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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

Advertisement広告欄

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

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

国民健康保険税算定
にかかる所得申告

申 　
告

国民健康保険の世帯主および世帯員
が次に該当する場合は、平成 31 年
度の所得申告（平成 30 年 1 月から
12 月までの申告）が必要です。申
告をしないと税額が正しく算定され
ません。必ず申告してください。
●所得申告が必要な方
　・申告の必要があるが、確定申告
　　期間内に申告を済ませていない方
　・公的年金を受給しているが、
　　他にも収入のある方
　・会社から給与の支払報告書が
　　出ているが、他にも収入のある方
問市民部 市民課　(82-1112

児童手当の現況届を
忘れずに

児 　
童

児童手当を受給されている方は、6
月中に現況届の提出が必要です。養
育状況など、支給要件の確認をしま
す。対象となる方には、現況届の案
内を送付しますので、忘れずに提出
してください。なお、提出がない場
合は、6 月分以降の児童手当の支払
を受けることができなくなります。
ご注意ください。
●必要書類
　①現況届
　②受給者の健康保険証
　　（国民健康保険に加入の場合は
　　不要）
　③印鑑
　④申立書
　　( 児童と別居している場合、
　　児童を養育している場合など )
●受付期間
　6 月 3 日（月）～ 28 日（金）
●提出場所
　市役所こども未来課または各行政
　局市民課および各出張所
問保健福祉部 こども未来課

(82-1000

水田を利用した新し
い作物を支援します

農 　
業

水田等における水稲以外の作物・作
目の生産体制確立を目的とし、水田
の面的整備、施設整備等を行う農業
者に対して、田村市地域農業再生協
議会が支援を行います。
●募集期間
　【第１次】　5 月 20 日（月）～
　　　　　　６月 20 日（木）
　【第２次】　7 月 1 日（月）～
　　　　　　８月 30 日（金）
●応募方法
　次の書類を、下記申込先に提出し
　てください。
　（１）承認申請書
　（２）事業実施計画書
●その他
　詳細については、下記協議会にお
　問い合わせください。
　
問・申田村市地域農業再生協議会　

(82-6171

農業者年金を受給
している皆さんへ

農 　
業

引き続き農業者年金を受給する資格
を確認するため、毎年１回現況届の
提出が必要です。5 月下旬に農業者
年金基金から送付された現況届用紙
を期限までに提出してください。
提出されない場合、11 月の支払い
から提出されるまでの間、年金の支
払いが差し止められます。ご注意く
ださい。
●提出期限　6 月 28 日（金）
●提出先　
　農業委員会事務局、各行政局産業
　建設課、各出張所
●その他　
　他町村から避難されている受給者
　で、現況届の通知が届いた方は、
　お近くの提出先へ提出してください。
問農業委員会事務局　(81-1216

作
業

河川クリーンアップ作戦
の実施

ふるさとの美しい川を守るため、河
川クリーンアップ作戦（河川美化作
業）を行います。皆さんのご協力を
お願いします。
●実施日　7 月 7 日（日）小雨決行
※当日延期になる場合は防災無線
　でお知らせします。
※集合時間や場所などは、各行政区
　長および組長の指示によります。
●作業内容
　①河川敷内の雑草と雑木の刈り払い
　②河川敷内のごみの分別収集と搬出
●その他
　長靴・ゴム手袋などを着用して、
　ケガや虫さされなどの防止対策を
　行って作業してください。
　作業中にケガをした場合は、各行
　政区長または下記担当まで速やか
　にご連絡ください。なお、当日本
　庁建設課への連絡は音声ガイダン
　スの後に案内される緊急連絡先ま
　でお願いします。
問建設部 建設課 (81-2513
　各行政局 産業建設課

