
31 Tamura 30Tamura August.202131

暮らしの情報案内板
　田村市ホームページ　https://www.city.tamura.lg.jp/

市の募集・申請に関する
各記事の共通事項

●問い合わせ先は問　●申し込み先は申　●市への申込・書類提出について明記していない
　ものは、期間中の土・日・祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで

〒 963-4318　福島県田村市船引町光陽台 26　Tel：0247-65-7700　Fax：0247-65-7701　https://www.denso-fukushima.co.jp/

地域から信頼され、明るく活気溢れる最先端工場を目指しています
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個人事業税の納期の
お知らせ

個人事業税とは、事業を営んでいる個人に課税
される県の税金です。今年度の第１期分の納期
限は 8 月 31 日（火）です。県中地方振興局県
税部から送付される納税通知書により、納期限
までに最寄りの金融機関で納めてください。
また、預金口座から振替納税をする方法もあり
ますので、ご希望の方は預金口座振替依頼書に
必要事項を記入の上、口座振替を希望する金融
機関へお申し出ください。新たに口座振替を申
し込まれた場合は、第 2 期分（11 月 30 日納
期限）からの取り扱いとなります。
問県中地方振興局 県税部
　課税第一課 事業税チーム (024-935-1251

●募集職種　介護職員、看護職員、生活相談員、介護支援専門員
●採用人数　各職種ともに若干名
●採用予定日　４年４月１日
●応募資格　各職種ともに次の条件を全て満たす方
(1) 以下の資格を有する方（資格取得見込可）
　▶介護職員…介護福祉士
　▶看護職員…准看護師・看護師
　▶生活相談員…社会福祉主事・社会福祉士・精神保健福祉士のいずれか
　▶介護支援専門員…介護支援専門員
(2) 法人内の各事業所へ通勤可能な方
●試験日　９月 25 日（土）
●選考方法　①書類審査　②小論文試験および面接試験
●応募方法　田村福祉会各事業所またはインターネットで申込用紙を
　　　　　　取得し９月６日（月）までに応募ください（当日消印有効）
●提出書類　①職員採用試験受験願書（指定様式１）
　　　　　　②自筆履歴書（指定様式２）
　　　　　　③職務経歴書（様式任意・ホームページにも掲載）
　　　　　　④各資格免許証の写しまたは資格取得見込証明書
●その他　施設の情報など詳しくはホームページをご覧ください。
問・申 〒 963-7752 福島県田村郡三春町字六升蒔 68 番地
　　　　社会福祉法人田村福祉会 本部事務局(61-2761

社会福祉法人田村福祉会
職員募集
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自衛官採用試験のお知らせ

[ 一般曹候補生 ]
●応募資格　18 歳以上 33 歳未満の方
●受付期限　9 月 6 日（月）
[ 自衛官候補生 ]
●応募資格　18 歳以上 33 歳未満の方
●受付期間　年間を通じて行っています。
[ 航空学生 ]
●応募資格　高卒（見込含む）
　海上自衛隊　18 歳以上 23 歳未満の方
　航空自衛隊　18 歳以上 21 歳未満の方
●受付期限　９月９日（木）
[ 防衛大学校学生（一般）]
●応募資格　高卒（見込含む）18 歳以上 21 歳未満の方
●受付期限　10 月 27 日（水）
[ 防衛医科大学校看護学科学生 ]
●応募資格　高卒（見込含む）18 歳以上 21 歳未満の方
●受付期限　10 月 6 日（水）
いずれも締切必着になります。詳細は下記までお問い合せ下さい。
問自衛隊福島地方協力本部 郡山地域事務所
　(024-932-1424
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不動産取得税について
ご存知ですか？

不動産取得税は、売買・贈与、または新築・増
築により不動産（土地・家屋）を取得したとき
に、登記の有無にかかわらず一度だけ課税され
る税金です。ただし、相続により取得したとき
には課税されません。
●納税額
取得したときの不動産の固定資産評価額の３％

（住宅以外の家屋は４％）
※宅地評価土地を令和６年３月 31 日までに取  
得した場合、当該土地の価格を２分の１とする
特例があります。
※住宅や住宅用土地の取得については、一定の
要件を満たしている場合に軽減措置が適用され
ます（軽減申請の手続きが必要です）。
●三世代同居・近居住宅を取得する方へ
子育て支援策の一環として、三世代以上の方が
県内で同居または近居する住宅を平成 29 年４
月１日から令和７年３月 31 日までに取得した
場合、その住宅に係る不動産取得税の一部を申
請により軽減することができます。

