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

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 6 月 1 日現在
総人口　37,448 人

   世帯数　12,731 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/

Advertisement広告欄

社会福祉法人田村福祉会
職員採用試験

募
集

●採用予定日　30 年 4 月 1 日
●申込方法
　田村福祉会各事業所または田村福祉会
　ホームページで指定の申込用紙を取得
　し、必要書類を添えて申込期限までに
　提出してください。
　※当日消印有効
●提出書類
　①職員採用試験受験願書（指定様式 1）
　②自筆履歴書（指定様式 2）
　③各資格免許証の写しまたは資格取
　　得見込証明書
●その他
　施設の情報など、詳しくはホームペ
　ージをご覧ください。
問・申〒 963-7752
田村郡三春町字六升蒔 68 番地
社会福祉法人田村福祉会 本部事務局
(61-2761

【介護職員・看護職員・生活相談員・ 
介護支援専門員】
●採用人員
　介護職員、看護職員…各 5 人程度
　生活相談員、介護支援専門員…若干名
●受験資格　
　各職種ともに次の条件を全て満たす方
　①各職種ごとに次の資格をお持ちの方
　　（資格取得見込みの方も可能）
　・介護職員…介護福祉士
　・看護職員…看護師または准看護師
　・生活相談員…社会福祉主事、社会
　福祉士、精神保健福祉士のいずれか
　・介護支援専門員…介護支援専門員
　②法人内の各事業所へ通勤可能な方
●試験日　9 月 30 日（土）
●選考方法　小論文試験・面接試験
●申込期限　9 月 15 日（金）

福島県警察官・警察事務
職員採用候補者試験

【警察官 B（高卒）】
●採用人員　男性…60 名程度
　　　　　　　女性…14 名程度
●受験資格　
　昭和 59 年 4 月 2 日から平成 12 年
　4 月 1 日までに生まれた方
　※大学を卒業した方または平成 30
　　年3月末日までに大学を卒業する
　　見込みの方をを除きます。　
●受付期間　
　7 月 21 日（金）～ 8 月 18 日（金）
　※当日の消印
●第一次試験日　9 月 17 日（日）
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児童扶養手当およびひとり親家庭医
療費の助成を受けている方は、受給
資格、所得状況などの確認のため、8
月中に現況届の提出が必要です。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。提出がない場合は、8 月分以降
の手当および医療費の助成が受けら
れなくなりますのでご注意ください。
●必要書類

【児童扶養手当】
　・現況届
　・世帯全員の住民票
　　（世帯分離者を含む）
　・養育費に関する申告書
　　（離婚や未婚の場合）
　・児童扶養手当証書
　・印鑑（シャチハタ不可）
　・一部支給停止除外届（該当者のみ）
　・平成 29 年度所得証明書
　　（29 年 1 月 1 日時点で市内に
　　住所がない方）
　・申立書
　　（児童と別居している場合など）

【ひとり親家庭医療費助成制度】
　・登録（更新登録）申請書
　・被保険者証の写し
　　（本人と児童全員分）
　・受給者および同居者の所得に
　　関する「関係調書」
　・養育費に関する申告書
　　（離婚や未婚の場合）
　・ひとり親家庭医療費受給者証
　・印鑑（シャチハタ不可）
　・戸籍謄本（児童扶養手当を受給
　　　している場合は不要）
　・世帯全員の住民票
　　（父母のいない家庭のみ）
　・児童の属する世帯全員の住民票
　　（児童と別居している場合など）
●提出期限　8 月 31 日（木）
問保健福祉部 社会福祉課(81-2273
　各行政局 市民課

児童扶養手当現況届・ひとり親
家庭医療費受給資格の更新手続き

育
児

ひとり親家庭のための
就職相談のお知らせ

育
児

現況届の提出期間にあわせて、ハロ
ーワークまたは県中保健福祉事務所
が出張相談会を行います。ひとり親
家庭（母子家庭・父子家庭）の方の
職業相談、就業支援について、仕事
を探している方や転職を考えている
方など、相談に応じます。なお、相
談会場は田村市役所本庁舎です。ぜ
ひご利用ください。
問保健福祉部 社会福祉課(81-2273
　各行政局 市民課

