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水廻りの工事・修理・リフォーム承ります
●水道修理、排水詰り、流し台、洗面ユニット、水洗便器交換、ユニットバス、
　浴槽入替工事、石油ガス給湯器修理交換、シャワー水栓交換、ポンプの修理交換、
　浄化槽工事、プロパンガス・灯油販売、上記以外の工事も承ります

      《水道工事指定店》　《下水道工事指定店》

㈱マルショウ田母神
本社　田村市船引町東部台四丁目 283
　　　TEL0247-82-5711  FAX0247-82-5712
支社　郡山市富久山町福原字釜沼 7-1
　　　TEL024-944-2371  FAX024-944-0708

フリーダイヤル
0120-194-090

医療法人　佑和会

雷クリニック
理事長　医学博士　雷 毅 医学博士　齋藤 広信
一般内科診療、消化器・肝臓病診療、胃カメラ、
大腸カメラ、日帰り胃・大腸ポリープ切除術、
訪問診療、一般健康診断、ドックなどを行って
います。

TEL  0247-62-6333
三春駅前：三春町担橋 2-1-2

Advertisement広告欄

●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

市の募集・申請に関する
各記事の共通事項

防災行政無線などを用い
た情報伝達訓練の実施

訓 　
練

地震・津波や武力攻撃などの発生に
備え、情報伝達訓練を行います。
この訓練は、全国瞬時警報システム

（Ｊアラート）を用いた訓練で、田村
市以外の地域でも情報伝達訓練が行
われます。
●日時　5 月 15 日（水）午前 11 時
●訓練で行う放送試験
　・情報伝達手段
　　防災行政無線からの一斉放送
　・放送内容
　　上りチャイム音
　　「これは、Ｊアラートのテストです。」
　　×３回
　　下りチャイム音
※Ｊアラートとは…
　地震・津波や武力攻撃などの緊急情
　報を、国から人工衛星などを通じて
　瞬時にお伝えするシステムです。
問市民部 生活環境課　(81-2272

資源回収推進報奨金交付
基準が変わりました

周 　
知

資源物の集団回収運動を実施した団
体への報奨金の単価が下記の額に変
りましたのでお知らせします。

●交付基準
　１キログラムについて２円
※申請の際には新しい申請書をお
　使いください。
　詳しくは、市のホームページをご
　覧になるか、生活環境課までお問
　い合わせください。

問市民部 生活環境課　(81-2272

～水道給水区域外の方へ～
飲用井戸ボーリング工事補助

補 　
助

飲用水の安定的な確保のために井戸
を設置する方に対する補助事業を開
始しました。事業期間は5年間です。
詳しくは市のホームページをご覧く
ださい。
●補助対象者
　上水道給水区域外にお住まいの方
　で、ボーリング工事 ( 深井戸 ) に
　より飲用井戸を設置する方
　※上水道給水区域については、上
　　下水道課（(82-1527）で確
　　認できます。
●補助率
　ボーリング工事など、総事業費の
　4 分の 1 以内　上限 20 万円
　共同利用 (3 戸以上 ) する井戸に
　ついては、総事業費の 2 分の 1
　以内　上限 50 万円

問市民部 生活環境課　(81-2272

ペットの飼い方学んでみ
ませんか？

周 　
知

【飼い犬のしつけ方教室】
犬のしつけの方法や飼養管理に関す
る知識などを習得するための教室で
す。
●内容
　①学科：犬の習性、飼養管理方法、
　　犬とのよりよい関係の築き方など
　②実技：犬を同伴して参加の実践
　　講習
●対象者　犬を飼っている方、これ
　から犬を飼いたい方、犬との生活
　に興味のある方
●申込方法　福島県動物愛護セン
　ターへ申込書を提出してください。
　（電話での申し込みも可）
●開催日程（田村市内）
　① 6 月 18 日（火）
　　13:30～15:30　船引公民館
　② 6 月 25 日（火）
　　13:30～15:00　旧椚山小学
　　校体育館
　※その他の日程や詳細につきまし
　　ては、下記までお問合せください。

【出前講座「猫の適正飼養講習会」】
猫の引取り数および殺処分、苦情件
数の減少に向け、猫の適正飼養の推
進を図るために、ご希望に応じて出
前講座を開催します。
●対象団体　行政区、事業所、学校、
　ボランティア団体など
●実施場所　申し込み団体による準
　備が必要です。
●開催日時　原則、平日の午前 10
　時～午後 3 時の間で 1 時間程度
●申込手続き　電話等により事前調
　整のうえ、申込書を提出してくだ
　さい。

