲わら焼却により「煙たい」
「洗濯物に臭いが付く」「体調の悪い
人がいるので困る」などの苦情が寄
せられています。
　農業を営むためにやむを得ず稲わ
らを焼却するときは、風向きや時間
帯に気を付け、周辺住民の迷惑にな
らないようにしま
しょう。
　稲わらは、貴重
な有機資源です。
なるべく野焼きは
行わず、稲刈り後は早目の耕起作業
による土作りを心掛けましょう。
問農政課☎（88）9139

避難訓練
時10月14日（水）　午後3時～4時
停電検査
時10月24日（土）
※停電検査のため、夜間休日窓口を
除く庁舎内の全施設と、地下駐車場
は利用できません。
問行政管理課☎（88）9122

今月の主なスポット放送
風流のはじめ館について
10/23（金）　13:00～15:00

市政情報番組も毎日放送中
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

「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　2.8.1現在（前月比）
●人　口　75,355人（△22人）
　　　男　37,032人（△14人）
　　　女　38,323人（△8人）
●世帯数　27,662世帯（＋24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11月2日（月）
●市県民税（普通徴収） 3期分
●国民健康保険税（普通徴収） 4期分
●介護保険料（普通徴収） 4期分
●後期高齢者医療保険料（普通徴収） 3期分

今月の休日納税相談窓口開設
●日時　10月25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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すかがわ産業フェスティバル2020の中止 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため

　これまでの行政機能や生涯学習機
能のほか、災害時の防災拠点や地域
コミュニティの拠点として新たに整
備し、会議室や和室、調理室や多目
的トイレなどを備えた、機能的で利
用しやすい施設になりました。
　新しい公民館の見学会や施設使用
料金などは、市ホームページをご覧
ください。
問稲田公民館☎（92）2003

　平成24年から令和元年まで行っ
ていた米の全量全袋検査は、直近5
年間に基準値（100Bq/㎏）を超える
数値が検出されていないことから、
令和2年産米から「モニタリング（抽
出）検査」に移行します。
　モニタリング検査では、検査対象
になった米を採取・検査後に、県の
ホームページなどで結果を公表しま
す。生産者の皆さんは、公表までの
間、令和2年産米の出荷・流通の自
粛にご協力をお願いします。
検査期間　9月下旬頃～順次
検査対象　旧町村単位の13地域ごと
に県で選定・採取
問農政課☎（88）9138
須賀川農業普及所☎（72）3080

令和2年産米から
「モニタリング検査」に移行

道路占用は許可が必要です

道路を継続して使用することを
「道路占用」といいます。
　次のように占用するときは、国・
県・市などの「道路管理者」の許可が
必要です。
▶住宅の解体や新築工事による仮設
足場や仮囲いなどを設置するとき
▶上下水道管、ガス管、排水管など
を埋設するとき　など
道路は大切な公共施設です。皆さ

ん一人一人が道路を正しく利用し、安
全で快適な道路空間を作りましょう。
問道路河川課☎（88）9148

「公的年金等の受給者の扶養親族
等申告書」は期限までに提出を
　日本年金機構では、公的年金につ
いて源泉徴収の対象となる人に、9
月中旬から「令和3年分公的年金等
の受給者の扶養親族等申告書」を送
付しています。控除を受ける人は、
必ず提出してください。
対老齢年金受給者で支払年金額が
158万円（65才未満
の人は108万円）以
上の人
※令和2年分より、
源泉徴収の対象と
ならない人は提出不要
提出期限　10月30日（金）
問い合わせ専用ダイヤル　☎0570
（081）240
問保険年金課☎（88）9137

10月11日～20日は
「全国地域安全運動」期間
　「なりすまし詐欺」などの高齢者を
狙った犯罪が多発しています。
　また、空き巣などの侵入犯罪や車
上荒らし、万引き、自転車の盗難な
どの街頭犯罪も多く、これらを防止
するため、全国一斉に地域安全運動
が展開されます。
統一スローガン　「みんなで　つく
ろう　安心の街」
サブスローガン　「消せないよ　心
のきずと　そのしゃしん」
運動の重点
▶「なりすまし詐欺」の被害防止
▶子どもと女性の犯罪被害防止
問須賀川警察署☎（75）2121
市民安全課☎（88）9128

稲田公民館（稲田市民サービス
センター）が移転します

不動産公売

11月9日～15日は「秋季全国火災予防運動」期間

　これからの時期は、火災が発生しやすく、火の取り扱いには十分
な注意が必要です。
　今年8月末現在で、市内では3件の住宅火災が発生し、この3件全
ての住宅に住宅用火災警報器が設置されていませんでした。市内の
住宅用火災警報器の設置率は、69.1％（令和元年6月1日現在）となっ
ており、全国の82.3％を大きく下回っています。
　火災から命を守るため、住宅用火災警報器の設
置をお願いします。
問須賀川消防署☎024（76）3197

その火事を　防ぐあなたに　金メダル

時10月27日（火）　午後6時30分
場矢吹町文化センター
都市計画案の縦覧
時10月6日（火）～20日（火）　午前8
時30分～午後5時15分
場都市計画課、県中建設事務所企画
調査課（郡山市）、県庁都市計画課（福
島市）
公述の申し出　公聴会で計画案に意
見がある人は、縦覧場所に備え付け
の用紙に必要事項を記入の上、10
月20日（火）までに縦覧場所にお申
し出ください。
※県中都市計画区域または県南都市
計画区域内在住者に限る。
問県中建設事務所企画調査課
☎024（935）1449
県都市計画課
☎024（521）7508

都市計画道路　国道4号線（矢吹
鏡石拡幅）の変更に関する公聴会

時令和3年1月10日（日）　午前11時～11時30分　場須賀川アリーナ
対平成12年4月2日から13年4月1日までに生まれた人
※10月1日現在、本市に住民登録のある人には、11月上旬に案内状を郵送
します。
他10月2日（金）以降に転入した人や、市外在住で本市の成人式に出席希望の
人は、申込書（各申込場所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、12月11日（金）までに生涯学習スポーツ課、各公民館、
tette、コミュニティプラザにお申し込みください。
※ホームページで必要事項を確認の上、メールで申し込むこともできます。
manabi@city.sukagawa.fukushima.jp
新成人代表者を募集しています
応募要件　成人式の対象者で、選考やリハーサル
（当日午前9時30分からの予定）に出席できる人
内▶成人証書代表受領　1人
▶誓いの言葉　2人（男女各1人）
締10月30日（金）　　
申・問生涯学習スポーツ課☎（88）9171

成人式のご案内

開催を中止します。　☞すかがわ産業フェスティバル実行委員会事務局（農政課内）☎（88）9139
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