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各施設の催し・募集など

(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

ひまわりひろば
●日時　6 月 3・10 日（水）　午前 10 時 30 分
●内容　親子遊び、手遊び、製作、

絵本の読み聞かせ　など
●対象　0 歳～ 6 歳児

(82-0690（ FAX 兼用）船引児童館子ども

ともだちつくろう
●日時　5 月 28 日（木）、6 月 11 日（木）

午前 10 時 30 分
●内容　歌、リズム遊び、体操、製作、

絵本の読み聞かせ　など

パパとあそぼう
●日時　6 月 20 日（土）　午前 10 時 30 分
●内容　親子遊び、手遊び、製作、

絵本の読み聞かせ　など
●対象　0 歳～ 6 歳児
●申込　6 月 18 日（木）までに、

電話でお申し込みください。

このゆびとまれ
●日時　5 月 23 日（土）　午後 1 時 30 分
●内容　ホッピング、ドッジビー

市臨時職員募集「プール管理監視員・監視補助員」

≪共通事項≫
●応募資格
プール管理監視員…市内に住む 20 歳以上 65 歳未満の健康で泳げる方
プール監視補助員…市内に住む高校生以上の健康で泳げる方
●雇用期間　各勤務場所で異なります。
　　　　　　※高校生は、期間中の土・日、祝日および夏季休業期間（夏休み）
●勤務時間　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
●その他　雇用決定後、普通救命講習会を行います。
　　　　　賃金日額など詳しくは、各公民館へお問い合わせください。

●勤務場所　大越つつじヶ丘公園プール
●職種・募集人数
プール管理監視員・監視補助員…各 3 人
●雇用期間　7 月 16 日～ 8 月 31 日
●申込方法
6 月 12 日（金）までに、市指定の履歴書に 6
カ月以内に撮影した上半身の写真を貼り付け
たものを大越公民館へ提出してください。
※市指定の履歴書は本庁・各行政局の市民課
　に備え付けてあります。
問・申大越公民館(79-2161

●勤務場所　常葉プール
●職種・募集人数
プール管理監視員・監視補助員…合計 5 人
●雇用期間　7 月 18 日～ 8 月 31 日
●申込方法
6 月 12 日（金）までに、市指定の履歴書に 6
カ月以内に撮影した上半身の写真を貼り付け
たものを常葉公民館へ提出してください。
※市指定の履歴書は本庁・各行政局の市民課
　に備え付けてあります。
問・申常葉公民館(77-2013

福祉 (78-2010（ FAX 兼用）老人憩いの家 針湯荘

●休館日　6 月 10 日（水）
※館内設備点検清掃などのため、
　休館となります。
　翌日から平常どおり開館します
　ので、ぜひご利用ください。

●入浴料　大人…250 円、小学生以下…150 円
●利用時間　午前 8 時 30 分～午後 9 時
●その他　大広間・個室休憩や、宴会・宿泊もできます。　
　　　　　市内にお住まいの 65 歳以上の方は、割引料金で
　　　　　ご利用できます。

臨時休館のお知らせ 利用案内

ふるさと納税

「ふるさと納税」は、自治体
に寄附をすることで、税の控
除が受けられる制度です。
ふるさと納税（寄附）をする
自治体は、故郷に限らず自由
に選ぶことができます。
この制度を活用して、故郷へ
の思い、応援したい自治体へ
の気持ちをカタチにする人が
増えています！

本年度税制改正により、
ふるさと納税制度が拡充されました。
　2,000 円を除く全額が控除されるふるさと納税（寄附）枠の
限度額が、現行の約 2 倍に拡充されました。

（ことしの 1 月 1 日以降のふるさと納税から対象）

年収
2,000 円を除き全額が控除される

ふるさと納税枠の目安
拡充前 拡充後

300 万円 12,000 円 23,000 円
500 万円 30,000 円 59,000 円
700 万円 55,000 円 108,000 円

※ふるさと納税をした方の配偶者に収入がなく、控除対象
　扶養親族がいない給与所得者のケース。
　実際は、諸条件により異なります。
　詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

