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人口・世帯数
現住人口　3.1.1現在（前月比）
⃝人　口　75,261人（▲37人）
　　　男　36,981人（▲18人）
　　　女　38,280人（▲19人）
⃝世帯数　27,798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3月31日（水）
⃝市県民税（普通徴収）	 随期分
⃝国民健康保険税（普通徴収）	 随期分
⃝介護保険料（普通徴収）	 随期分
⃝後期高齢者医療保険料（普通徴収）	随期分

今月の休日納税相談窓口開設
⃝日時　3月28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

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〜
暮らしに役立つ身近な情報などを毎日
発信しています。

インターネットラジオ周波数は

　令和3年度の牡丹キャンペーンクルーは、新型コ
ロナウイルス感染症の影響で、本年度のクルーの活
動が減少したこと、クルー選考会の開催が困難な
ことなどにより、令和2年度と令和元年度のクルー
が継続して務めます。
　3人のクルーは、新型コロナウイルス感染症の状
況をみながら、須賀川牡丹園などをピーアールし、
4月から令和4年3月まで、須賀川市の魅力を全国に
発信します。

令和2年度牡丹キャンペーンクルー
▶有賀	くらら	さん　▶渡

わた

部
べ

	菜月	さん
令和元年度牡丹キャンペーンクルー　
▶小野寺	里佳子	さん

☞観光交流課☎（88）9145

令和3年度牡丹キャンペーンクルー
～変わらぬ笑顔で須賀川の魅力を発信～

対0歳から18
歳に達して最
初の3月31日
を迎えるまで
の子ども（子ども1人に付き1枚）
内全国の協賛店で提示すると、様々
なサービスが受けられます。
申保護者の本人確認ができる物をお
持ちになり、こども課でお申し込み
ください。
※カードは随時交付しています。
問こども課☎（88）8114

子育て応援パスポート
「ファミたんカード」のご利用を

対次の全てに該当する人
▶大学・大学院・短期大学に在学し
ている人（4月入学予定者を含む）
▶本人または保護者が市内在住の人
▶経済的な理由で修学が困難な人
※ほかの奨学資金制度の貸与を受け
ることはできますが、給付を受ける
ことはできません。国の高等教育無
償化に伴う給付型奨学金との併給も
できません。
奨学資金（給付）　月額5万円（原則
として返還義務はありません）
募集期間　4月1日（木）〜30日（金）
応募方法　出身高校を通して、学校
長の推薦により必要な書類を添えて
お申し込みください。申込用紙は、
各高校に設置してあります。
問教育総務課☎（88）9166

令和3年度の奨学生

　令和3年第1回市議会臨時会が2月
1日に開かれ、新型コロナウイルス
感染症に対応するため、新たに必要
となる経費などの一般会計補正予算
をはじめとした予算議案3件を提出
し、原案どおり可決されました。
☞行政管理課☎（88）9120

市議会
臨時会

新型コロナウイルス感染
症対応の経費などを可決

須賀川市公式LINE
　イベント・観光情報や子育て情報、
自然災害などの緊急情報を受信できる
ほか、ホームページと連携した情報提
供も行っています。

友だち募集中だボー！

友だち追加ページ

マイナンバーカードの申請はお早目に マイナポイントの手続きが9月30日（木）まで延長になり ました。3月31日（水）までにマイナンバーカードを「申請した人」が対象です。　☞市民課☎（88）9134

野焼きは原則禁止です
枯れ草火災にご注意を！
　無許可で枯れ草や廃棄物を野外で　
焼却する野焼きは、原則禁止されて
います。
　例外として認められる凍霜害防止
の稲わら焼却、焼き畑などを行うと
きは、風の強い日は避け、必ず消火
準備をしましょう。
　なお、野焼きを行うときは、事前
に農政課の許可と消防署への届け出
が必要です。
問農政課☎（88）9140
須賀川消防署☎（76）3197

引っ越しシーズンに合わせた
住民異動の「休日・延長窓口」
▶休日窓口　3月28日（日）　午前9
時〜午後4時
▶延長窓口　3月29日（月）・30日（火）・
31日（水）、4月1日（木）　
午後5時15分〜7時
場市民課、保険年金課、こども課
※社会福祉課は延長窓口のみ開設
内住民異動届とそれに伴う国民健康
保険、児童手当、こども医療に関す
る手続きなど
※内容によっては、全ての手続きを
完了できないときがあります。
問市民課☎（88）9134

