
No.170
  2013

●発行／福島県田村市（毎月 15 日発行）
●編集／市長公室　〒 963-4393 福島県田村市船引町船引字馬場川原 20 番地
　　　　 (0247-81-2117　 F 0247-81-2522　* info@city.tamura.lg.jp
●印刷／ましこプリント（田村市常葉町）
　たむら お知らせ版は再生紙を使用しています。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

7.15    

各施設の催し・募集など

*kosodate@city.tamura.lg.jp　(82-1510（ F 兼用）子育て支援センター子ども

●開所日　月～土曜日  ※祝日を除く
●時間　午前 9 時～午後 5 時
●その他　調乳用のお湯を準備して

います。

 利用案内

●

●

●

●

ひまわりひろば
●日時　8 月 7 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

「福島いのちの電話」
毎月第3土曜日は24時間受付に
社会福祉法人福島いのちの電話で
は、悩みや苦しみについての相談
を電話で受け付けしています。
一人で悩まず、ご相談ください。
●相談電話番号
　024-536-4343
●相談受付時間
　毎日 午前 10 時～午後 10 時
　※毎月第 3 土曜日は、午後 10
　　時～翌朝 10 時まで受け付け
　　となりました。

一人でも多くの人が献血することで、尊い命が救われます。皆さんの善意と
小さな勇気に支えられている献血にご協力をお願いします。

●日時　8 月 11 日（日）　正午～午後 5 時
●会場　ふねひきパーク　食品館側駐車場

問保健福祉部 保健課(81-2271

街頭献血にご協力を

市内の
イベント情報

田村市放課後子ども教室推進事業
船引町内の小学校「めだかの学校指導員（ボランティア）」募集

放課後に子どもたちの安全で健やかな居場所作りをするため、サポートしてくださる方を募集しています。
●日時　夏休み明け 8 月下旬からの放課後の時間（予定）
●内容　放課後の児童の活動を支援し、見守る。
●会場　瀬川小学校、緑小学校、船引南小学校、要田小学校（※ 要田小学校のみ金曜日できる方を募集）
●対象　市内にお住まいの方（年齢性別不問）
●定員　若干名
●申込期限　8 月 16 日（金）
●その他　週 1 ～ 3 回、午後 2 時間程度ご協力くださる方。
●申込方法　電話またはＦＡＸでお申し込みください。
問・申船引公民館(82-1133　Ｆ 82-5530

募
集

「特別支援教育啓発セミナー
2013in 田村」の開催

障がいがあるなしにかかわらず、「地
域で共に学び、共に生きる」ことの
講演を聞いてみませんか。
これからの教育のあり方について市
民の皆さんとともに考えていきま
す。多数のご参加をお待ちしていま
す。
●日時　8 月 2 日（金）

14:00 ～ 15:40
●会場　市文化センター
●講演　宮城教育大学特別支援教育

研究センター
野口和人 教授

●演題　「発達障がいをもつ子ども
への教育的支援の現状と
課題」

都路診療所・歯科診療所
休診日のお知らせ

診察やお薬など、早めの対応を
お願いします。
●休診日
・都路診療所

8 月 14 日（水）～ 16 日（金）
・都路歯科診療所

8 月 12 日（月）～ 16 日（金）
問都路診療所(75-2003
　都路歯科診療所(75-2208

●日時　8月 3日（土）午後 3 時～ 9 時　※雨天決行
●会場　都路運動場
問都路灯まつり実行委員会事務局（都路行政局 産業建設課内）(75-3550

●内容　竹灯点火、キッズダンス、もの
　まね歌謡ショー、お楽しみ抽選会、
　郷土芸能、キッズコーナー、出店
　など

●日時　8月13日（火）午後 1 時～　花火大会 午後 7 時 30 分～
●会場　つつじレインボーロード特設会場（下大越字中田地内）
問鬼の里納涼夏まつり実行委員会事務局（大越行政局 産業建設課内）(79-2193

●内容　歌謡ショー、もの
　まねショー、鬼五郎幡五
　郎太鼓、よさこい、大声
　大会、模擬店　など

●日時　8月 15日（木）午前 10 時～午後 9 時
●会場　常葉行政局駐車場　※雨天時は常葉体育館
問常葉町観光協会事務局（常葉行政局 産業建設課内）(77-2371

●日時　8月 15日（木）午後 1 時～ 6 時
●会場　神俣駅前広場、滝根コミュニティ広場
問滝根っこ夏まつり実行委員会事務局(78-3112

●内容　兄弟バンド生ライブ、和太鼓　
　共演（2 団体）、じゃんがら念仏踊り、
　スポーツ民謡披露、ちびっこフラ
　フープ大会、早食い大会、模擬店、　
　縁日コーナー　など

●日時　8月18日（日）午後 6 時 30 分～　花火大会 午後 8 時～　※ 雨天決行［悪天順延］
●会場　大滝根河畔・扇田地内
問船引町観光協会事務局（船引町商工会館内）(82-4264

