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たむら市政だより広告（有料）募集中
●掲載位置　　表紙・裏表紙を除く各ページの最下段
●申込方法　　所定の申込書に広告原稿を添えて提出
●規格　　　　１号広告…縦 45.5 ㎜×横 170mm
　　　　　　　２号広告…縦 45.5 ㎜×横 82.5mm
●広告料　　　１号広告…２０, ０００円（１回）
　　　　　　　２号広告…１０, ０００円（１回）
●締め切り　　各号発行日（毎月１日）の２０日前まで
●その他　　　詳しくは、 総務部 総務課(81-2117 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

●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

Advertisement広告欄

4 月 6日から 15日は
「春の全国交通安全運動」

交
通

春は、新入学児童や園児の通学・通
園時の事故が心配されます。運転手
は子どもの近くを走行する際、徐行
運転など思いやりのある運転を心掛
けましょう。
●運動のスローガン
おともだち　むこうにいても
みぎひだり
●運動の基本
子どもと高齢者の交通事故防止
～事故にあわない、おこさない～
●運動の重点
①歩行中・自転車乗用中の交通事故
防止
②後部座席を含めた全ての座席のシ
ートベルトとチャイルドシートの正
しい着用の徹底
③飲酒運転の根絶
問市民部 生活環境課(81-2272

市営住宅入居者募集募
集

鷹待田団地（大越）
●部屋番号　406 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～
※家賃は収入に応じて変わります。

【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　
4 月 14 日（金）から 28 日（金）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。
●その他
上記のほか、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

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

金婚夫婦表彰申込者募集募
集

市老人クラブ連合会では結婚して
50 年を迎える夫婦を対象に、金婚
夫婦表彰の受け付けを行います。
●対象者
①昭和 42 年（1 月 1 日～ 12 月 31
日）に結婚されたご夫婦
②昨年までに申し込みをしなかった
ために表彰を受けていないご夫婦
●受付期間
4 月 11 日（火）～ 7 月 12 日（水）
●申込方法
・老人クラブ会員の方は各単位老人
クラブ会長に申し込み、所定の用紙
に記入して提出してください。
・老人クラブに加入していない方は、
各町老人クラブ連合会（市社会福祉
協議会本所・各支所）にお申し込み
ください。
問・申各町老人クラブ連合会

（市社会福祉協議会本所・各支所）
本所(81-2166
滝根支所(78-3822　
大越支所(79-1221
都路支所(75-3319
常葉支所(77-2714

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 2 月 1 日現在
総人口　37,708人

   世帯数　12,718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。

田村市地域職業相談室
（アルファ）からのお知らせ

雇
用

４月３日より、開設時間が短縮され
ます。
●変更後の開設時間　 
午前９時～午後４時 30 分
●開庁日　
月～金（土日祝日、年末年始を除く）
●所在地　　　　 
田村市船引町船引字南元町 28　

（田村市船引公民館１階）
(81-1730　 FAX 81-1731
問産業部 商工観光課(81-2136

福島県教育庁県立高校
改革室からのお知らせ

教
育

29 年 4 月より上記の高校が休校す
ることになりました。
休校する高校の各種証明書の発行
は、ふたば未来学園高校で行います。
詳しくは、ふたば未来学園高校のホ
ームページをご覧いただくか、下記
お問い合わせ先へご連絡ください。
なお、各種証明書の申請・交付につ
いては、事務手数料として１通につ
き 300 円（福島県収入証紙による
納付）が必要となります。
●証明書発行場所
福島県立ふたば未来学園高等学校

（双葉郡広野町大字下浅見川字築地
12）
問福島県教育庁県立高校改革室
　(024-521-7771

「双葉高校」「浪江高校」「浪江高校
津島校」「富岡高校」「双葉翔陽高校」
を卒業した皆さんへ

路線バスの新・時刻表に
ついて

交
通

29 年３月号の市政だよりでお知ら
せした、29 年４月１日からの路線
バスの変更について、常葉・都路方
面路線バス（常葉線、古道線、川内
線）および、船引北部方面路線バス

（移線、長外路線、百目木線、葛尾線）
の新・時刻表を、沿線の行政局、出
張所にて配布しています。
ぜひご利用下さい。
問総務部 協働まちづくり課
　(81-2135

29 年度狂犬病予防（定期集合）注射のお知らせ【大越地区】畜
犬

大越地区の 29 年度狂犬病予防（定期集合）注射を、下記の各会場で実施します。
本年度の狂犬病予防注射を受けていない犬の飼い主の方は、忘れずに接種してく
ださい。なお、大越以外の地区につきましては、5 月 1 日発行の市政だよりで
お知らせします。
●料金
①登録済犬　3,200 円（ 注射料金  2,650 円 ＋ 注射済票交付手数料 550 円 ）
※飼い犬の登録がお済みでない方は、当日会場にて新規登録ができます。
②未登録犬　6,200 円（ 上記料金 ＋ 登録手数料 3,000 円 ）　
※おつりが出ないよう準備をお願いします。
●登録内容の変更について
・犬が死亡または登録内容に変更がある場合には、事前に市民部生活環境課また
は各行政局市民課へご連絡ください。
●集合注射へおいでいただく際の注意
①犬が暴れると注射ができません。犬を固定できる方がお越しください。
②首輪から犬が抜け脱走しないようご注意ください。
③犬の体調が悪い場合は、注射を受ける前に申し出てください。
④犬の汚物処理用具を準備し、必ず持ち帰ってください。
⑤駐車場がない会場もあります。車は安全な場所に駐車してください。
●日程
・お住まいの地区に限らず接種することができますので、最寄りの会場で接種し
てください。
・状況により巡回時間が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
※動物病院での個別接種も可能です。詳しくは最寄りの動物病院へお問い合わ
せください。

月日 地区 時間 会場

4/20
（木）

栗出   9：00 ～   9：20 大越転作技術研修センター
牧野   9：25 ～   9：45 牧野多目的交流センター

上大越

  9：55 ～ 10：10 明部渕集会所
10：20 ～ 10：40 古内公会堂下
10：50 ～ 11：10 曲田集会所下
11：20 ～ 11：35 山口集会所下
11：45 ～ 12：00 白山コミュニティセンター
13：15 ～ 13：40 旧大越公民館
13：50 ～ 14：10 大越駅北側駐車場
14：20 ～ 14：40 大田立集会所
14：50 ～ 15：10 大越保健センター

4/25
（火）

早稲川   9：00 ～   9：15 早稲川多目的交流センター
  9：25 ～   9：40 旧早稲川小学校下

下大越

  9：55 ～ 10：10 檀野平集会所
10：15 ～ 10：35 田子屋コミュニティセンター
10：40 ～ 11：00 原洞公会堂
11：10 ～ 11：30 川向集会所
11：35 ～ 11：55 戸ノ内屯所

Advertisement広告欄

◆齋藤 充弘さん（東京都）　寄附金
　（ふるさと納税） 　  
◆矢野 文仁さん（栃木県）　寄附金
　（ふるさと納税）         
◆大沼 正已さん（常葉町）　寄附金
　（一般寄附金）　
◆岡山操山ライオンズクラブ（岡山県）　物品

まごころありがとうございます
- 次の方から市に寄附をいただきました -

問市民部 生活環境課(81-2272　各行政局 市民課

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

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


