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須賀川市公式 LINE
災害・感染症情報も配信中！

友だち追加ページ

人口・世帯数
現住人口　4.2.1 現在（前月比）
⃝人　口　74,120人（△41人）
　　　男　36,375人（△14人）
　　　女　37,745人（△27人）
⃝世帯数　27,331世帯（△2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5月2日（月）
⃝市県民税（普通徴収）	 随時分
⃝国民健康保険税（普通徴収）	 随時分
⃝介護保険料（普通徴収）	 随時分
⃝後期高齢者医療保険料（普通徴収）	随時分

今月の休日納税窓口開設
⃝日時　4月24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〜

周波数は

「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

測定値
（セシウム）

品名 計野菜 果樹類 穀類 きのこ 山菜 その他
検出せず 71 2 4 0 0 7 84

100Bq/kg以下 0 0 0 0 0 1 1
100Bq/kg超 0 0 0 0 0 6 6

計 71 2 4 0 0 14 91

※100Bq/kg超の農産物は流通していません。

　詳しい測定結果は、市ホームページをご覧ください。 （単位：件）

対4月1日現在で軽自動車を所有（登
録）し、心身に障がいがあるなど一
定の条件に該当する人
※軽自動車と普
通自動車の両方
を所有している
ときは、どちら
か1台分に限り
ます。自動車税
（種別割）は月割計算で減免されます
が、軽自動車税（種別割）は、申請期
限を過ぎるとその年度は減免されま
せん。
申請に必要な物
▶次のいずれか1つ　⃝身体障害者
手帳　⃝戦傷病者手帳　⃝療育手帳
Ａ　⃝精神障害者保健福祉手帳1級
と自立支援医療受給者証（精神通院）
の両方
▶運転する人の運転免許証
▶自動車検査証
▶軽自動車税（種別割）減免申請書
▶納税義務者のマイナンバーが確認
できる物
▶家族などが運転する旨の申立書
（初年度のみ）
申請期限　5月24日（火）
問税務課☎（88）9124、長沼市民サー
ビスセンター☎（67）2112、岩瀬市
民サービスセンター☎（65）2112

軽自動車税（種別割）の減免

　「植えようみどり　めざせカーボ
ンニュートラル」をテーマに「緑の募
金」運動が全国一斉に行われます。
　この運動で寄せられた募金は、市
内小・中学校への緑化助成金や緑の
少年団活動助成金などとして、学校
の環境整備や緑豊かな潤いある社会
づくりに役立てられています。
問農政課☎（88）9140

4月1日～5月31日は
「緑の募金」にご協力を

　次の野生の山菜は、検査の結果、
食品中の放射性セシウム基準値の
100Bq/kgを下回っていても、出荷
や加工用原材料として使用すること
はできません。
対⃝タラノメ　⃝ウド　
⃝ゼンマイ　⃝タケノコ
⃝コシアブラ　⃝キノコ
⃝ウワバミソウ　　
問農政課☎（88）9140

野生の山菜の出荷制限

　商品の売買や医療行為、証明など
に使用している「はかり（計量器）」
は、計量法によって2年に1回の定
期検査が必要になります。そのため、
令和2年に受検した事業者へは、市か
ら事前に所有状況の確認を行います。
　また、令和2年6月以降にはかり
を新規購入し、使用している事業者
は商工課にご連絡ください。
他検査は9月頃を予定しています。
問商工課☎（88）9143

はかりの定期検査を忘れずに

　市では、平成28年度から公園・集
会施設・スポーツ施設などの空間放
射線量の測定を行い、広報すかがわ
や市ホームページでお知らせしてき
ました。
　現在、全ての測定地点で、国が示
す毎時0.23マイクロシーベルトを大
幅に下回っているほか、市内の除染
事業で発生した除去土壌などの中間
貯蔵施設への搬出も完了したことか
ら、令和3年度をもって、市独自の
空間放射線量測定は終了しました。
　なお、国のモニタリングポストは
引き続き設置しており、原子力規制
庁ホームページで放射線
量の確認ができます。
他個別に空間放射線量を
確認したい人には、線量
計の貸し出しを行ってい
ます。詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。
問環境課☎（88）9130

