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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、 総務部 総務課(81-2117 へ

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

●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

田村市の人口

主な問い合わせ先

平成 27 年 5 月 1 日現在
総人口　37,406人

   世帯数　11,868世帯
この数値は、平成 22 年国勢調査
の確報値を基に毎月の自然動態・
社会動態を加減したものです。

休日・延長窓口の開設案内
●取扱業務…各種証明書の発行のみ

【休日窓口】
●開設日…日曜日
●場　所…田村市役所 本庁
●時　間…午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

【延長窓口】
●開設日…月～金曜日（祝日を除く）
●場　所…田村市役所 本庁
●時　間…午後 5 時 15 分～ 6 時 30 分
※木曜日については、各行政局でも開設

主な問い合わせ先
●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
※時間外の緊急時連絡先　(81-1220

●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

上水道の窓口案内

●休日・時間外に対応できるもの
①漏水事故・水質異常の通報（24 時間）
②開栓・閉栓の申し込み（3 日前まで）
※受付：午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

●田村市水道事業所
　〒 963-4312
　田村市船引町船引字上川原 33 番地
　(82-1527 FAX 82-4564

田村市の人口
平成 29 年 4 月 1 日現在
総人口　37,539人

   世帯数　12,730世帯
この数値は、平成 27 年国勢調査
の確定値を基に毎月の自然動態・
社会動態を加減したものです。

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

ガソリンなどの取り扱い
に注意

ガソリンや灯油などからは、目に見
えない可燃性蒸気が発生しています。
取扱いには十分注意し、近くで火は
使わないようにしましょう。
6 月４～ 10 日は危険物安全週間
問郡山消防本部 予防課
　(024-923-8172

防
火

募
集
市営住宅入居者募集

備前作団地（常葉）
●部屋番号　1-1 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～
坂ノ下 1団地（常葉）
●部屋番号　1-22 号（4 階）
●建築年　昭和 55 年
●構造　中層耐火 4階
●間取り　3DK　　●駐車場　有
●家賃　12,700 円～
※家賃は所得に応じて変わります。

【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
6 月 15 日（木）から 30 日（金）まで
に備え付けの申込書に必要書類を添
えて、お申し込みください。※申込
者多数の場合は、抽選になります。
問・申

常葉行政局 産業建設課 (77-2356
建設部 都市計画課(82-1114
●その他　
随時申し込み受け付け可能な団地も
あります。詳しくは、建設部都市計
画課または各行政局産業建設課へお
問い合わせください。

募
集

さくら湖および大滝根川流域には魅力ある景色がたくさんあります。「その魅
力を！その景色を！」多くの方に知ってもらいたい。そんな思いを込めて、フ
ォト＆ムービーコンテストを開催します。
●作品テーマ
さくら湖および大滝根川流域で自慢したい風景、行事、その他地域の資源な
どが撮影されていること。
●応募資格　なし（プロ・アマ問いません）
●募集期限　平成 30 年 1 月 31 日（水）消印有効
●その他
応募規定など詳しくは、三春ダム管理所ホームページをご覧ください。
問・申

〒 963-7722　田村郡三春町大字西方字中ノ内 403-4
さくら湖流域協働ネットワーク事務局（三春ダム管理所）(62-3145

［ホームページ］　　http://www.thr.mlit.go.jp/miharu/

「さくら湖流域フォト＆ムービーコンテスト」作品募集

29年度税務職員
採用試験（高校卒業程度）

募
集

仙台国税局では、バイタリティーあ
ふれる税務職員を募集しています。
あなたも税のスペシャリストを目指
してみませんか？
●受験資格
①高校卒業見込みの者および高校卒
　業後 3 年を経過していない者
②人事院が①に掲げる者と同等の資
　格があると認める者
●第 1 次試験日　9 月 3 日（日）
●受験申込受付期間
6 月 19 日（月）～ 6 月 28 日（水）
●申込方法
受験申し込みは原則インターネット
申し込みとします。
インターネットで申し込みできない
場合は、受験申込受付期間に仙台国
税局人事第二課試験研修係または人
事院東北事務局へご連絡ください。
問仙台国税局 人事第二課 試験研修係
　(022-263-1111
　人事院東北事務局　
　(022-221-2022
国家公務員試験採用情報 NAVI
http://www.jinji.go.jp/saiyo/
saiyo.htm

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 2 日（日）小雨決行
※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
作業中は長靴やゴム手袋などを着用
して、けがや虫さされなどの防止対
策をしてください。作業中にけがを
した場合は、各行政区長または下記
問い合わせ先まで速やかにご連絡く
ださい。なお、建設部建設課につい
ては、音声ガイダンスにより緊急連
絡先がアナウンスされます。
問建設部 建設課 (81-2513
　各行政局 産業建設課

介護職募集募
集

平成 29 年度福祉・介護人材緊急雇用
育成支援業務により、介護職の不足
を解消するため、介護職を募集して
います。
●資格
資格や経験等の有無は問いません。
未経験者は就業中、「介護職員初任
者研修」を無料で受講できます。経
験者はスキルアップが期待できま
す。
●内容
平成 30 年 3 月 31 日まで派遣スタッ
フとして就業し、その後双方合意で
派遣先の直接雇用となります。
問・申

ハローワーク郡山(024-942-8609
㈲ビズネット(0120-979-848

年
金
農業者年金を
受給している皆さんへ

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。提出しな
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
止められますのでご注意ください。
●提出期限　6 月 30 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

5 月 1日付市職員の人事異動
【部長職】（　）内は前職名
▶総務部長（議会事務局長）遠藤祥司
▶産業部長（常葉行政局長）白鳥宏
▶会計管理者兼会計課長（総務部長）七海茂
▶議会事務局長（会計管理者兼会計課長）助川庄藏
▶常葉行政局長（産業部長）山口栄

【課長職】
▶総務課長兼選挙管理委員会事務局長（社会福祉課長） 
　吉田英一
▶社会福祉課長（総務課長兼選挙管理委員会事務局長）
　大友勝弘

広告欄 Advertisement

女
　性

船引地区女性学級受講生募集

楽しく学びながら、教養を高めてみませんか？
まずは楽しく、すばらしい奥会津の日本遺産を見学学習しましょう！
●日時　6 月 25 日（日）
午前 8 時 30 分　船引公民館出発
●内容　「第１回移動学習」奥会津方面

（福満虚空藏菩薩圓藏寺、斎藤清美術館など）
●対象　船引町にお住まいの女性またはお勤めの女性
●受講料　2,500 円（入館料・昼食代・交通費など）
●申込方法
6 月 20 日（火）までに、受講料を添えて船引公民館まで
お申し込みください。お一人でも仲間同士でもお気軽に参加下さい。
問 ・申船引公民館 (82-1133

●定員　20 人（先着順）