詳しくは下記までお電話いただくか、「福島県
税務課」で検索してください。
問県中地方振興局 県税部(024-935-1254
　県庁税務課(024-521-7068
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有限会社 山 峡 園

e-mail　sankyoue@sage.ocn.ne.jp
芝生管理用トラクター

▲
（芝刈りなどに使用）

▲ 3 連リールモア
　（芝刈り機）

作業員
募集

造園・緑化・芝生の管理（除草・殺菌・芝刈り・目土・エアレーションほか）
人工芝のメンテナンス（テニスコートなど）

施設・工場緑地の年間管理も承ります。

会計年度任用職員
（心の教室相談員）募集

●採用人数　1 人
●勤務場所　
　市図書館（まごころ教室）、
　各小中学校
●仕事内容　
　児童生徒の支援教室「まごころ教
　室」で、主に次の業務。
・学習支援業務
・児童生徒の悩みなどの相談業務
・学校、家庭との連携・支援業務など
●任用期間　
　9 月 1 日～４年３月 31 日（予定）
●勤務時間　
　週 15 時間以内
　（月～金曜日、勤務シフトによる）
●賃金　
　資格あり　時給 1,020 円
　資格なし　時給 920 円　
※片道 2 ㎞以上の場合、通勤手当有
●応募資格　不問　
※経験者を優先しますが、資格がな
　くても応募可能です。
　カウンセラー、心理療法士、教員
　免許等の資格があるとなお可。
●その他応募要件　　
　地方公務員法第 16 条に規定する
　欠格事項に該当しない方
●提出書類　　　　　
・市指定履歴書に 6 カ月以内に撮影
 した上半身の写真を張り付けたもの
・資格関係書類の写し（有する場合）
●募集期限　8 月 18 日（水）
●試験方法　書類審査・面接試験
●その他　
　仕事の内容など、詳しい内容はお
　問い合わせください。
問・申教育部 教育総務課
　　　(81-1213
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木造住宅の耐震化を支援
します

会計年度任用職員
（子ども家庭支援員）募集

●採用人数　3 人
　　　　 　（うち 1 人は産休代替）
●勤務場所　市役所 こども未来課
●仕事内容　
　児童養育に関する相談、児童虐待
　の通報による対応、児童虐待の未
　然防止のための家庭支援およびこ
　れらに付随する業務
●任用期間　
　採用決定～ 4 年 3 月 31 日
※任用期間を延長する場合あり
※産休代替職員の延長は、産休職員
　が復帰するまでの期間
●勤務時間　　
　週 5 日（月～金曜日）6 時間勤務
●賃金　月額 124,600 円
※片道 2 ㎞以上の場合、通勤手当有
●社会保険等　
　健康保険、厚生年金および雇用保
　険に加入
●応募資格　　　
　次のいずれかの要件を満たす者
(1) 大学で児童福祉、社会福祉、児
　  童学、社会学、心理学、教育学
     のいずれかを修めた方
(2) 社会福祉主事として 2 年以上児
　  童福祉の仕事に従事したことが
     ある方
(3) 社会福祉士、保健師、助産師、
　  看護師、保育士、教員免許を有
     する者等
●その他応募要件　　
　地方公務員法第 16 条に規定する
　欠格事項に該当しない方
●提出書類　　　
・市指定履歴書に 6 カ月以内に撮影
 した上半身の写真を張り付けたもの
・資格関係書類の写し
●募集期限　8 月 20 日 ( 金 )
●試験方法　書類審査・面接試験
※面接日などは後日連絡します。
問・申保健福祉部 こども未来課
　　　(82-1000

戸建て木造住宅の耐震化を進めるた
め、耐震診断と耐震改修の費用を補
助します。住まいの安全と安心のた
め、耐震診断や耐震改修を実施しま
しょう。戸別に説明を希望される方
には、訪問して説明しますので、お
気軽にお問い合せ下さい。

【木造住宅耐震診断者派遣事業】
建築士が現地を調査し、地震に対す
る住宅の強さを診断します。
●対象の建物　
　昭和 56 年 5 月 31 日以前に建設さ
　れた戸建て木造住宅（先着順で 3 件）
●費用負担　一律 8,000 円
●申込期限　10 月 29 日（金）

【木造住宅耐震改修支援事業】
地震に耐えられるよう必要な補強工
事を行う方に補助金を交付します。
●対象の建物　
　耐震診断の結果、耐震基準を満たさ
　ない戸建て木造住宅（先着順で１件）
●補助金額　
　耐震改修に要する費用の２分の１
　かつ 100 万円以内の額
●申込期限　10 月 29 日（金）
問・申建設部 都市計画課(82-1114
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建築物吹付けアスベスト
等の含有調査費用を補助

生活環境の保全を図り、健康被害を
防ぐため、建物の吹付けアスベスト
等の含有調査を行う方に対し、補助
金を交付します。
●対象の建物
　昭和 31 年から平成元年までに施
　工された民間建築物で、吹付けア
　スベストなどが施工されている恐
　れのある以下に該当するもの
　( 先着順で 3 件 )
(1) 延べ面積が 1,000 ㎡以上のもの
(2) 不特定多数の方が利用する建物
　  で 300 ㎡以上のもの
●補助額　1 棟につき 25 万円まで
●申込期限　９月 30 日（木）
問・申建設部 都市計画課(82-1114

有料広告募集中
問い合わせ…総務部 経営戦略室（(0247-81-2117）へ

有料広告募集中
問い合わせ…総務部 経営戦略室（(0247-81-2117）へ


