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イメージキャラクター
ふくふくちゃん

社会福祉法人北信福祉会
法人本部　福島市南矢野目字才ノ後６－２　☎ 024-552-2466　

　船引町東部台四丁目 284　
　ｵﾌｨｽﾚｲﾜ 1F2 号室（開設準備室）
　TEL61-4200/FAX61-4201（要予約）
　【受付】平日 9時～16時、土日 10時～16時

令和 3年春。
　特別養護老人ホームが旧椚山小学校にオープン！

入居・就職相談受付中！
お
問
合
せ
先

入居者・
介護職員
募集中！

予約は簡単便利
QRコードで

田村市産材を活用して
家を建てたい方へ

補 　
助

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　
　随時受け付けしています。
　※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。
　（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（新築および増改築）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 ㎥以上使用されていること。
⑤２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・棟数
①１件当たり 50 万円
②補助棟数は 10 棟
●申請方法
　申請に必要な書類など、詳しくは
市ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。
問産業部 農林課(81-2511

シルバー人材センター
会員募集・業務のご案内

周
知

【会員募集案内】
健康で働く意欲のある、市内在住の
60 歳以上の方ならどなたでも入会
できます。
会員の都合に合わせた就業ができま
す。豊富な知識・経験・技能を地域
にお役立てください。
●入会説明会
　毎週火曜日　午前 10 時～
　会場：田村市シルバー人材センター

【業務案内】
高齢者に適した臨時的、短期的、軽
易な仕事をお受けします。「人手が
足りない、手助けがほしい」とき、
まずはご相談ください。
●業務内容　除草、植木剪定、清掃、
　農作業　など

【シニアパートナー募集】
シルバー人材センターに入会するか
悩んでいる方、シニアパートナーに登
録しませんか？
●シニアパートナーとは？
　事前に希望の仕事を登録するだけ
　で、希望の仕事があった時にシル
　バー人材センターから連絡します。
　就業される時点で入会となります。
　入会までは会費を納める必要はあ
　りません。また、入会したのに仕
　事がないという不安もありません。
●対象者　健康で働く意欲のある、
　市内在住の 60 歳以上の方ならど
　なたでも登録できます。
●その他　詳しくは、お問い合わせ
　ください。
問・申（公社）田村市シルバー人材
センター (81-1505

農地利用状況調査（農地
パトロール）を実施します

調 　
査

農業委員会では、農地法の規定に基
づき、毎年市内全域の農地を対象と
して、農地利用状況調査を実施して
います。
この調査は、9 月から 10 月までを
農地パトロール月間と設定し、市内
の農地利用の総点検、遊休農地の発
生防止・解消、および違反転用防止
対策を重点的に推進するため実施し
ています。
農地を所有される方は、調査の際に
農地に立ち入ることもありますの
で、ご理解・ご協力をお願いします。
問農業委員会事務局 (81-1216

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

食品の放射性物質測定の
お知らせ

測 　 
定

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 262 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ので、お気軽
にお申し込みください。
●受付時間　

午前９時～午後５時 ※平日のみ
●受付場所

市役所、各行政局、各出張所
●申込方法　お近くの測定受付窓口

にお持ちください。
●測定費用　無料
●測定対象　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 500 ㌘必要です。
　（水は 1 ㍑以上）
・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、郵送で
お送りします。
問産業部 農林課 (81-2511

各行政局市民係、各出張所

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

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。

「児童福祉週間」
標語を募集します

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（５月
５日～ 5 月 11 日）」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が、３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 1 日（火）～ 10 月 20 日（火）
　※郵送の場合、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
●主催者
　・厚生労働省
　・( 社福 ) 全国社会福祉協議会
　・( 公財 ) 児童育成協会
●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。
問公益財団法人 児童育成協会　　
　「標語募集」係(03-5357-1174

Advertisement広告欄

たむら市政だより広告（有料）募集中
●掲載位置　　表紙・裏表紙を除く各ページの最下段
●申込方法　　所定の申込書に広告原稿を添えて提出
●規格　　　　１号広告…縦 45.5 ㎜×横 170mm
　　　　　　　２号広告…縦 45.5 ㎜×横 82.5mm
●広告料　　　１号広告…２０, ０００円（１回）
　　　　　　　２号広告…１０, ０００円（１回）
●締め切り　　各号発行日（毎月１日）の 20 日前まで
●その他　　　詳しくは、 経営戦略室(81-2117 へ

老人憩の家針湯荘
臨時休館

館内設備点検・清掃のため、休館し
ます。
●休館日　9 月 15 日（火）
問老人憩の家針湯荘(78-2010

休
館

経営継続補助金
（2 次募集）のお知らせ

募 　
集

新型コロナウイルス感染症の影響を
克服し、生産・販売方法の確立・転
換などの経営継続に向けた取り組み
に対する支援を行います。
●補助内容
①経営継続の取り組みに要する経費
　（省力化機械の導入、作業場のレ
　イアウト変更など）
　補助率：3/4、補助上限額：100 万円
②感染防止拡大の取組に要する経費
　（飛沫対策費用、換気装置設置など）
　補助率：定額、補助上限額：50 万円
●対象者　
　常時雇用者が 20 人以下の農家
●申請窓口　JA 福島さくら 各営農
　経済センター（各支店でも相談可能）
●２次募集のスケジュール
・9 月中旬：受付開始
・10 月中旬： 受付締切
・11 月下旬：採択通知
・1 月下旬： 補助事業実績報告書提出
・2 ～ 3 月：生産者へ補助金支払い
　　　　　　（確定精算）
●その他　詳細は、JA の各営農経
　済センターへ、お早めにご相談く
　ださい。
問福島さくら農業協同組合
　たむら地区本部
　中部営農経済センター
　(82-0365

「まごころ応援券」
使用はお早めに！

周 　
知

各世帯に配付しているまごころ応援
券の使用有効期限は、９月 30 日（水）
までです。
有効期限を経過した商品券は無効と
なり、使用できませんので、あらか
じめご了承ください。
まだ受け取りになっていない方は、
商工課までご連絡ください。
問産業部 商工課(82-6677

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

国民健康保険被保険者証
の一斉更新

更 　
新

現在お持ちの被保険者証の有効期限
が 9 月 30 日となっています。10 月
1 日からの新しい被保険者証は、9
月下旬に特定記録郵便で郵送します。
問市民部 市民課(82-1112

滝根めだかの学校　
安全管理員を募集します

募 　
集

「めだかの学校」では、放課後の時
間に児童の見守りを行っていただけ
る「安全管理員」を募集しています。
●活動場所　滝根小学校
●活動日時　月～木曜日
　授業終了～午後 4 時
　※行事などにより変更有
●活動内容　児童が安全に放課後の
　めだかの学校の活動ができるよう
　見守り、一緒に楽しく過ごすこと。
●募集人数　若干名
●その他　必要書類、謝金など詳し
　くはお問い合わせください。
問滝根公民館(78-2001

まごころありがとうございます

次の方から市に寄付をいただきました。

◆株式会社ユーラスエナジー滝根小白井　
　代表取締役　山本　勝公さん（滝根町）一般寄付金

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 9月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 27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