市では、「ふるさとたむら応援寄附金（ふるさと納税）」と命名し、寄附金の募集をしています。

       ふるさとたむら応援寄附金の活用内容

1．ふるさとの宝 みらいに羽ばたく子どもたちへ（子育て支援施策の充実）
2．ふるさとの命 水と緑を後世に（自然環境の保全と継承）
3．ふるさとの源 郷土を支える基盤づくり（地域の活力増進）

       ふるさと納税していただいた方へ

領収書（納入証明書）の発行および礼状を贈ります。
また、お礼として特産品などを贈呈します。
●お礼品の贈呈対象者
1 万円以上寄附していただいた個人の方および団体の方

（田村市に住所を有する方または所在する団体などを除く）
●お礼品の内容

寄附金額 品数
1 万円以上 5 万円未満 1 品
5 万円以上 10 万円未満 2 品

10 万円以上 3 品

       申込方法

「ふるさとたむら応援寄附金（ふるさと納税）
申込書」を記入の上、郵送・ファクス・電子メー
ルのいずれかにてお申し込みください。
追ってこちらから入金方法などの詳細をご連
絡します。
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       市外にお住まいの親戚や知人
      にぜひお知らせください。

問総務部 財政課(81-2118



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

●田村市役所
　〒 963-4393
　田村市船引町船引字畑添 76 番地 2
　(81-2111（代表）　 FAX 81-2522

●滝根行政局
　〒 963-3692
　田村市滝根町神俣字関場 118 番地
　(78-2111（代表）　 FAX 78-3710

●大越行政局
　〒 963-4192
　田村市大越町上大越字水神宮 62 番地 1
　(79-2111（代表）　 FAX 79-2953

●都路行政局
　〒 963-4701
　田村市都路町古道字本町 33 番地 4
　(75-2111（代表）　 FAX 75-2844

●常葉行政局
　〒 963-4692
　田村市常葉町常葉字町裏 1 番地 
　(77-2111（代表）　 FAX 77-2115

●滝根公民館…(78-2001
　　　　　　　　 FAX 78-2159
●大越公民館…(79-2161
　　　　　　　　 FAX 79-2162
●都路公民館…(75-2063
　　　　　　　　 FAX 75-2210
●常葉公民館…(77-2013
　　　　　　　　 FAX 77-2056
●船引公民館…(82-1133
　　　　　　　　 FAX 82-5530

主な問い合わせ先
「出張所嘱託職員」募集

●勤務場所・募集人数
美山出張所…1 人
●業務内容
出張所窓口業務および事務補助
●雇用期間
6 月 1 日～ 28 年 3 月 31 日
●勤務時間
午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
●勤務条件　月 17 日以内、週 29
時間以内の勤務
●賃金　月額 119,000 円
※通勤 2km 以上は通勤割増有
●選考方法　面接試験
※日時などは応募者へ直接ご連絡
します。
●提出書類
市指定の履歴書に 6 カ月以内に撮影
した上半身の写真を貼り付けたもの
※市指定の履歴書は本庁・各行政
局の市民課に備え付けてあります。
●募集期限　5 月 26 日（火）
●その他　市臨時職員として通算
60 カ月以上の職務経験がある方の
応募はご遠慮ください。
問・申総務部 総務課(81-2111

募
集

認知症介護者「ほっとサ
ロン」の開催

認知症の方を在宅で介護している家
族が、ほっと一息できる交流サロン
を開催します。
自分の思いを話し気持ちの整理をし
たり、介護者同士で気軽に交流した
りすることで、気分転換し心身共に
リフレッシュしませんか？
●対象　市内にお住まいで、認知症
の方を介護している家族および介護
の経験がある方
●日時　6 月 19 日（金）
　　　　午前 10 時～正午
●会場　船引保健センター
●参加費　200 円　※内容により
追加する場合があります。
●申込方法　6 月 12 日（金）までに、
電話でお申し込みください。
問・申市地域包括支援センター
　　　(81-1307