●日時　7月 28日（日）午前 9 時 30 分～午後 4 時
●会場　市運動公園および総合体育館

●内容　ラジオパーソナリティ 小川もこ
　と市長のトークショー、和太鼓演奏、　
　キャラクターショー、航空自衛隊の　
　展示飛行、特殊車両の展示・試乗、
　特産品の販売　など問産業部 商工観光課(81-2136

　　 「たむら元気フェスタ 2013」

　　 「都路灯まつり」

　　 「第 20 回鬼の里納涼夏まつり」

　　 「こどもの国ムシムシランドサマーフェスティバル・ときわお盆の夕べ」
●内容　カブトムシプレゼント（先着164セッ
　ト）、カブトムシ大相撲、歌謡ショー、　戦隊
　ショー、お笑いショー、盆踊り、出店　など

　　 「滝根っこ夏まつり」

　　 「第 64 回灯籠流しと花火大会」～ がんばろう福島！ふかめよう田村市の絆！ ～



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

●滝根行政局
   〒 963-3692　
   田村市滝根町神俣字関場118番地　
   地域振興課…(78-2111 
   市　民　課…(78-1202 
   産業建設課…(78-1204
●大越行政局
   〒 963-4192　
   田村市大越町上大越字水神宮62番地1 
   地域振興課…(79-2111 
　市　民　課…(79-2112 
   産業建設課…(79-2193 
●都路行政局
   〒 963-4701　
   田村市都路町古道字本町33番地4
   地域振興課…(75-2111 
　市　民　課…(75-2112 
   産業建設課…(75-3550
●常葉行政局
   〒 963-4692　
   田村市常葉町常葉字町裏 1番地 
   地域振興課…(77-2111 
　市　民　課…(77-2112 
   産業建設課…(77-2371 
●滝根公民館…(78-2001
●大越公民館…(79-2161
●都路公民館…(75-2063
●常葉公民館…(77-2013
●船引公民館…(82-1133

各行政局・公民館の問い合わせ先

● 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
● はがき・ F (FAX) 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）

申

復興支援員の募集

東日本大震災の甚大な被害で、被災
地域の住民が長期間にわたり仮設住
宅での生活を余儀なくされていま
す。復興にあたっては、地域に根ざ
したコミュニティ再構築に向けた人
材面での支援が必要です。
被災者の見守りやケア、地域おこし
活動などに幅広く従事する復興支援
員を市内外から募集します。
●募集人数　若干名
●募集対象
① 20 歳以上で、心身とも健康な方
②普通自動車運転免許を有する方③
基本的なパソコンの操作ができる方
④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
⑤住民とともにコミュニティ再構築
に取り組み、地域を元気にする意欲
のある方
●報酬　月額 15 万円程度
●面接日時・会場　申し込み受け付
け時にお知らせします。
●申込期間
7 月 16 日（火）～ 26 日（金）
●申込方法
指定の応募用紙を記入の上、企画課
へお申し込みください。応募用紙は、
企画課および各行政局地域振興課に
備えています。なお、市ホームペー
ジからもダウンロードできます。
問総務部 企画課(81-2135
http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/5/

募
集

市営住宅入居者募集

菅谷団地（滝根）
●部屋番号　5 号室
●建築年　昭和 52 年
●構造　中層耐火 3 階
●間取り　3DK　　●駐車場　無
●家賃　12,100 円～
鷹待田団地（大越）
●部屋番号　104 号室
●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　13,900 円～
下扇田団地（船引）
●部屋番号　14 号室
●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～

【入居者資格】
①現在、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
7 月 25 日（木）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、抽選になり
ます。
問・申

滝根行政局 産業建設課(78-1205
大越行政局 産業建設課(79-2194
建設部 都市計画課       (82-1114

募
集

市民課からのお知らせ

●国民健康保険高齢受給者証
の一斉更新

国民健康保険に加入されている方
で、70 歳以上 75 歳未満の方は、
70 歳の誕生日の翌月（1 日が誕生
日の方はその月）から医療機関など
で診療を受ける際の自己負担割合が
1 割（26 年 3 月 31 日まで）、また
は 3 割となります。自己負担割合
は、8 月 1 日現在の世帯状況と前
年所得に基づき毎年定期的に判定し
ます。
現在お持ちの方で有効期限が 7 月
31 日となっている方には、8 月 1
日からの新しい高齢受給者証を 7
月下旬に郵送します。医療機関など
で診療を受けるときは、必ず健康保
険証と一緒に高齢受給者証を窓口に
提示してください。
●後期高齢者医療被保険者証

の一斉更新
75 歳以上の方、または一定の障が
いがある 65 歳以上 74 歳以下で申
請により認定を受けた方が対象とな
ります。現在お持ちの被保険者証は
有効期限が 7 月 31 日となっていま
す。8 月 1 日からの新しい被保険
者証は 7 月下旬に簡易書留で郵送
します。
●後期高齢者医療保険料納入通知書

の送付
75 歳以上の方、または一定の障が
いがある 65 歳以上 74 歳以下で申
請により認定を受けた方へ、8 月中
旬に本年度の納入通知書を送付しま
す。
問市民部 市民課(82-1112

