
須賀川市公式LINE
災害・感染症情報も配信中！
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市役所でパスポートの申請・交付ができます 市民課パスポート窓口で、 パスポートの申請・交付手続きを受け付けています。　☞市民課☎（88）9134

市営住宅の入居者募集
受付期間　8月2日（月）～12日（木）
入居予定日　9月16日（木）　※8月27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 ノ 坊 114 12,700～16,700 3K

単身可
S51

山 寺 北 5-12（1階） 21,600～42,500
2LDK

H12

和 田 池
142（3階） 18,600～36,500

H2
143（3階） 22,100～43,500

3LDK 2人以上
松ヶ丘東

97（1階） 18,100～35,500
S57

102（3階） 18,100～35,500

桜 岡
3-302（3階） 23,300～45,700 H5
6-201（2階） 23,900～46,900 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

人口・世帯数
現住人口　3.6.1現在（前月比）
⃝人　口　74,732人（△24人）
　　　男　36,732人（±0人）
　　　女　38,000人（△24人）
⃝世帯数　27,820世帯（+8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（火）
⃝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29日（日）
　　　　午前9時～午後4時
⃝場所　収納課

市民提案制度
「市政情報」の「ご意見・提
案」ページから送信 市民提案制度

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

就職につながる求職者支援訓練

　就職活動に生かせる職業訓練を無
料で受講できます。一定の要件を満
たせば、生活支援金を受給しながら
訓練を受講することも可能です。
申・問ハローワーク須賀川職業相談
部門☎（76）8609

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。
　9月30日（木）まで市役所敷地内に
垂れ幕を掲示しています。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

　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。
対市内在住で、運転免許（小型特殊、
原動機付き自転車を含む）を取得後、
満8年以上無事故・無違反の人
※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（金）
問市民安全課☎（88）9128

須賀川・岩瀬地方交通安全大会
優良運転者表彰の上申受付

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）91238月は「道路ふれあい月間」

　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、国内で最初
の道路改良計画が実施されたことな
どから「道の日」が制定されました。
問道路河川課☎（88）9148

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

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　時9月25日（土）
午前9時30分
※来年6月の収穫まで全4回開催予定
場柱田地区　対市内在住の人
定30人　締9月7日（火）
￥7,000円（種・肥料・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　ニンニク 検索

農地パトロールと農地利用状況
調査の実施
実施時期　8～9月
農地パトロール　農地法の許可（届
け出）後の履行状況確認や、農地の違
反転用防止のための見回りを行いま
す。
農地利用状況調査　遊休農地の発生
防止と解消のため、実態調査を行い
ます。
農地利用意向調査　農地利用状況調
査の結果、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
機構との協議案内などを行います。
問農業委員会事務局☎（88）9165

都市計画公聴会

　都市計画道路の関下一里坦線（仁
井田字関下～森宿字辰根沢地内）は、
計画道路の変更を予定しています。
　都市計画案の作成にあたり、皆さ
んの意見を聴くため、公聴会を開催
します。
時8月23日（月）　午後6時30分
場市役所4階「大会議室Ｄ」
内県中都市計画道路の変更
縦覧　8月2日（月）～16日（月）の期間
に、素案を都市計画課で縦覧できます。
公述申出書の提出　県中都市計画区
域在住で、公聴会で意見を述べたい
人は、住所・氏名・生年月日・電話
番号・意見理由と意見の要旨を記入
した申出書（A4版で400字程度）を
8月18日（水）までに都市計画課に提
出してください。
問都市計画課☎（88）9155

水害をテーマにした動画の配信

「これまでの大丈夫が、いま危ない。」
　近年、激

げきじん

甚化する災害に備えるた
め、令和元年東日本台風の被災者の
体験を基に、県が啓発動画を作成し
ました。ぜひ一度ご覧ください。

問県庁危機管理課☎024（521）8651		
そなえるマイ避難 検索

「マチイロ」で広報紙を身近に！
無料の「マチイロ」アプリで、どこでも
「広報すかがわ」を読むことができます。

漏水の発見にご協力ください

　市では、配水流量の監視や漏水調
査業務委託など、漏水の早期発見に
努めていますが、皆さんの通報が早
期発見と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。
▶晴天が続いても地面が濡れている。
▶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

須賀川地方保健環境組合職員
（高校卒程度）を募集
募集職種
①中途採用者（就職氷河期世代）
一般事務（1人程度）
②新採用者　一般事務（1人程度）
採用予定日　令和4年4月1日（金）
受験資格
①昭和56年4月2日から昭和58年4
月1日までに生まれた人
②平成6年4月2日から平成16年4月
1日までに生まれた人
※①・②いずれも学歴は問いません

場須賀川地方保健環境組合
1次試験（教養試験、適正検査、作文）
時11月7日（日）
2次試験（口述試験、健康診断）
時12月上旬（1次試験合格者のみ）
受付期間　9月1日（水）
～10月1日（金）
※詳しくは、組合ホーム
ページをご覧ください。
問須賀川地方保健環境組合
☎（73）4515

鉛製給水管の布設替工事に
ご協力を
　鉛製給水管は、昭和63年までの
新築家屋などで使用され、3月末時
点で約1,550件あります（長沼・岩
瀬地域では使用されていません）。
　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。
　なお、朝一番や長期不在の後は、
水道水に鉛がごく僅かに溶け出して
いることがありますので、念のため
飲用以外の用途にお使いください。
問水道施設課☎（63）7131

募集
種目 受験資格 申込

期限 試験日

一般曹
候補生

18歳以上
33歳未満

9月6日
（月）

9月16日
（木）～
19日（日）
のいずれ
か1日

航空
学生

高卒（見込み
含む）
▶海上自衛隊
は23歳未満
▶航空自衛隊
は21歳未満

9月9日
（木）

9月20日
（月）

自衛官の募集

　防衛省では、次のとおり一般曹候
補生、航空学生を募集しています。

申・問自衛隊郡山地域事務所
☎024（932）1424

組合職員採用

マチイロ紹介ページ
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