介
護

外出時の出火防止

行楽シーズンや農繁期などを迎え、
家を留守にする機会が多くなります
ので、外出時の出火防止を図るため、
次のことに注意しましょう。
●火の元を確認する。
●使用していない電気コードは、コ
ンセントから抜く。
●きちんと施錠し、建物の周囲に燃
えやすい物を置かない。
問郡山消防本部 予防課
　(024-923-8172

防
災

行政相談委員を委嘱しま
した

総務省では、田村市を担当する行政
相談委員として、次の方を委嘱しま
した。
行政相談委員は、役所などの仕事に
ついての苦情や意見・要望を受け付
け、皆さんと関係行政機関などとの
間に立って、その解決を促進するよ
うに相談に応じているボランティア
です。お気軽にご相談ください。
●松山秀明 氏（滝根町）
　(78-3532
●橋本ユリ子 氏（大越町）
　(79-3278
●伊藤忠義 氏（常葉町）
　(77-3398
●横田弥一郎 氏（船引町）
　(82-2003
問総務部 総務課(81-2111

相
談

「健康診査」および「がん
検診」が始まります

市内全域に健康診査およびがん検診
の受診録を配布しました。
市内日程内であれば、どこの会場で
も受診できます。
●特定健診を受診される 40 歳～
74 歳の方へ
健診を受ける日に加入している健康
保険に基づいて、健診を受けること
になります。「受診券」と「健康保険
証」を必ず持参してください。
●受診券の発行
国民健康保険に加入の 40 歳～ 74
歳の方には受診券を配布していま
す。国民健康保険以外の保険に加入
している方は、勤務先または医療保
険者にお問い合わせください。
●その他　県民健康調査「健康診査」
も併せて受診できます。　
問保健福祉部 保健課(81-2271
　各行政局 市民課

保
健

受動喫煙を防止しよう！

5 月 31 日は「世界禁煙デー」です。
本年度の「禁煙週間」は 5 月 31 日

（日）～ 6 月 6 日（土）です。
福島県の喫煙率は、全国で男性が 3
位、女性が 12 位と高い状況です。

（平成 22 年国民生活基礎調査より）
タバコはタバコを吸う本人だけでな
く、煙を吸い込む周囲の人にも影響
します。肺がん・急性心筋梗塞での死
亡率の上昇、妊娠中の赤ちゃんへの影
響などがあります。公共施設や職場、
家庭での分煙対策で、みんなが心地よ
く過ごせる環境づくりをしましょう。

保
健

風水害に備えましょう

台風 ･ 集中豪雨などには、日頃から
の備えが大切です。
次のことに注意しましょう。
●非常用持出品を準備する。
●最新の気象情報を、こまめに確認
する。
●浸水の恐れがある場所を確認す
る。
●避難所・経路を家族全員で確認す
る。
問郡山消防本部 消防課
　(024-923-8173

防
災

（公財）福島県文化振興財
団助成事業の申請受付

（公財）福島県文化振興財団では、
本年度第 2 期分の助成申請を受け
付けています。
●対象事業　県内に住所または活動
の本拠を有する個人および団体の行
う文化活動で、成果発表事業・発表
会などへの参加事業　ほか
※詳しくは、（公財）福島県文化振興
財団ホームページをご覧ください。
●対象期間　8 月 1 日～ 11 月 30 日
●申込方法
所定の申請書に記入の上、市教育委
員会の窓口へ提出してください。
●申請期限　7 月 31 日（金）
問（公財）福島県文化振興財団
　(024-534-9191
　教育部 生涯学習課(81-1215