福島第一原子力発電所を視察しませんか？募 　
集

●開催日　7 月 23 日（火）午前 9 時～午後 4 時
　　　　　※昼食代として 380 円を負担いただきます。
●募集人数　20 人
●申込期限　6 月 19 日（水）※定員になり次第、締め切ります。
●参加条件　■　18 歳以上の方（学生を除く）
　　　　　　■　田村市に住所を有する方
　　　　　　■　現地集合できる方
　　　　　　　…船引公民館駐車場、常葉行政局駐車場、都路行政局駐車場
●申込方法　申込書に必要事項を記入し本人確認書類の写しを添えて、経営戦
　　　　　　略室か各行政局市民課まで持参するか郵送で提出してください。
　　　　　　申込書は、経営戦略室か各行政局市民課でお渡しします。郵送で
　　　　　　用紙を請求する場合は、経営戦略室にご連絡ください。
問・申  総務部 経営戦略室　(81-2117
　　　 〒 963-4393　田村市船引町船引字畑添 76 番地 2

募 　
集

地域の活性化・課題解決を支援します
（元年度第 1 回　協働のまちづくり支援）

地域の多様な課題の解決に向け、市民活動団体などが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、予算の範囲内で支援
します。なお、事業の採択は審査会が選考し決定します。
●補助対象事業
　公共性・公益性のある事業で、地域活性化や課題解決に向けて取り組む新た
　な事業で年度内に完了すること
●補助内容　・１年目　4 分の 3 以内で 30 万円以内
　　　　　　・２年目　2 分の 1 以内で 20 万円以内
　　　　　　　※出会いの場創出事業補助金は定額 50 万円以内
●募集期間　6 月 3 日（月）～ 6 月 20 日（木）
※応募される前にご相談ください。詳細はホームページをご覧ください。
問・申総務部 経営戦略室　(81-2117

防 　
災

聞き逃した防災無線を
聞き直せます

募 　
集

小野地方綜合病院の
保健師を募集します

公立小野町地方綜合病院企業団職員
を次のとおり募集します。
●募集職種　保健師…若干名
●受験資格　昭和59年４月２日から
　平成10年４月１日までに生まれた方
　で、保健師の資格を有しているか、
　令和２年３月までに取得見込みの方

【第 1 次試験】
●月日　7 月 28 日（日）
●会場　福島大学 
●試験科目　①教養試験②専門試験

【第 2 次試験】
●月日　９月中旬ごろ予定
●試験科目　①作文試験②面接試験
　※第 1 次試験合格者のみ連絡が　
　あります
●受験手続
　申込用紙は公立小野町地方綜合病
　院総務課で交付します。郵送での
　請求は封筒の表面に「職員採用試
　験申込用紙請求」と朱書し、120
　円切手を貼った自分宛ての返信用
　封筒（角型 2 号）を同封してくだ
　さい。
●受付期間　６月 21 日（金）まで
　※郵送による提出は６月 19 日　
　（水）までの消印のものが有効

問・申公立小野町地方綜合病院企業団
　　　総務課　(72-3181

住 　
宅

木造住宅の耐震化のススメ

東日本大震災で多数の木造住宅が被害を受けました。
市では耐震化を進めるために耐震診断と耐震改修を補助します。
耐震診断や耐震改修を実施して、住まいの安心と安全を確保しましょう。

【木造住宅耐震診断者派遣】
建築士が現地を調査し、地震に対する住宅の強さを
安価に診断できます。
●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（今年度３件）
●費用負担　一律8,000円（耐震診断消費税相当分）
●申込期限　8 月 30 日（金）まで

【木造住宅耐震改修支援】
地震に耐えられるよう必要な補強工事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（今年度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　８月３０日（金）まで

問・申建設部 都市計画課　(82-1114
　　　詳細は、建設部都市計画課までお
　　　問い合わせください。

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

聞き逃した、聞き取れなかった防災行
政無線の放送を電話で確認できます。
放送から24時間を過ぎると電話での
確認はできません。ご注意ください。

●確認用電話番号
　(0247-82-0200
　(0247-82-0035
　※どちらの番号も内容は同じです
　※通話料は発信者負担です

問市民部 生活環境課　(81-2272

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


