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募 　
集

KFB・東邦銀行 第 21 回「ふくしまふるさと CM 大賞」作品募集支 　
援

地域の活性化・課題解決を支援します！

福島放送が主催する「ふくしまふるさとCM大賞」の15秒
CMを市の作品として出品するため、作品を募集します。
アマチュア作品はもちろん、ビデオ制作に興味のある愛
好会や、学校の放送部などによる共同制作の作品も応
募可能ですので、ぜひ応募ください。申込書は市ホーム
ページからダウンロードできます。
●内容
　市の魅力（観光・自然・風景・芸術文化・人など）、元
　気や活力を 15 秒で伝えるオリジナル CM の作成と作
　品の PR 動画作成（15 秒）
●募集点数　1 作品
※複数の応募があった場合は、市の審査で決定します。
●申込書提出期限　6 月 15 日（水）
●作品・PR 動画提出期限　6 月 30 日（木）
●応募方法
　・申込書は直接提出またはメールで受け付けます。

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、市民が参加する新たな取り組みに対し、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】
●対象者
　規約・会則などを持った 5 人以上で組織されたまちづく
　り団体
●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 3/4 以内で上限 30 万円
　・2 年目 : 対象経費の 1/2 以内で上限 20 万円

　・作品と PR 動画は、DVD などの記録メディアで提
　　出ください。
　・応募作品は 1 団体 1 点で制作費は原則自己負担です
　　が申請により、市の補助が該当する場合があります。
●参加条件
　・特定商品の PR はできません。
　・音楽を使用する場合は、著作権フリーのものを使用
　　ください。
　・市が出品する作品として決定した作品の著作権は制
　　作者、市、福島放送の三者に帰属し、放送に関する
　　著作権は福島放送となります。
　・市の代表作品となった場合、報奨金（3万程度）があ
　　ります。
※詳しい内容は、ホームページをご覧ください。
問・申総務部 企画調整課 (61-7615

【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 9/10 で上限 10 万円
≪共通事項≫
　募集は 5 月 9 日（月）から開始します。
　事業を開始する 2 カ月前に事業提案書を提出してくださ
　い。応募前にご相談ください。
　詳しい内容は、ホームページをご覧ください。
問・申総務部 企画調整課 (61-7615
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地域密着型サービス事業者を公募します

第 8 期田村市介護保険事業計画により、地域密着型サービス事業所の施設整備
を行います。事業書の新規指定を適正かつ公平に選考するため、指定候補事業
者を公募します。
●公募対象　小規模多機能型居宅介護事業所１施設
●受付期限　5 月 2 日（月）～ 6 月 30 日（木）
　　　　　　平日の午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
●その他
　申込方法など詳しい内容は、お問い合わせいただくか、市ホー
　ムページをご覧ください。
問・申保健福祉部 高齢福祉課 (82-1115　ホームページはこちら
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水田放牧等の活用を
支援します

休耕・耕作放棄地の水田などを放牧
地に活用し、肉用繁殖牛を増頭する
農家へ補助金を交付します。
●対象経費と補助率
　・肉用繁殖牛導入経費　1/2 以内
　　（上限額 35 万円 /1 頭）
　・電気牧柵機材費　
　　5 万円 /10 ａ（上限額 15 万円）
　・飲水用資機材費　
　　10 万円以内 /1 カ所
●条件
　・休耕・耕作放棄地となっている
　　水田など
　・3 年以上の放牧が可能
　・１頭当たり 10 ａ以上の面積
●その他
　市税を滞納していないことなどの
　諸条件があります。
　詳しい内容は、お問い合わせくだ
　さい。
問・申産業部 農林課
　　　(81-2511

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

事業者との契約や製品トラブルなど、消費生活に関する
ご相談に対応いたします。ひとりで悩まずお気軽にご相
談ください。電話と来所でご相談を受け付けています。

　【受付】午前 9 時～午後 4 時
　　　 　（月～金、土日祝日を除く）
　【電話】0247-61-5009
　【場所】市民部　生活環境課内

田村市消費生活センター▼市役所・行政局・公民館・図書館などの公共施設
▼ふねひきパーク食品館▼ヨークベニマルメガステー
ジ田村店▼リオン・ドール船引店▼ TSUTAYA 船引店

広報紙はここでも配っています！

●問い合わせ　
　総務部 総務課
　(81-2117

店舗配布は、最新号のみの
取り扱いです。
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学生は年金保険料を猶予できます
「学生納付特例制度」

国民年金は 20 歳になると学生でも加入しなければいけま
せんが、学生本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保
険料の納付が猶予されます。
制度を利用するには、申請が必要です。「在学証明書また
は学生証の写し」を持って、市民課、行政局、出張所に申
請してください。
猶予期間は 4 月から翌年 3 月までの 1 年間です。
制度を利用すると年金の受給権の確保だけでなく、万が一
の事故などで障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格
も確保できます。
問・申市民部 市民課 (82-1112

葉たばこ生産作業の軽減化と生産の向上を図るため、南東
北たばこ耕作組合を通して次の支援を行います。
●支援内容
　①環境負荷低減マルチの購入支援
　②畑の土壌消毒剤の購入支援
●補助額　購入金額の約 20％
●その他
　市税を滞納していないことなどの諸条件があります。
　個人で購入を予定している方は、個別に相談をお受けし
　ますので、農林課までご連絡ください。
問・申産業部 農林課 (81-2511

募 　
集

金婚夫婦表彰申込者募集

田村市老人クラブ連合会では、結婚して 50 年を迎える夫婦を対象に、金婚夫婦
表彰の受け付けを行います。
●対象者　①昭和 47 年（1 月 1 日～ 12 月 31 日）に結婚された夫婦
　　　　　②昨年までに申し込みをしなかったために表彰を受けていない夫婦
●募集期限　7 月 1 日（金）
●申込方法
　・老人クラブ会員の方は各単位老人クラブ会長に申し込み、所定の用紙に記
　　入して提出してください。
　・老人クラブに加入していない方は、田村市老人クラブ連合会にご連絡くだ
　　さい。
問・申田村市老人クラブ連合会（社会福祉協議会本所） (68-3434　
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葉たばこ生産農家に対する支援
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デジタルブックデジタルブックでで 登場！ 登場！

わが『まち』の再発見に、
観光にお役立てください！

田村市の魅力と市民の笑顔をお届け
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