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有料広告募集中
問い合わせ…総務部 総務課 ( ☎ 0247-81-3125) 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

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…毎週木曜日（祝日を除く）
●場　所…田村市役所 本庁
●時　間…午後 5 時 15 分～午後 6 時 30 分
※各行政局の延長窓口は廃止となりました。

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 30 年 11 月 1 日現在
総人口　36,667 人

   世帯数　12,745 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

募
集

臨時職員・
非常勤特別職募集

【歯科助手】
●職種・人数
　歯科助手　1 人
●勤務場所
　都路歯科診療所
●応募資格
　通勤可能な方　※実務経験がな
　くても構いません。
●雇用期間
　平成 31 年 1 月 4 日
　～ 3 月 31 日
●募集期限
　12 月 20 日（木）
　ただし、募集定員になり次第終　
　了します。
●勤務時間
　月～金曜日（祝日を除く。）
　8 時 30 分～ 17 時 15 分
●賃金
　日額 6,500 円
　※社会保険・厚生年金あり、通勤
　　距離 2km 以上は通勤手当あり
●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
問都路診療所　(75-2003

敬老会
敬老会の記念品を
お渡ししています

船引地区・文珠地区敬老会に来場で
きなかった招待者で、記念品をお受
け取りでない方に、市役所の高齢福
祉課で記念品をお渡ししています。
年内中にお受け取りくださるようお
願いします。
問保健福祉部 高齢福祉課
　(82-1115

職場でマイナンバー
カードを申請できます

個人
番号

職場でマイナンバーカードを申請で
きるよう、市職員が職場に出向きま
す。作成されたカードは、簡易書留
郵便で直接申請者に郵送されます。
マイナンバーカードの取得を希望す
る事業所等は、市民部市民課までご
連絡ください。
マイナンバーカードを使えば、コン
ビニエンスストアで住民票や印鑑登
録証明書などの各種証明書を取得で
きます。
●職場で申請できる事業所等
　①申請を希望する従業員がおおむ
　　ね 10 人以上いる
　②写真の撮影場所を提供できる
問市民部 市民課　(82-1112

健康
保険

健康保険証が変わったら
届出を

転職や就職で職場の健康保険に加入
した際や、退職などにより職場の健
康保険を脱退した際は、市役所の窓
口で国民健康保険の切り替えの手続
きが必要です。
手続きをしないで誤った健康保険証
を使用すると、正しい負担割合で治
療を受けられなかったり、後で治療
費の返還が発生したりします。
健康保険証が変わった場合は、必ず
14 日以内に届出をしてください。
問市民部 市民課　(82-1112

催
し

認知症について気軽に話しませんか？
「認知症カフェ」開催

「認知症カフェ」とは、認知症の方やそのご家族、地域の人々、介護・医療の
専門家が互いに交流したり、気軽に情報交換したりできる集いの場です。認知
症になっても安心して暮らし続けられるまちづくりの一環として、全国的に注
目されています。
市では、さまざまな主体による「認知症カフェ」の開催を応援しています。

【は～とカフェ】
●開催日時　毎月第３日曜日　午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分
●開催場所　は～とらいふ船引（船引町東部台六丁目 46）
●参加費　　200 円（お茶・お菓子代）　※どなたでも参加できます。
●主催・問い合わせ先　ＪＡ福島さくら　は～とらいふ船引　(73-8580

催
し

コミュタン福島のイベント

開催日 イベント

12 月 8 日（土） ●　ＬＥＤ・あかりの工作教室（定員制）

12 月 18 日（火）
～ 1 月 14 日（月）

●　国立科学博物館巡回展「ノーベル賞を受賞した日
　本の科学者」in コミュタン福島

※ 12 月 15 日（土）は、電気設備点検のために午後 1 時に開館となります。
※ 12 月 29 日（土）～ 1 月 3 日（木）は、年末年始の休館日です。
※毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日）は休館です。
 問  福島県環境創造センター（コミュタン福島）企画課　(61-6129

証明
発行

田村証明サービスセンター
をご利用ください

田村市役所内に設置されている福島
地方法務局 田村証明サービスセン
ターで、証明書を発行しています。
ぜひご利用ください。
●場所　田村市役所 １階
●取扱時間
　平日（祝祭日を除く月～金曜日）
　午前 9 時～正午
　午後 1 時～午後 4 時 30 分
●取得できる証明書の種類
　■　全国の土地・建物および会社・
　　法人の登記事項証明書
　■　全国の会社・法人の代表者事項
　　証明書
　■　会社・法人の印鑑証明書（印鑑
　　カードが必要です。代表者の生
　　年月日の入力も必要。）
　※コンピュータ化されている不動
　　産・会社等に限られます。
　※地図（公図）、建物図面、地積
　　測量図等は取得できません。
問福島地方法務局 郡山支局
　(024-962-4505

消 　
防

郡山地方広域消防組合
からのお知らせ

【年末年始の火災予防運動】
年末年始のあわただしい時季は、特
に火の取り扱いに注意しましょう。
●住宅の防火
　■　調理中は火の元から離れない。
　■　暖房器具の周りに燃えやすいも
　　のを置かない。
　■　外出の前に火の元を確認する。
　■　住宅用火災警報器を設置する。
●放火の防止
　■　建物の周りに燃えやすいものを
　　置かない。
　■　車庫や物置は施錠する。

【セルフスタンドでの給油は安全に】
●給油の際は、エンジンを停止する。
●静電気除去シートに触れてから給
　油する。
●給油中は火気を使用しない。
●自分でガソリン容器への小分けを
　しない。
問郡山消防本部 予防課
　(024-923-8172

【緊急車両の通行へのご協力を】
消防車・救急車が現場や病院にいち
早く到着できるよう、緊急走行時に
は速やかに道路を譲ってください。
交差点付近で緊急車両が接近してき
たときは、交差点を避けて道路を開
けてください。

詳しくはお問い合わせください。
問郡山消防本部 消防課
　(024-923-8173

食品
検査

食品の放射性物質測定を
受け付けています

10 月、市内で産出された自家用野菜や自然採取された食品の放射性物質を測
定しました。測定件数 188 件のうち、基準値を超えたものは 69 件で、測定
値は最大 8,904 ベクレル（野生きのこ）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　近くの受付窓口へ測定品をお持ちください。
●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 ｇ（水は１ℓ以上）必要です。
　　　　　　■　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・申産業部 農林課　(81-2511　各行政局市民課、各出張所

【家庭児童相談員】非常勤特別職
●勤務場所・募集人数
　市役所 こども未来課　1 人
●応募資格
　①大学で児童福祉、社会福祉、児
　　童学、社会学、心理学、教育学
　　のいずれかを修めた方
　②社会福祉主事として 2 年以上
　　児童福祉の仕事に従事したこと
　　がある方
　③上記①または②に準じ、業務に
　　必要な学識経験を有する方
●雇用期間
　平成 31 年 1 月 4 日
　～ 3 月 31 日
●勤務時間
　月～金曜日
　10 時 30 分～ 17 時 15 分
●賃金月額
　① 146,300 円（資格あり）
　② 136,000 円（資格なし）
　※社会保険あり、通勤距離 2km
　　以上は通勤手当あり
●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、資格関係書類の写し
●募集期限　12 月 20 日（木）
問保健福祉部 こども未来課
　(82-1000


