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

●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

主な問い合わせ先

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 0 時 30 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。

●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 79-2115
●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

※市民の声専用ダイヤル  (82-0066

※時間外の緊急時連絡先　(81-1220

田村市の人口
令和 4 年 6 月 1 日現在
総人口　33,949 人

   世帯数　12,253 世帯
 4 月の出生数   12 人 

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。
※国・県の公表結果と異なる場合があります。

上水道の窓口案内
●上下水道局　上下水道課
　〒 963-4312
　田村市船引町船引字上川原 33 番地
　(82-1527 FAX 82-4564
●漏水事故・水質異常がある場合は、ご
　連絡ください。
●開栓・閉栓は平日（土日・祝日を除く）
　の午前９時～午後４時に行います。
　申込みは、３営業日前までの平日にご
　連絡ください。

　オンライン申請はコチラ▶▶
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暮らしの税情報

今月の納期限【 8月1 日（月） 】

●固定資産税………………２期
問市民部 税務課 (81-2119
●国民健康保険税…………1 期
●後期高齢者医療保険料
問市民部 市民課 (82-1112

●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世帯の所得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 15 日（金）～29 日（金）までに都市計画課または各行政局に備え付け
の申込書に必要な書類を添えて、申し込みください。必要書類や所得基準
などは、お問い合わせください。

●抽選会
　同一の市営住宅に複数の申込があった場合は、抽選会を開催します。

抽選となった場合、抽選会の日程などは行政局から申し込みされた方へ通
知します。

※その他、随時申込み受付可能な団地もあります。詳しくは、お問い合わせ
　ください。
問・申建設部 都市計画課 (82-1114　各行政局

市営住宅入居者募集募 　
集

▼入居者募集中の団地
地域・団地名 部屋番号 建築年 間取り 家賃 駐車場

都路
　　古道団地

１号
（１階） 昭和 59 年 3K 13,200 円～

47,700 円 有
都路
　　古道団地

５号
（２階） 昭和 59 年 3K 13,200 円～

47,700 円 有

※家賃は所得に応じて金額が変わります。

観 　
覧

「田村市少年の主張大会」
観覧のお知らせ

市内小中学生の代表 12 人が、社会
に向けた意見や未来への希望と家
庭・学校・地域活動などで心に思い
描いていることを、熱いメッセージ
にして発表します。
ぜひご来場ください。
●日時
　8月7日（日）午前10時～正午（予定）
●会場　市文化センター
●内容
　市内小中学生代表による主張発表
●対象　市内の方ならどなたでも入
　　　　場できます。
●入場料　無料
問教育部 生涯学習課 (81-1215

周 　
知

国民年金保険料の免除・
学生納付特例制度

国民年金保険料の納付が困難な場
合、申請で納付が「免除」または「猶
予」される制度があります。
失業が理由の場合は、雇用保険受給
資格者証などの失業した事実が確認
できる書類、学生の場合は、在学証
明書の原本または学生証の写しが必
要です。免除申請などの手続きは、
市民課、各行政局、各出張所で行っ
ています。
なお、免除を受けると将来の年金額
が減額されます。
問市民部 市民課 (82-1112

エゴマ搾油北部エゴマ搾油北部作業所作業所

ｰ ｰ 77月の稼働月の稼働日 ｰ日 ｰ
 稼働日 … 24 日（日）
●受付　午前 8時 30分～ 11時 30分

●場所　北部作業所（船引町新舘）

●問い合わせ

　産業部 農林課　(81-2511

募 　
集

自衛官採用試験のお知らせ

【一般曹候補生】
●応募資格
　18 歳以上 33 歳未満の方
●受付期限　9 月 5 日（月）

【自衛官候補生】
●応募資格
　18 歳以上 33 歳未満の方
●受付期間
　随時受け付けしています。

【航空学生】
●応募資格　高卒（見込含む）
　海上自衛隊：18 歳以上 23 歳未満
　　　　　　　の方
　航空自衛隊：18 歳以上 21 歳未満
　　　　　　　の方