市営住宅入居者募集

菅谷団地（滝根）
●部屋番号　8 号（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～
備前作団地（常葉）
●部屋番号　1-7 号（4 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～
常葉馬場団地（常葉）
●部屋番号　24 号
●建築年　昭和 52 年
●構造　簡易耐火
●間取り　3K 　　 　
●駐車場　有
●家賃　12,600 円～
本坊団地（常葉）
●部屋番号　1-8 号（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　14,100 円～
下里団地（船引）
●部屋番号　2-13 号（3 階）
●建築年　昭和 53 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　3DK　　　
●駐車場　無
●家賃　13,100 円～
後田団地（船引）
●部屋番号　2 号（1 階）
●建築年　昭和 63 年
●構造　木造 2 階建
●間取り　2K　　　
●駐車場　無
●家賃　14,000 円～
※家賃は所得に応じて変わります。
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【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
　8 月 15 日（火）から 29 日（火）まで
に建設部都市計画課または各行政局産
業建設課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。
　※随時申し込み受け付け可能な団地
　　もあります。詳しくは、下記へお
　　問い合わせください。

【マイナンバー利用の市営住宅申請手
続きについて】
　マイナンバー制度に伴う本格運用が
開始され、個人番号の記載により内容
が確認できる場合は、添付書類を一部
省略することができます。しかし、今
のところはマイナンバー制度による情
報連携の試行運用期間中ですので、引
き続き従来と同様の添付書類の提出に
ご協力をお願いします。
※マイナンバーによる申請手続きで
は、以下の個人番号と本人確認の内容
を確認させていただきます。
・番号確認：個人番号カード、通知カ
　ード、個人番号が記載された住民票
　の写し、住民記載事項証明のいずれ
　かの確認させていただきます。
・本人確認（1 点の場合）：運転免許証写
　真付き身分証明書など。
・本人確認（２点の場合）：公的医療保
　険の被保険者証、年金手帳、写真な
　しの身分証明書など、2 点を確認。

問・申

滝根行政局 産業建設課 (78-1205
常葉行政局 産業建設課 (77-2356
建設部 都市計画課       (82-1114

個人事業税の納期に
ついて

個人事業税とは、事業を営んでいる
個人に課税される県の税金です。
今年度の第 1 期分の納期限は 8 月
31 日（木）です。
県中地方振興局県税部から送付され
る納税通知書により、納期限までに
最寄りの金融機関で納めてください。
また、金融機関の口座から自動振替
により納めることができる口座振替
が便利です。ぜひご利用ください。
※新たに口座振替を申し込んだ場
合は、第 2 期分（11 月 30 日納期限）
からの取り扱いとなります。
問県中地方振興局 県税部
　課税第一課 事業税チーム
　(024-935-1251

納
税

【警察事務職員（高卒）】
●採用人員…1 名程度
●受験資格　
　平成 8 年 4 月 2 日から平成 12 年
　4 月 1 日までに生まれた方
　※大学を卒業した方または平成 30
　　年 3 月末日までに大学を卒業す
　　る見込みの方をを除きます。　
●受付期間　
　8 月 1 日（火）～ 8 月 18 日（金）
　※当日の消印
●第一次試験日　9 月 24 日（日）
●その他
　詳しくは、ホームページをご覧ください。
問田村警察署　(0247-62-2121
　福島県警察本部警務課人事係　
　(0120-276-314（採用フリーダイヤル）
　福島県警察ホームページ　
　【URL】http://www.police.pref.
　　　　  fukushima.jp/

　

【課長職】（　）内は前職名
▶社会福祉課長兼授産場長（社会
福祉課長）大友勝弘
▶生涯学習課長（滝根行政局産業
　建設課長）　白石嘉広
▶滝根行政局産業建設課長（生涯
　学習課長）石塚正

【課長相当職】
▶総務課芦沢出張所主幹兼所長
　（授産場主幹兼場長）橋本宏
▶建設課主幹兼課長補佐兼計画　
　係長併任生涯学習課主幹
　　　　　　　　　　鈴木勝利

7 月 1 日付市職員の人事異動

●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


