
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

人口・世帯数
現住人口　3.7.1現在
⃝人　口　74,368人
　　　男　36,476人
　　　女　37,892人
⃝世帯数　27,178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（木）
⃝固定資産税	 2期分
⃝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26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

募集種目 受験資格 申込
期限 試験日

防衛大学校
学生（一般）

高卒（見込
み含む）
18歳以上
21歳未満

10月27日
（水）

11月6日
（土）・
7日（日）

防衛医科大
学校看護学
科学生
（自衛官候補
看護学生）

10月6日
（水）

10月16日
（土）

自衛官の募集

　防衛省では、次のとおり防衛大学
校及び防衛医科大学校の学生を募集
しています。

申・問自衛隊郡山地域事務所
☎024（932）1424

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
ターに乗る際は、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
トラクターなどの農機具で道路を走
行するときは、事前に泥を落としま
しょう。道路に落ちた泥は、交通事
故の原因となるおそれがあります。
　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

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
▶生後91日以上の犬は、市への登
録手続きをし、年1回の狂犬病予防
注射を受ける。
▶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

漏水調査にご協力を

　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。
　今年度の対象は、仁井田・舘ヶ岡・
長沼・岩瀬地区です。
　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
着用して訪問します。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。
　なお、漏水調査では、浄水器など
を個別に販売したり、手数料を別に
請求したりすることはありませんの
でご注意ください。
実施期間　令和4年1月まで
問水道施設課☎（63）7131

農地の転用には許可が必要です

　農地の減少や周辺への影響を防ぐ
ため、農地は「農地法」で守られてい
ます。農地を農地以外に転用すると
きは、農業委員会の許可や届け出が
必要です。
転用許可が必要なとき　市街化区域
外の農地を住宅敷地や駐車場、資材
置場などに転用するとき
届け出が必要なとき
▶市街化区域内で農地転用するとき
▶農地に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

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ま
した。
　住基カードの有効期限が満了にな
ると印鑑登録証も抹消になるため、
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。
　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　住基カード及び本人確認書
類（運転免許証または健康保険証）
申市民課、各市民サービスセンター
他⃝カードおもて面の有効期限をご
確認ください。　⃝原則、本人によ
る手続きとなりますが、本人以外が
手続きをするときは市民課にご相談
ください。　⃝引き続き、証明書コ
ンビニ交付サービスを利用する人は、
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

福島

社会生活基本調査

　総務省統計局
では、10月20日
を基準とする社
会生活基本調査
を行います。
対無作為に選ば
れた世帯の10歳
以上の世帯員
内国民が1日にどのくらいの時間を
仕事、家事、地域での活動などに費
やしているかや、過去1年間の自由
時間にどのような活動を行ったかを
調査します。
調査方法　9月上旬に、国が選定し
た調査区内の全世帯を調査員が訪問
し、事前調査を行った後、10月中に、
調査対象となった世帯を訪問し、調
査票を配布します。
問企画政策課☎（88）9113

宅内漏水にご注意！

　水道使用量が前回と比べて急に増
えたときは、地中や床下など見えな
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
道業者に修理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

県中都市計画道路の変更計画書
の縦覧
　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、都市計画の変更を予定してい
ます。
縦覧期間　9月13日（月）〜30日（木）
縦覧場所　都市計画課
問都市計画課☎（88）9155

「緑の基本計画」改定委員の募集

対市内在住または在勤の20歳以上
の人　※市が設置するほかの公募委
員に委嘱されている人、市税などを
滞納している人を除く
定若干名（応募多数のときは抽選）
任期　委嘱の日から2年間
申応募用紙（都市計画課に設置また
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、都市計画
課に提出　※郵送可　〒962‒8601
（住所記載不要）都市計画課宛
募集期間　9月6日（月）〜24日（金）
問都市計画課☎（88）9156

令和3年産米モニタリング検査

　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/kg）を超える
数値が検出されていないため、令和
2年産米から「モニタリング（抽出）
検査」に移行しました。
　県では、令和3年産米も、モニタ
リング検査を実施し、県ホームペー
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3年産米の無償譲渡を含めた出
荷・流通の自粛にご協力をお願いし
ます。
検査期間　9月中旬頃〜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

「カタログポケット（無料アプリ）」  
 で広報紙を読む・聞く・訳す
アプリ内で「須賀川市」を検索。外国語での
広報紙音声読み上げ機能などもあります。

カタログポケット紹介

ご存じですか？検察審査会

　検察審査会は、検察官が被疑者を
裁判にかけなかったこと（不起訴処
分）が正しかったかどうかを11人の
検察審査員で審査しています。
　検察審査員は、20歳以上の選挙
権を有する人の中から「くじ」で選ば
れます。検察審査員に選ばれたとき
は、ご協力をお願いします。
※この審査の申し立てができるの
は、被害者などに限られています。
問郡山検察審査会☎024（932）5656

募集作品　「選挙」をテーマとした川柳（1人5句まで）
応募方法　応募用紙または任意の用紙に、郵便番号・住所・氏名（ペンネーム可）・
性別・年齢・電話番号を記入の上、次のいずれかの方法でご応募ください。
※児童・生徒は、学校名・学年も記入
①選挙管理委員会事務局に提出　②各図書館などに設置の投句箱に投句
③郵送　〒962‒8601（住所記載不要）選挙管理委員会事務局宛
締9月30日（木）　他応募作品は展示会のほか、市ホームページなどで紹介します。
また、入賞者には賞状と記念品を贈呈します。
問選挙管理委員会事務局☎（88）9163

第4回すかがわ選挙川柳の募集
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