問・申福島県動物愛護センター
(024-953-6400
FAX 024-953-6408

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

※家賃は収入に応じて 
　変わります。

市営住宅入居者募集

菅谷団地（滝根）
●部屋番号　12 号室（2 階）
●建築年　昭和 52 年
●構造　中層耐火 3 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　12,100 円～

神俣団地１号棟（滝根）
●部屋番号　20 号室（4 階）
●建築年　昭和 57 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　14,900 円～

神俣団地２号棟（滝根）
●部屋番号　10 号室（2 階）
●建築年　昭和 58 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　15,100 円～

神俣団地２号棟（滝根）
●部屋番号　12 号室（2 階）
●建築年　昭和 58 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　15,100 円～

広瀬団地（滝根）
●部屋番号　16 号室（3 階）
●建築年　昭和 54 年
●構造　中層耐火 3 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　11,300 円～

募 　
集

久保田団地１（大越）
●部屋番号　404 号（4 階）
●建築年　昭和 54 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　12,400 円～

久保田団地１（大越）
●部屋番号　102 号（1 階）
●建築年　昭和 54 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　12,400 円～

鷹待田団地（大越）
●部屋番号　106 号（1 階）
●建築年　昭和 56 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　13,700 円～

東部団地 4 棟（船引）
●部屋番号　9 号（2 階）
●建築年　平成 5 年
●構造　中層耐火 3 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　18,300 円～

下川原団地（船引）
●部屋番号　17 号（2 階）
●建築年　昭和 47 年
●構造　簡易耐火 2 階
●間取り　３Ｋ
●駐車場　無
●家賃　11,300 円～

問・申

滝根行政局 産業建設課 (78-1204
大越行政局 産業建設課 (79-2193
都路行政局 産業建設課 (75-3550
常葉行政局 産業建設課 (77-2371
建設部 都市計画課　　 (82-1114

●入居者資格
　①同居または同居しようとす
　　る親族があること
　②世帯の収入が基準額を超え
　　ないこと
　③現在、住宅に困窮している
　　こと
　④市税を滞納していないこと
　⑤暴力団員でないこと
●申込方法
　5月15日（水）から29日（水）
までに、備え付けの申込書に必
要な書類を添えて、建設部都市
計画課または行政局産業建設課
にお申し込みください。
※申込者多数の場合は、抽選
　となります。
※その他、随時申し込みでき
　る団地もありますので、詳し
　くは都市計画課または各行政
　局産業建設課までお問い合わ
　せください。

Advertisement広告欄

ご存じですか、はかりの
定期検査！

周 　
知

「適正な計量の実施を確保する」た
め、平成３1 年度はかりの定期検査
が実施されます。
小売店、事業所などで、取引又は証
明に使用されている「はかり、分銅
及びおもり」は、２年に１回の定期
検査を受けなければなりません。
市では、検査対象のはかりの事前調
査を行いますので、御協力をお願い
します。
また、はじめて検査を受けられる方
は、その「はかり」がどのような種
類なのか確認しますので、商工課ま
で御連絡をお願いします。

検査および事前調査の予定
・4 月～ 6 月　事前調査
 ※大型はかり（計量能力 500 キロ 
 　グラムを超えるもの）は 5 月まで
・7月～８月　所在場所検査
・9 月　集合検査
※詳しくは県ホームページか、

「福島県 はかりの定期検査」で 検索
問産業部　商工課　(82-6677

許認可や届出、遺言や相続、
契約などの相談から書類作成まで

行政書士　白石 芳郎
（自宅）☎ 0247-77-3452
田村市常葉町久保字川久保 142

電話いただければ、こちらから訪問いたします。

造園工事・芝生の管理（除草・芝刈り）・土木工事

有限会社 山 峡 園
田村市船引町船引字平背戸 103〒 963-4312

TEL　0247-82-2356 FAX　0247-82-4638

社保・厚年金・雇用・労災加入あり職人さん募集

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 5月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 26 日（日）
●受付　午前8時30分～11時30分
●場所　北部作業所（船引町新舘）
●問い合わせ
　産業部 農林課　(81-2511

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


