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●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

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 9 月 1 日現在
総人口　37,303 人

   世帯数　12,744 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/

古道団地（都路）
●部屋番号　11 号（3 階）
●建築年　昭和 59 年
●構造　中層耐火 3 階
●間取り　3K　　
●駐車場　有
●家賃　13,400 円～
古道団地（都路）
●部屋番号　12 号（3 階）
●建築年　昭和 59 年
●構造　中層耐火 3 階
●間取り　3K　　
●駐車場　有
●家賃　13,400 円～
坂ノ下 1 団地（常葉）
●部屋番号　1-17 号（1 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～
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～
西部団地（常葉）
●部屋番号　1-3 号（1 階）
●建築年　平成 12 年
●構造　中層耐火 3 階
●間取り　3DK　　  
●駐車場　有
●家賃　21,200 円～
扇田団地（船引）
●部屋番号　14 号
●建築年　昭和 45 年
●構造　簡易平屋
●間取り　3K　　
●駐車場　無
●家賃　4,800 円～

市営住宅入居者募集募
集

【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
　11月15日（水）から29日（水）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。
問・申

都路行政局 産業建設課(75-3551
常葉行政局 産業建設課(77-2356
建設部 都市計画課(82-1114

船引馬場団地 3 号棟（船引）
●部屋番号　24 号（4 階）
●建築年　昭和 50 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　3K　　
●駐車場　無
●家賃　11,400 円～
東部団地 6 号棟（船引）
●部屋番号　6 号（3 階）
●建築年　平成 6 年
●構造　中層耐火 3 階
●間取り　3DK　　
●駐車場　有
●家賃　18,600 円～
※家賃は所得に応じて変わります。

平成 30 年田村市成人式募
集

30 年 1 月 7 日（日）に市文化セン
ターで開催する成人式のご案内（往
復はがき）を該当する方に発送して
います。出欠にかかわらず、お早め
に返信はがきを投函してください。
なお、通知が届いていない場合はご
連絡ください。
●その他
　市内に住民登録されていない方
　は、申し込みにより出席できます。
問教育部 生涯学習課(81-1215

冬季は積雪による倒木が発生しやす
く、道路通行上の支障となる事例も
多数見受けられます。
これらが原因となり車両や歩行者に
事故が発生した場合は、土地の所有
者が賠償責任を問われることがあり
ます。
※民法第 717 条…土地の工作物の
　占有者及び所有者の責任
※道路法第 43 条…道路に関する
　禁止行為
所有されている道路沿いの土地で、
道路の通行に支障をきたすことが予
想される竹木などがある場合は、事
前に剪定をお願いします。
また、緊急の場合は、道路通行の支
障となる竹木などを予告なく剪定・
伐採・撤去することがありますので、
ご理解をお願いします。

－ 剪定する際の注意 －
●冬季の作業は危険が伴いますの
　で、降雪前に行いましょう。
　（大きくならないうちに取り除け
　ば経費・労力の軽減になります）
●電線などが近くにある場合は、十
　分気を付けて作業を行ってくださ
　い。
問建設部 建設課(81-2513
　各行政局 産業建設課

支障木の剪定などに
ついてのお願い

周
知

臨時職員募集募 　
集

【事務補助員】
●勤務場所・採用予定人数
　保健福祉部 保健課…1 人
●応募資格
　・要普通自動車免許、パソコンの
　　基本的な操作ができる方　
　・地方公務員法第 16 条に規定す
　　る一般職員の欠格条項に該当し
　　ない方
●雇用期間　
　12月1日（金）～30年3月31日（土）
●勤務時間
　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
●賃金　
　日額 6,300 円
　社会保険・厚生年金 有
　有給休暇、その他休暇制度 有
　※通勤距離２㎞以上は通勤手当有
●募集期限　
　11 月 1 日（水）～ 15 日（水）
●面接日時・会場
　応募者に個別にお知らせします。
問・申

総務部 総務課(81-2111

【事務補助員】
●勤務場所・採用予定人数
　市民部 税務課…2 人
●応募資格
　・パソコンの基本的な操作ができ
　　る方　
　・地方公務員法第 16 条に規定す
　　る一般職員の欠格条項に該当し
　　ない方
●雇用期間　
　30年1月4日（木）～3月30日（金）
●勤務時間
　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
●賃金　
　日額 6,300 円
　社会保険・厚生年金 有
　有給休暇、その他休暇制度 有
　※通勤距離２㎞以上は通勤手当有
●募集期限　
　11 月 1 日（水）～ 30 日（木）
●面接日時・会場
　応募者に個別にお知らせします。
●その他
　市臨時職員として通算 60 カ月以上
　の勤務経験のある方の応募はご遠
　慮ください。
問・申

市民部 税務課(81-2119

【保育士または保育補助員】
●勤務場所・採用予定人数
　市内保育所・児童館など…５人
　（フルタイムおよびパートタイム）
●応募資格
　・保育士の資格を有する方
　・資格のない方で保育指導に興味
　　のある方
●雇用期間　
　12月1日（金）～30年3月31日（土）
　※期間満了後も再雇用する場合が
　　あります。
●勤務日など
　月曜日から土曜日のうち施設長が
　指定する日時。勤務日・時間など
　は相談に応じます。
　※施設により異なります。
●賃金　
　フルタイム
　①資格あり　日額 7,700 円～
　②資格なし　日額 6,500 円
　パート
　①資格あり　時給 990 円～
　②資格なし　時給 830 円
　※通勤距離２㎞以上は通勤手当有
●募集期限　
　随時受付しています。
　ただし、募集定員になり次第締め
　切らせていただきます。
問・申

保健福祉部 社会福祉課(81-2273

≪応募手続≫　
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
に必要事項を記入のうえ、各申込窓
口に持参で提出してください。
※資格のある方は資格証・免許状
　などの写し
※市指定の履歴書は、本庁・各行
　政局市民課に備え付けてあります。

Advertisement広告欄

　

【課長職】（　）内は前職名
▶商工課長兼商工振興係長（商工
　観光課主幹兼課長補佐兼商工振
　興係長）石井孝道
▶観光交流課長兼農村活性化セン
　ター所長（商工観光課長兼農村
　活性化センター所長 ) 先﨑徳政
▶大越行政局市民課長（大越行政
　局産業建設課長）横山春美
▶大越行政局産業建設課長（都路
　行政局産業建設課長）遠藤浩一
▶都路行政局産業建設課長（大越
　行政局市民課長）岡田雄重

【課長相当職】
▶総務部主幹兼総務課経営戦略室長
　（生活環境課課長補佐兼環境衛
　生係長）矢吹哲博
▶兼務産業部商工課主幹（建設課
　主幹兼課長補佐兼計画係長併任
　教育部生涯学習課主幹）鈴木勝利

10 月 1 日付市職員の人事異動

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