空間放射線量モニタリングの終了

　国民健康保険事業では、適正な運
営を図るため、被保険者の代表など
から構成される市国民健康保険運営
協議会を設置しています。
対次の全てに該当する人
▶市国民健康保険被保険者で、今後
1年以上継続して加入予定の人
▶満20歳以上で、任期中に75歳を
迎えない人
▶平日の会議（年2〜4回程度）に出
席できる人
※市が設置するほかの公募委員に委
嘱されている人、市税を滞納してい
る人を除く
定3人（定員超過のときは抽選）
任期　6月1日（水）から3年間
報酬　市の規定に基づき支給
申履歴書（写真添付）に必要事項を記
入の上、保険年金課に郵送または直
接提出してください。
宛先　〒962-8601（住所記載不要）
保険年金課
募集期間　4月15日（金）〜28日（木）
問保険年金課☎（88）9136

市国民健康保険運営協議会委
員の募集

対阿武隈川（下江持橋〜浜尾遊水地
〜雲水峯大橋）と釈迦堂川（阿武隈川
合流点〜釈迦堂川橋）付近に在住の
20歳以上の人　定1人
内巡回による不法投棄などの情報や
住民の要望の収集、月1回の報告など
期間　7月1日（金）から1年間
申履歴書（写真添付）を郵送
宛先　〒960-8584（住所記載不要）
福島河川国道事務所河川管理課
締5月9日（月）必着
問福島河川国道事務所河川管理課
☎024（539）6129

河川愛護モニター募集

振替日
▶所得税　4月21日（木）
▶個人の消費税　4月26日（火）
他新型コロナウイルス感染症の影響
により、確定申告などの期限を延長
した人は、振替日も延長されます。
問須賀川税務署☎（75）2194

まもなく所得税と
個人の消費税の振替日です

　㈱サイネックスとの公民連携により「須賀川市暮らしのガイドブック（2022
年保存版）」を発行し、４月中に業者が市内全戸へ配布します。
　本誌は、市の各種手続きや生活・保健情報をはじめ、防災・感染症関連情
報など、暮らしに役立つ情報を多数掲載しています。
　ご自宅に一冊、皆さんの暮らしの情報源として、
ぜひお役立てください。なお、市ホームページなど
でも、本誌の電子版をご覧いただけます。
問秘書広報課☎（88）9112

「須賀川市暮らしのガイドブック」を発行・配布します

　県では「福島県自転車の安全で適
正な利用の促進に関する条例」を制
定し、自転車損害賠償責任保険等へ
の加入が4月1日から義務化されま
した。
　万が一の交通事故に備え、必ず加
入しましょう。
対▶通勤・通学、
買い物などで日常
的に利用する人
▶未成年の自転車
利用者がいる保護
者
▶事業活動で自転車を利用する事業
者
▶自転車貸付業者（有償・無償を問
いません）
保険の種類　TSマーク付帯保険、個
人賠償責任保険、クレジットカードの
付帯保険など
問市民安全課☎（88）9128

自転車損害賠償責任保険等への
加入が義務化

経営課が2係から3係に

　本年度から経営課は、2係から3
係となりました。市民の皆さんに分
かりやすい係名にするとともに、更
なる事務の効率化・集中化により、
戦略的経営を推進していきます。

上下水道事業の総合企画・入札・契
約など

上下水道事業の財政運営、経理など

上下水道料金の賦課徴収、お客さま
サービス向上など
問経営課☎（88）9158

経理係☎（63）7118

経営マネジメント係☎（63）7118

料金サービス係☎（88）9158

長沼公民館が移転しました
　4月1日から長沼公民館が長沼保
健センター内に移転しました。
　長沼総合運動公園内施設の利用に
ついては、これまで同様に公民館へ
お申し込みください。ま
た、公民館などの施設使
用料金などは、市ホーム
ページをご覧ください。
問長沼公民館☎（67）2474

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

問農政課☎（88）9139 

農産物などの放射線物質濃度の測定結果（1月分）

　ご家庭で不用となった水銀使用製
品を分別回収しています。水銀によ
る健康被害や環境汚染を防ぐため、
分別回収にご協力ください。
回収場所と出し方
▶蛍光管　「不燃ごみの日」に、各地
区のごみステーションの「不燃ごみ
回収コンテナ」に本体購入時の箱や
中身の見える袋に入れて出す。
※危険なので割らずに出してください。
▶水銀体温計・水銀温度計・水銀血
圧計　本体のみを環境課、長沼・岩
瀬各市民サービスセンターに備え付
けの回収ボックスに出す。
問環境課☎（88）9129

不用となった水銀使用製品の回収

インターネットラジオ

暮らしのガイド
ブック電子書籍

暮らしのガイド
ブック発行・配布

長沼公民館

原子力規制庁
ホームページ

放射線量計
貸し出し
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