文
化

水稲害虫防除支援事業の
補助金交付

水稲の安定生産を図るため、ことし
の作付けに使用する斑点米カメムシ
類を防除できる粒剤を購入された方
に補助金を交付します。
※この事業は本年度をもって終了
となります。
●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％以内
●対象面積・数量
水稲生産目標面積相当数量まで

（水稲育苗箱用殺虫殺菌剤で同時防
除の場合 10a 当たり 1.5 ㎏）
●申請期間
7 月 1 日（水）～ 31 日（金）
●持参物　　
①領収書または購入証明書

（購入者・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
③印鑑
●その他
ＪＡたむらから購入された方は、Ｊ
Ａがまとめて申請しますので、手続
きは不要です。
●申込方法
下記のいずれかの窓口でお申し込み
ください。
問・申

産業部 農林課(81-2511
各行政局 産業建設課、各出張所

農
業

「田村市小学生サマー
スクール」の講師募集

高校生・大学生の皆さん、小学生に
算数を教えてみませんか！
市では、小学生サマースクール「先
輩と学ぼう」を開催します。小学生
が高校生・大学生などから勉強を直
接教えてもらうことで、学ぶことの
意義や楽しさなどを感じることが目
的です。

【小学生サマースクールの内容】
●対象児童　市内小学校 5 年生
　　　　　　※希望者のみ
●日時　7 月 28 日（火）・30 日（木）・
31 日（金）の午前中
※ 28 日（火）は、講師研修会のみ
●会場　各中学校区内の小学校
●講師謝金（1 日 3 時間）
1 時間 1,000 円
※高校生は、1 時間 800 円
●指導内容
教科 : 算数
内容 : 解答や解説、学習支援

【募集のきまり】
●募集人数　30 人
●募集対象　地元出身の高校生・短
大生・大学生、およびその卒業生
●募集期限　6 月 19 日（金）
●申込方法

「講師バンク申込用紙」に必要事項
を記入の上、教育部学校教育課へお
申し込みください。
※「講師バンク申込用紙」は、教育
部学校教育課、各公民館、各行政局
市民課に備え付けてあります。
●その他
①応募された方を「講師バンク」の
名簿に登載します。
② 7 月上旬に正式な講師依頼をし
ます。
③定員になり次第締め切ります。
問・申

教育部 学校教育課(81-1214

募
集

ご存知ですか？はかりの
定期検査！

「適正な計量の実施を確保する」た
め、本年度特定計量器定期検査を行
います。
商店、工場、病院、調剤薬局、直売
所および事業所などで、取引または
証明に使用されている「はかり、分
銅、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、定期検査対象はかりの事前
調査を行います。検査対象者には通
知を送付しましたので、ご協力をお
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、産業部商
工観光課または各行政局産業建設課
までご連絡をお願いします。
問産業部 商工観光課(81-2136
　各行政局 産業建設課

商
工

「ふねひき小唄」の参加
者募集

「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
踊ってくださる方を募集していま
す。ぜひお申し込みください。
●日時　毎月第 1 土曜日
　　　　午後 1 時 30 分
●会場　船引公民館
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）

募
集

暮らしの税情報
5 月の納期限　6 月 1 日（月）

●固定資産税…1 期分

問市民部 税務課(81-2119

公立小野町地方綜合病院

からのお知らせ
＜整形外科診療日の変更＞

4 月から新たに水曜日の整形外
科診療を追加し、これにより整
形外科は月曜日から金曜日まで
の診療体制となりました。整形
外科の病気でお悩みの方や気に
なる症状のある方は、お気軽に
ご相談ください。
●受付時間　月～金曜日の午前
8 時 30 分～正午
問公立小野町地方綜合病院 総務課
　(72-3181

●電話・来庁（来館）で申し込む　●費用（料金）は無料　●問い合わせ先は問　●申し込み先は申
●はがき・ファクスで申し込む場合は次の必要事項を記入「行事（教室）名・郵便番号・住所・氏名・電話番号」

各記事に明記していないもの
≪共通事項≫


