
須賀川市公式LINE
災害・感染症情報も配信中！
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人口・世帯数
現住人口　4.5.1現在（前月比）
⃝人　口　73,943人（△21人）
　　　男　36,320人（△11人）
　　　女　37,623人（△10人）
⃝世帯数　27,449世帯（+38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
⃝水道お客様センター	 ☎（63）7111

今月の納付　納期限8月1日（月）
⃝固定資産税	 2期分
⃝国民健康保険税（普通徴収）		全期・1期分
⃝介護保険料（普通徴収）	 1期分

今月の休日納税相談窓口開設
⃝日時　7月31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

「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。

マチイロ紹介ページ

くらしの情報 くらしの情報時日時　場会場　対対象　定定員（抽選などの記載がないものは先着順）　内内容　申申込方法または申込先　　　　　　締締め切り　¥料金（表示のないものは無料）　他その他　問問い合わせ　 Fファクス　 メール

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 38 0 0 1 14 1 54

100Bq/kg以下 0 0 0 0 10 0 10
100Bq/kg超 0 0 0 0 0 0 0

計 38 0 0 1 24 1 64

※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）

問農政課☎（88）9139 

農産物などの放射線物質濃度の測定結果（4月分）

須賀川地方広域消防組合
消防職員の募集（高校卒程度）

募集職種　消防職
採用予定人数　4人程度
受験資格　平成10年4月2日から平
成17年4月1日までに生まれた人
※学歴は問いません。
1次試験（教養試験、適性検査、作文）　
時9月25日（日）　
2次試験（口述試験、健康診断、体力
試験）
時11月上旬予定（1次試験合格者のみ）

場須賀川地方広域消防本部　
申申込用紙（須賀川地方広域消防本
部総務課、各消防署、分署、分遣所
で配布）に必要事項を記入の上、添
付書類を添えて、消防本部総務課に
提出してください。
締8月5日（金）
他詳しくは、消防本部ホームページ
をご覧ください。
問須賀川地方広域消防本部総務課
☎（76）3112

7月16日～25日は「夏の交通
事故防止県民総ぐるみ運動」

「締めました！」　乗る人みんなの
合言葉
　夏は、暑さや行楽による疲労、開
放感による無謀運転などが増加し、
交通事故が多発する時期です。
　交通ルールやマナーを守り、安全
運転に努めましょう。
問市民安全課☎（88）9128

市技能功労者表彰候補者の募集

　優れた技能者を表彰します。各団
体でご推薦ください。
候補者の条件　市内在住または在勤
で、次の全てに該当する人
▶極めて優れた技能を有し、ほかの
技能者の模範と認められる人
▶令和4年10月末日時点で、同一職
種に15年以上従事している満35歳
以上の人
▶職業を通して後進の技術指導や育
成などに寄与した人
申推薦書（商工課に設置）に必要書類
を添えて、商工課に提出
締7月29日（金）
問商工課☎（88）9143

市創業者表彰候補者の募集

　創業意欲の向上
と創業促進を図るた
め、優れた創業者を
募集し、表彰します。
対平成30年4月1日
以降に市内で創業
し、1期以上の決算を行っている法
人または個人
申申込書（商工課、長沼・岩瀬各市
民サービスセンター、各公民館に設
置または市ホームページ
からダウンロード）に必
要書類を添えて、商工課
に提出
応募期限　7月29日（金）
問商工課☎（88）9141

キラリと光る
創業者募集

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1,350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

下水道受益者負担金及び分担金
の納付
　公共下水道が整備された区域内の
土地には、面積に応じて負担金が発
生します。
第1期の納期限　8月1日（月）
他農業集落排水の区域内では、公共
ますに接続するときに分担金を納め
ていただきます。
問経営課☎（88）9158

農業経営を守る収入保険に
加入しましょう
　収入保険は、農作物への自然災害
や価格低下、新型コロナウイルス感
染症の影響による収入減少など、幅
広く補償します。　※保険加入には
青色申告をしていることが必要です。
申・問県農業共済組合県南支所
☎0247（37）1003

