
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

　11月9日～15日は「秋季全国火災予防運動」期間

電気火災を防止しましょう！

　コンセントプラグや電化製品などのバッテリーから出火する電気火
災が、市内で増加しています。電気火災を防止するには、次の点に注
意し、家庭で使用している電化製品を今一度確認しましょう。
▶ コンセントの間にほこりをためない。
▶ タコ足配線をしない。
▶ 家電メーカー推奨のバッテリーを使う。
▶ 屋外では屋外専用延長コードを使用する。

お出かけは　マスク戸締り　火の用心

問須賀川消防署 （76）3197

10月は不正軽油撲滅強化月間

　県では、関係団体と協力して不正
軽油の排除に取り組んでいます。
　不正軽油の防止・撲滅には皆さん
の協力と情報提供が欠かせません。
　不正軽油につい
て、県税務課また
は最寄りの地方振
興局県税部に情報
をお寄せください。
問県税務課 024（521）7205
県中地方振興局県税部 024（935）
1264

大規模な土地の取り引きには
届け出が必要です

　国土利用計画法では、適正で合理
的な土地利用のため、一定規模以上
の土地取引について、届け出制度を
設けています。
　次の要件を満たす土地の売買など
の契約を締結したときは、市を経由
して県に「土地売買等届出書」の提出
が必要です。
取引形態　売買など対価の授受を伴
う契約
※相続、贈与など対価を伴わないと
きは不要
取引規模
▶市街化区域　2,000㎡以上
▶市街化調整区域　5,000㎡以上
▶都市計画区域外　10,000㎡以上
届け出期限　契約締結日を含めて2
週間以内
問都市計画課 （88）9154

区分 受験資格 申込
期限 試験日

推薦

学校長が推薦する
成績優秀で生徒
会活動などの顕著
な実績のある、中
学校を卒業した17
歳未満の男性(見
込みを含む)

12月2日
（金）

令和5年1月
5日（木）～
7日（土）
※いずれか
1日指定

一般
中学校を卒業した
17歳未満の男性
(見込みを含む)

令和5年
1月6日
（金）

令和5年1月
14日（土）・
15日（日）
※いずれか
1日指定

陸上自衛隊高等工科学校生徒の
募集

　防衛省では、次のとおり募集して
います。

他推薦と一般の併願可
申・問自衛隊郡山地域事務所

024（932）1424

令和5・6年度分入札参加資格
登録申請の受け付け

　登録を希望する事業者は、次によ
り申請してください。
申一般書留、簡易書留、レターパッ
クなどで財政課宛てに郵送
注意事項⃝書類受理の通知のため、
必ず84円切手を貼付した返信用封
筒（長形3号）を同封してください。
⃝メール便、宅配便、ゆうパックな
ど、信書の送付ができない方法での
提出はできません。
宛先　〒962-8601（住所記載不要）
財政課契約検査係
申請期間　11月1日（火）～30日（水）
資格の有効期間　令和5年4月1日～
令和7年3月31日（2年間）
他申請書の様式改正な
どの変更点や必要書類
など、詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。
問財政課 (88)9180

生活困窮者の相談窓口

　相談支援員が一緒に考え、解決に
向け継続的にサポートします。
時午前8時30分～午後5時15分
場市社会福祉協議会「福祉まるごと
相談窓口」
対日常の暮らしや就職活動などで困
りごとや悩みごとがある人
問市社会福祉協議会 (94)7091

庭木剪定講習の受講者募集

時▶1日目（講義）　11月10日（木）
午前9時15分～午後3時30分
▶2日目（実技）　11月11日（金）
午前9時30分～午後4時
場市労働福祉会館2階「研修室」、近
隣緑地帯
対市内在住の60歳以上で、市シル
バー人材センターでの就業を希望す
る人　定10人
内樹木の基礎知識や管理方法につい
ての講義、樹木剪定の実技講習など
申申込書（市シルバー人材センター
に設置）に必要事項を記入の上、市
シルバー人材センターに提出
締10月28日（金）
他講習に必要な材料などは、主催者
が準備します。
問（公社）須賀川市シルバー人材セン
ター (76)1992

水道水はおいしくて安全です

　市の水道水は、
水道法に基づき、
色、濁り、残留塩
素などの様々な検
査を行い、水質を
厳しくチェックしています。
　西川浄水場では、生物活性炭を用
いた高度な浄水処理を行い、市民の
皆さんにおいしい水をお届けできる
よう努めています。生物活性炭処理
は、活性炭に微生物を繁殖させ、そ
の微生物により水に含まれるアンモ
ニア性窒素や有機物などの汚濁物質
の分解を行うものです。
　水道水は、このような処理を経て
水道法に基づく51項目の水質基準
に適合した「安全・安心な水道水」と
なっています。
問水道施設課 (63)7131

道路占用許可および変更の申請

　道路に電柱や広告塔などの工作物
を設置したり、排水管を埋設したり
するなど、継続して道路を使用（占
用）するときは、国・県・市などの
道路管理者へ占用の申請を行い、許
可を受ける必要があります。
占用許可申請が必要なとき
▶看板やのぼり旗などの設置
▶工事による仮設足場や仮囲いなど
の設置
▶上下水道・ガス・排水管の埋設
変更申請が必要なとき
▶占用者の変更
▶占用物の撤去
問道路河川課 (88)9148

献血にご協力を

時10月24日（月）　午前9時30分～
午後4時
場市役所防災広場
問健康づくり課 (88)8125

「エコ通勤」の取り組み

　国道4号の渋滞緩和のため、市職
員と横山工業団地の企業に通勤する
人を対象に「エコ通勤」を行います。
　エコ通勤とは、徒歩や自転車での
通勤、公共交通機
関の利用、普段と
は違う通勤ルート、
時差出勤、テレワー
クなどに切り替え
る取り組みです。
　CO2削減などの効果も
見込まれますので、皆さ
んも一緒にチャレンジし
ましょう。
時10月の毎週金曜日（全4回）
問道路河川課 (88)9149
都市計画課 (88)9155

はり、きゅう、マッサージ等
施療費助成券の交付

対①70歳以上の人　②65歳以上で
身体障害者手帳1級・2級所持者
※4月以降に本助成券の交付を受け
ている人は対象外
内施療1回に付き
1枚利用できる券

（1枚当たり1,000
円分）を交付
※令和5年3月31日までの残りの月
数に相当する枚数を交付します。
申長寿福祉課または各市民サービス
センター
申請に必要な物　後期高齢者医療被
保険者証または健康保険被保険者証、
身体障害者手帳（②の人のみ）
問長寿福祉課 （88）8116

エコ通勤

令和5・6年度分
入札参加資格
審査申請

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
不起訴処分にした（裁判にかけなかっ
た）こと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、18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
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人口・世帯数
現住人口　4.8.1現在（前月比）
⃝人　口　73,870人（△28人）
　　　男　36,289人（△12人）
　　　女　37,581人（△16人）
⃝世帯数　27,522世帯（△34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
⃝福島県こども救急電話相談
　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10月31日（月）
⃝市県民税（普通徴収） 3期分
⃝国民健康保険税（普通徴収）  4期分
⃝介護保険料（普通徴収） 4期分
⃝後期高齢者医療保険料（普通徴収） 3期分

今月の休日納税相談窓口開設
⃝日時　10月30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

「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

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 72 33 2 0 0 0 107

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

計 72 33 2 0 0 0 107

※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（7月分）

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）913415 14令和4年10月1日令和4年10月1日