保
険

市臨時職員募集
「保育士」

●勤務場所・募集人数
市内保育所およびこども園
若干名
●応募資格
保育士の資格を有する方
●雇用期間　
8 月 1 日～ 26 年 1 月 31 日
※雇用期間終了後も再雇用する場
合があります。
●勤務時間　勤務場所の形態による
●賃金日額　7,200 円
●その他　社会保険に加入していた
だきます。
●提出書類
①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
②保育士証の写し
●募集期間
7 月 16 日（火）～ 24 日（水）
問・申

保健福祉部 社会福祉課(81-2273

募
集

児童手当現況届の提出は
お済みですか

児童手当を受けている方は、監護要件、
被用者・非被用者の区分などについ
て確認する必要があるため、6 月中に
現況届の提出が義務付けられていま
す。対象となる方へ通知を送付しま
したが、まだ提出されていない方は、
忘れずに手続きをお願いします。
●必要書類
①現況届②受給者の健康保険証（国
民健康保険加入の場合は不要）
③印鑑④所得証明書（25 年１月１
日時点で市内に住所がなかった方）
⑤申立書（児童と別居している場合
や児童を養育している場合など）
⑥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）　
●その他
提出がない場合は6月分以降の手当が
支給できませんのでご注意ください。
問保健福祉部 社会福祉課(81-2273

育
児

第 63回福島県統計グラフ
コンクール作品募集

統計に興味と親しみを持っていただ
くための作品を募集しています。
●募集作品
観察記録や既存のデータなどを手描
き、またはパソコンでグラフにした
ポスター
●規格
72.8cm × 51.5cm（B2 判）
※テーマは自由
●対象　小学生以上
●募集期限　9 月 4 日（水）必着
●その他　小・中・高校生は、各学
校へ提出してください。
問・申

〒 960-8670（住所記載不要）
福島県 企画調整部 統計課
(024-521-7143

募
集

お盆前のし尿くみ取りの
申し込みはお早めに

【滝根・大越・常葉地域の方へ】
お盆前後のし尿くみ取りは下記の日
程で行います。
●受付
① 8 月 2 日（金）までの申し込み
　⇒ 8 月 13 日（火）までに実施
② 8 月 5 日（月）以降の申し込み
　⇒ 8 月 19 日（月）以降に実施
問・申各行政局 市民課

【都路・船引地域の方へ】
●受付　田村地方衛生処理センター
へ電話でお申し込みください。
問・申田村地方衛生処理センター

(82-1272

生
活

災害復興住宅融資などの
お知らせ

住宅金融支援機構では、東日本大震
災で住宅に被害が生じ、「り災証明
書」の発行を受けた方に、災害復興
住宅融資を実施しています。住宅の
建設・購入の場合は、当初 5 年間
の融資金利を 0％に、補修の場合は
当初 5 年間の金利を 1％に引き下
げしています。
原子力発電所の事故による避難指示
区域内に住んでいた方は、り災証明
書が交付されない場合でも住宅の建
設・購入の災害復興住宅融資をご利
用いただけます。また、住宅金融支
援機構（旧住宅金融公庫）から融資

（フラット 35[ 買取型 ] を含む。）を
受けて現行返済中の方のうち、東日
本大震災で被害を受けられた方につ
いて、返済金の払い込みの措置など
を行っています。
災害復興住宅融資および返済方法変
更などの概要は、住宅金融支援機構
のホームページに掲載していますの
で、ご覧ください。
問住宅金融支援機構（災害専用ダイヤル）  

フリーコール(0120-086-353
（9:00 ～ 17:00  祝日、年末年始

を除く）

融
資

大型・中型灯籠の参加募集

灯籠流しに参加する灯籠を募集しています。企業・団体のＰＲを兼ねてぜひご参加ください。
大型灯籠の作成に対しては、以下の基準を全て満たせば申請により助成金が交付されます。

【大型灯籠作成助成金の交付基準】
●助成金額
　一律（1 基）50,000 円　※申請により事前に助成金を交付します。
●助成金の交付要綱
　①灯籠の大きさがおおむね、縦（長さ）2 ｍ、横（幅）1.5 ｍ、高さ 1 ｍ以上のもの。
　　または、縦（長さ）・横（幅）・高さの合計がおおむね 4.5 ｍ以上のもの。
　　※発電機と照明機材が搭載されているもの。
　②人が河川に入って灯籠を流すために、補助を必要とする灯籠。
　③その他、観光協会が大型に該当すると認める灯籠。
●参加および助成金の申請方法
　船引町観光協会事務局（船引町商工会館内）に備え付けの申請書を
　記入の上、7 月 31 日（水）までに申請してください。
●その他
　大型・中型灯籠入賞者には、大会会長賞（15 万円）をはじめ、
　田村市長賞、田村市議会議長賞、船引町商工会長賞ほか
　多数の賞金が準備されています。
　詳しくは、下記へお問い合わせください。
問船引町観光協会事務局（船引町商工会館内）(82-4264 ▲昨年の大会会長賞作品


