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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
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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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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）

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。

支 　   
　援

ひとり親家庭の就職活動
をサポートします

県中保健福祉事務所では、ひとり親
家庭の方の就職活動を無料でサポー
トしています。
詳しくは、お問い合わせください。
●利用時間　
　平日の午前 9 時から午後 5 時まで
問県中保健福祉事務所
　(0248-75-7809

田村市産材を利用して市内に木造住
宅を新築および増改築する建築主に
対して、下記により補助金を交付し
ます。
●受付期間　
　受付期間は随時としていますが、
　定数になり次第締め切ります。
●交付要件

（1）田村市産材を利用していること。
　　（田村市内の森林で生産され、か
　　つ、市内で 製材・加工された木
　　材であることの証明書が必要）

（2）市内に居住することを目的に
　　市内の建築業者により施工さ　
　　れる木造住宅（新築及び増改築）
　　であること。

（3）木造住宅の延床面積が 50 ㎡以
　　上であること。

（4）主要構造材（柱、梁、桁、土台、
　　小屋組）において、田村市産材
　　を 7 ㎥以上使用していること。

（5）3 年度内（3 月末まで）に完成し、
　　実績報告書を提出できること。
●補助額および棟数　
　1 件当たり 50 万円
●申請方法　
　申請に必要な書類は市ホームペー
　ジをご覧いただくか、お問合せく
　ださい。
問・申産業部 農林課(81-2511
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田村市産材活用促進事業
補助金交付について

補 　
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水稲の安定生産を図るため、今年の
作付にあたり、斑点米カメムシ類を
防除できる粒剤等を購入者された方
に補助金を交付します。
●対象　
　斑点米カメムシ類を防除できる粒
　剤（水稲育苗箱用殺虫殺菌剤で同
　時防除できるものも可）
●補助率　購入額の 10％
●申請期間　
　9 月 1 日（水）～ 10 月 8 日（金）
●持参物　　
①領収書または購入証明書（購入者
　名・領収月日・薬剤名・数量・金
　額が確認できるもの）
②申請人名義の振込先通帳の写し
③印鑑
●申込方法　
　窓口で申し込みください。
●その他
　ＪＡ福島さくらから購入された方
　は、ＪＡがまとめて申請しますの
　で手続不要です。
問・申産業部 農林課(81-2511
　　　各行政局、各出張所

地域コミュニティ活動の
整備費用を助成します

水稲病害虫防除事業
補助金交付について

地域の活性化・課題解決
を支援します！

地域の課題解決に向け、市民活動団
体などの創意工夫した取り組みや、
市民が参画する新たな地域間交流の
取り組みに対し、活動資金の一部を
支援します。

【協働のまちづくり支援事業補助金】
●補助対象事業
　公共性・公益性があり、地域活性

化や課題解決に向けて新たに取
り組む事業で、年度内に完了す
るもの

●補助内容
・1 年目：対象経費の 4 分の 3 以
　内で上限 30 万円
・2 年目：対象経費の 2 分の 1 以
　内で上限 20 万円
※出会いの場創出事業補助金は定      
　額 50 万円以内

【地域づくり応援事業補助金】
●対象者　
　規約・会則などを持った 5 人以上
　で組織された地域づくり団体
●対象事業　
　新たに取り組む地域づくり事業で
　年度内に完了するもの
●補助内容　
　対象経費の 10 分の 9 で上限 10
　万円
●その他　
　事業を開始する 2 カ月前に事業
　提案書の提出が必要です。
※応募される前にご相談ください。
   詳しい内容はお問い合わせくださ
   い。
問総務部 経営戦略室　(81-2117
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「ふねひき小唄」踊り手
募集

「ふねひき小唄」は船引町を題材と
し、親しみある郷土愛を唄った小唄
です。伝統あるこの小唄を一緒に踊
ってくれる方を募集しています。
●対象者　田村市内にお住まいの方
●講 師　
　吉田忠男、荒井マツヨ、浦山静子

（船引町民謡民舞の会連絡協議会会員）
●参加費　無料

【ふねひき小唄練習日程】
●日時　
　毎月 1 回　土曜日開催
　9 月 18 日、10 月 9 日、11 月　
　27 日、12 月 11 日、1 月 15 日、
　2 月 12 日、3 月 12 日
　午後１時 30 分～午後 3 時
●場所　船引公民館ホール
●その他　
　日程変更の場合もあります。詳し
　くはお問い合わせください。
問・申船引町民謡民舞の会連絡協議会

（事務局：船引公民館）(82-1133
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4 年度「児童福祉週間」
標語募集

毎年 5 月 5 日の「こどもの日」か
ら１週間を「児童福祉週間」と定め
て、児童福祉の理念の普及・啓発の
ための各種行事を行っています。
４年度の児童福祉週間に向けて、そ
の象徴となる標語を募集します。
●募集期間　9 月 30 日 ( 木 ) まで
　※郵送の場合は当日消印有効。
●募集内容　
　子どもたちを応援する標語や、未
　来に向けての子どもたちからのメ
　ッセージとなる標語。　
●その他　
　詳しくはホームページをご覧いた
　だくか、お問い合わせください。
問・申公財財団法人児童育成協会
　「標語募集」係(03-5357-1174
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≪ かんたん手話講座「手話であいさつしてみましょう」 ≫
ありがとう おつかれさま すみません
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食品の放射性物質
測定のお知らせ

7 月に市内で産出された自家用野菜
や自然採取された食品の測定結果
は、測定件数 226 件のうち、基準
値を超えたものはありませんでし
た。
食べ物や飲み水の放射性物質測定
は、通年受け付けています。
お気軽にお申し込みください。
●時間　午前９時～午後５時　　　
　　　　※平日のみ
●場所　市役所、各行政局、出張所
●申込　近くの測定受付窓口へお持
　　　　ちください。
●費用　無料
●対象　
　自宅などで収穫された自家用の野
　菜、山菜やきのこなど、飲料に供
　する引き水や井戸水
●留意点　　
・測定品は 500g（水は 1 リットル
　以上）必要です。
・土や泥を洗い流し、ビニール袋に
　入れてお持ちください。
●結果通知　
　検査結果は測定品の返却時に直接
　お渡しするか、郵送します。
問産業部 農林課(81-2511
　各行政局、各出張所

宝くじの助成金で、地域コミュニテ
ィ活動に必要な設備等の整備費用を
助成します。

【コミュニティ助成事業】
一般財団法人自治総合センターが、
宝くじの社会貢献広報事業として実
施するもので、地域のコミュニティ
活動の充実・強化を図り、地域社会
の健全な発展と住民福祉の向上を目
指すものです。
●助成内容
　４年度以降実施する事業に対し、 
　経費の総額以内の額を助成します。
●募集期間　
　9 月１日（水）～ 9 月 21 日（火）
●実績（整備内容）
　やぐら、太鼓、お面、神輿、山車、
　ほか
●その他
　応募される前に必ずご相談くださ
　い。詳しい内容はお問合せくださ
　い。
問・申総務部 経営戦略室(81-2117

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