周 　
知

国民年金手続きが
電子申請でできます

マイナンバーカードとスマートフォ
ンをお持ちの方は、マイナポータル
の利用者登録をすると次の手続きを
電子申請で行うことができます。
①国民年金第 1 号被保険者加入の
　届出（退職後の厚生年金からの変
　更等）
②国民年金保険料免除・納付猶予の
　申請
③国民年金保険料学生特例の申請
　処理状況や申請結果も確認できま
　す。詳しくは日本年金機構のホー
　ムページをご覧ください。
問郡山年金事務所 
　(024-932-3434

Advertisement広告欄

� 職員募集のお知らせ �
◆採用情報を随時更新
◆交流会・職場説明会を継続中（第 4 日曜日）

社会福祉法人田村福祉会　
〒 963-7752  三春町字六升蒔 68  (0247-61-2761

社会福祉法人 田村福祉会

詳しい内容は、
ホームページをご覧ください。▶▶▶
ご連絡お待ちしております。

●日時　８月６日（土）
　　　　正午～午後８時 30 分
●会場　グリーンパーク都路
●内容　ツリークライミング体験　
　　　　会、ステージイベントなど
●その他
　駐車場が少ないため、古道体育館
　発着のシャトルバスをご利用くだ
　さい。
問都路灯まつり実行委員会
　（都路行政局内）(75-3550

お 　
祭

周 　
知

新盆の簡素化を！
新生活運動の推進

【市民の力で住みよいまちづくり】
市では、市民の経済的負担の軽減と
感染症対策の観点から、新生活運動
を推進しています。
新盆見舞いは次の点を守り、簡素化
しましょう。
●新盆回りを控える（親戚・近所・
　隣組・縁故者まで）
●香典は 1,000 円程度
●お返しや酒食の接待はしない
●提灯、供物は親戚にとどめる
問教育部 生涯学習課 (81-1215

◆渡部 孝雄さん（滝根町）物品
◆福福堂 代表 稲福由梨さん（滝根町）物品
◆大橋 健二さん・大橋 京子さん（大越町）物品
◆渡辺 正春さん（千葉県）一般寄付金

まごころありがとうございます
次の方から市に寄付をいただきました

募 　
集

水中運動は膝や腰への負担が少ないため、体力に自信のない方や、関節痛な
どで悩む方も効率的にトレーニングができます。
●日時　８月３日（水）午後 6 時 30 分～ 7 時 30 分
●会場　滝根 B&G 海洋センター
●対象・定員　市内在住の女性・30 人※定員になり次第、締め切ります。
●講師　（株）フクシ・エンタープライズ　湯村健太郎氏
●参加料　無料
●申込方法　7 月 25 日（月）までに生涯学習課へ電話でお申し込みください。
　　　　　　受付時間：平日の午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
問・申教育部 生涯学習課 (81-1215

都路灯まつり開催！
竹灯がおりなす幻想風景

女性のための水中ウォーキング教室 参加者募集
無理なく！ 楽しく！ 水中トレーニング

●受付期限　9 月 8 日（木）
【防衛大学校学生（一般）】
●応募資格　高卒（見込含む）
　18 歳以上 21 歳未満の方
●受付期限　10 月 26 日（水）

【防衛医科大学校看護学科学生】
●応募資格　高卒（見込含む）
　18 歳以上 21 歳未満の方
●受付期限　10 月 5 日（水）
いずれも締切日必着です。詳しい内
容は、お問い合わせ下さい。
問自衛隊福島地方協力本部
　郡山地域事務所
　(024-932-1424

　　
子どものゲーム課金トラブルにご注意ください

スマートフォンやタブレット、家庭用ゲーム機でオンラインゲームをし、子ども
が保護者の許可なく課金してしまった、というトラブルが発生しています。特に
夏休みなど、自宅で過ごす時間が多くなる時期に急増する傾向があります。
●対策
　・保護者のアカウントで利用させず、子ども専用のアカウント設定を行いま
　　しょう。
　・見守り機能を利用し、保護者が子どものアカウントを管理・保護しましょう。
　 ・スマートフォンや家庭用ゲーム機の利用ルール、課金の仕組みなど家族で
　　よく話し合いましょう。
困ったときは、市消費生活センターへご相談ください。
問市消費生活センター (61-5009

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