空き家は適切に管理しましょう

　適切に管理されず、壊れた状態や
ごみを放置したままの空き家が社会
問題となっています。こうした空き
家は、倒壊や部材の飛散、悪臭や景
観の悪化などを引き起こし、地域住
民の生活に深刻な影響を与え、人命
に関わる可能性もあります。
　市民の皆さんの生命や財産を守る
ためにも、空き家を所有している人
は、適切に管理しましょう。
　空き家に関する相談などは、建築
住宅課にお問い合わせください。
問建築住宅課☎（88）9152

危険なブロック塀などの
撤去費用の一部補助

対対象のブロック塀などを所有し、
市税などの滞納がない人
内次の全ての要件に該当する危険な
ブロック塀などの撤去費用の一部補助
▶個人が所有するもの
▶避難所の半径約1km以内にあり、
公衆の道路（通学路など）に面してい
るもの
▶国が作成した「ブロック塀の点検
チェックポイント」に適合していな
いもの
補助限度額　撤去費用の3分の2以
内（上限12万円）
募集期間　7月19日（火）から予算が
無くなるまで
申・問建築住宅課☎（88）9151

須賀川市
ごみ分別アプリ

　スマートフォン用アプリ「須賀
川市ごみ分別アプリ」を無料で配
信しています。ぜひご活用くださ
い。
アプリの機能
▶ごみカレンダー
▶ごみ分別辞典
▶ごみの出し忘れ防止アラート
▶市からのお知らせ　など
問環境課☎（88）9129

市防災訓練の実施

　市民の皆さんの防災意識や「自助」
「共助」の意識を高めるため、また、
災害時の防災関係機関相互の協力体
制を確立するため、実践的な防災訓
練を行います。
　会場では防災教室や、起震車によ
る地震体験、防災用品の展示なども
ありますので、ぜひご参観ください。
時7月31日（日）　午前8時30分
場市民スポーツ広場・会館
内⃝災害対策本部机上訓練
⃝土砂災害被災者救出・救護訓練　
⃝消防署・消防団による一斉放水訓練
⃝避難広報・住民避難訓練
⃝避難所・ボランティアセンター設
置・運営訓練　⃝自衛隊と日赤奉仕
団による炊き出し訓練　など
※炊き出しのカレーライスは、持ち
帰り用として参観者に提供します。
他当日は、防災行政無線の放送、緊
急速報メールの送信のほか、消防車
両のサイレンの吹

すいめい

鳴などの訓練もあ
りますのでご注意ください。
問市民安全課☎（88）9185

令和4年度明るい選挙啓発ポス
ターの作品募集

応募資格　小・中学生（義務教育学
校を含む）、高校生
画材　自由（紙や布など絵の具以外
も可）
大きさ　画用紙の四ツ切、八ツ切、
またはそれに準じる大きさ
応募方法　学校を通して、選挙管理
委員会事務局に提出
締9月9日（金）
他後日、tetteで作品展を開催しま
す。また、小・中学生、高校生別に
入賞作品を表彰します。
問選挙管理委員会事務局☎（88）9163

下水道排水設備工事責任技術者
資格の認定試験

時10月23日（日）
場日本大学工学部（郡山市田村町徳
定字中河原1）
申申込書（下水道施設課に設置）に必
要事項を記入の上、下水道施設課に
提出
受付期間　7月20日（水）〜8月31日（水）
受験手数料　3,300円（郵便局で払
い込み）
実施機関　（公財）県下水道公社
☎024（524）3510
問下水道施設課☎（88）9159

ごみ分別アプリ

市敬老祝商品券・1日温泉利用券
共通券の取扱加盟店を募集
　敬老の日に75歳以上の人に贈る敬
老祝商品券・1日温泉利用券共通券を
取り扱う加盟店を募集します。
対市内で小売り、飲食、サービス業な
どを営む事業所
※「風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律」の許可を受けてい
る事業所は応募できません。
申新たに加盟店登録を希望する事業
所は、加盟店登録申請書（長寿福祉課、
長沼・岩瀬各市民サービスセンター、
各公民館に設置、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、長寿福祉課に提出
締7月15日（金）
他昨年度の登録事業所には、登録希
望の有無を確認する文書を６月に郵送
していますので、回答をお願いします。
問長寿福祉課☎（88）8116

マイナンバーカード出張申請のご案内 市内の企業や地域団体など、5人以上が集まって申請するときは、 企業や団体などが指定する場所へ市職員が訪問し、申請をサポートします。　☞市民課☎（88）913413 12令和4年7月1日令和4年7月1日