水道の開閉栓の申し込みは
お早目に
　引っ越しなどの異動時期は、水道
の開閉栓の依頼が混み合いますの
で、お早目にお申し込みください。
申込場所　水道お客さまセンター
（市役所1階）　※電話申込可
申込期限　開閉する日（土・日曜日、
祝日、年末年始を除く）の3日前まで

　納め忘れを防げる口座振替を推進
しています。ぜひご利用ください。
申込場所　水道お客さまセンター、
市内の金融機関
問水道お客さまセンター☎（63）7111

4月から拡大する公共下水道の
供用開始区域の縦覧
時3月15日（月）〜26日（金）　午前9
時〜午後5時　
場下水道施設課
他供用開始区域など詳しくは、市
ホームページをご覧ください。
問下水道施設課☎（88）9160

水道料金は便利な口座振替で

　釈迦堂川を元気に泳ぐ「こいのぼ
り」の寄付を受け付けています（耐久
性のある化学繊維製のもの）。
申生涯学習スポーツ課または各公民
館にお持ちください。
問生涯学習スポーツ課☎（88）9173

ご家庭で眠っている
「こいのぼり」をお譲りください

スポーツ少年団の団員募集
～スポーツは一生のともだち～
　スポーツ少年団では、活動を通し
て子どもたちの「こころ」と「からだ」
を育てます。
　運動が苦手でも、体力作りや仲間
作りにチャレンジしてみませんか。
申募集チラシ（小・中学校を通して
3月中旬に配布）をご覧の上、各少
年団にお申し込みください。
　活動種目や練習場所、代表者など
詳しくは、チラシをご覧いただくか
市ホームページをご覧ください。

問生涯学習スポーツ課☎（88）9174
須賀川市スポーツ少年団 検索

　4月から5月までの期間は、寒暖
差が大きく、晩

おそ

霜
じも

のおそれがありま
す。テレビやラジオなどで、気象庁
による「霜注意報」に注意し、早目に
凍霜害の対策をしましょう。
防止対策
▶野菜類は、育苗ハウスなどの温度
管理に注意し、降霜のおそれがある
ときは、資材の被

ひ

覆
ふく

などで保温する。
▶果樹は、防霜ファンの活用や燃焼
法により加温する。
※燃焼材として古タイヤを使用する
ことは、法律で禁止されています。
問農政課☎（88）9139

凍霜害から農作物を守りましょう

　須賀川駅周辺は、自転車やバイク
の放置禁止・規制区域です。公共の
場所に放置すると、歩行の妨げや盗
難などにつながりますので「駅前自
転車等駐車場」をご利用ください。
　利用券（一時利用券と定期利用券）
は、駅前自転車等駐車場管理人室で
販売しています。
※利用期限が過ぎている自転車など
は、廃棄処分になります。
⃝利用料金	 （単位：円）

問市民安全課☎（88）9128
駅前自転車等駐車場☎（72）8953

駅前自転車等駐車場のご利用を

区　分
自転車 自動二輪・原付

一般 生徒 一般 生徒

一時
利用

1階 100 150

2階 80 ―

定
期
利
用

１
カ
月

1階 1,150 830 2,090 1,570

2階 830 620 ―

３
カ
月

1階 3,140 2,300 5,650 4,290

2階 2,300 1,670 ―

６
カ
月

1階 5,860 4,190 10,680 7,960

2階 4,290 3,030 ―

狂犬病予防の集団注射と
愛犬の登録
　生後91日以上の犬は、生涯1回の
登録と、年1回の狂犬病予防注射が
法律で義務付けられています。
　狂犬病予防の集団注射を4月7日
（水）から行います。なお、犬の登録
も同時に行えます。
　会場や詳しい日程などは、市ホー
ムページをご覧いただくか、環境課
にお問い合わせください。
※狂犬病予防注射と犬の登録は、動
物病院でも同時に行えます。
予防注射と登録の料金（1頭当たり）
▶注射料　2,700円
▶注射済票の交付手数料　550円
▶犬の登録料　3,000円（初回のみ）
他飼い主や飼い主の住所（犬の所在
地）が変わったとき、飼い犬が死亡
したときは、忘れずに手続きをして
ください。
問環境課☎（88）9129

献血にご協力を

時3月21日（日）　午前10時〜午後4
時
場イオンタウン須賀川（古河105）
問健康づくり課☎（88）8125

市営住宅の入居者募集の中止

　3月に予定していた市営住宅の入
居者募集は、2月13日に発生した令
和3年福島県沖を震源とする地震の
被災者へ提供するため、募集は行い
ません。
問建築住宅課☎（88）9152
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