
Tamura 2627 Tamura July.201727

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 5 月 1 日現在
総人口　37,488 人

   世帯数　12,731 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/

広告欄 Advertisement

市臨時職員募集
「事務補助員」

●勤務場所・採用予定人数
　田村市滝根公民館…1 人
●職務内容　一般事務
●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　
　平成 29 年 8 月 7 日～平成 30 年　
　2 月 28 日
●勤務時間
　午前 8 時 30 分～午後５時 15 分
●賃金等　日額 6,300 円
※通勤距離 2km 以上は通勤手有
　社会保険・厚生年金有
　有給休暇・その他休暇制度有
●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、総務課に
　持参で提出してください。
　※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。
●募集期限　
　7 月 3 日（月）～ 7 月 14 日（金）
●面接日時・会場
　応募者に個別にお知らせします。
問・申

963-4393
田村市船引町船引字畑添 76 番地 2
田村市役所総務部総務課人事係
(81-2111

募
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自衛官採用試験

一般曹候補生・自衛官候補生
●受験資格
　18 歳以上 27 歳未満の方
航空学生
●受験資格
・航空…高等学校を卒業（見込みを   
　含む）および 21 歳未満の方
・海上…高等学校を卒業（見込みを
　含む）および 23 歳未満の方

≪ 共通事項 ≫
●受付期間
　7 月 1 日（土）～ 9 月 8 日（金）
　※締切日必着
●その他　
　受験内容など詳しくは、下記へ　
　お問い合わせください。
問自衛隊福島地方協力本部
　郡山地域事務所
(024-932-1424

募
集

相
 談

福島銀行主催『セミナー
付創業支援相談会』開催

田村市創業支援事業として、福島銀
行が主催の「セミナー付創業支援相
談会」が開催されます。
創業時に必要な手続きなどをわかり
やすく説明します。
●開催日
　7 月 11・18・25・8 月 8 日（火）
●時間　午後 6 時 30 分～午後 8 時
●場所　福島銀行 船引支店 会議室
●参加費　無料
問福島銀行 船引支店　(82-1151

Advertisement広告欄

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

県住宅復興資金（二重ローン）利子補給事業のご案内住
宅

福島県では、東日本大震災で住宅を被災した方の生活再建を支援するため、
住宅の二重ローンを抱える方に対する利子補給を行います。
●補助対象者（次の要件すべてに該当する方）
①東日本大震災で住宅が被災し、半壊以上の「り災証明書」の発行を受けた方
②震災発生時点で被災住宅に 500 万円以上の債務残高がある方
③福島県内に自ら居住するための住宅を建設・購入・補修するため、震災以降　
　500 万円以上を借り入れた方
●補助額　
　既存の住宅ローンに対し、二重ローンとなった時点から５年間分の利子相当
　額（上限 140 万円）を補助します。
●申込方法
　補助を受けようとする方は、新たな住宅ローンを借り入れた金融機関などに
　必要書類（融資残高等証明書、金融機関などへの委任状）を添付して提出いた
　だくだけで、申し込み終了となります。
問被災者向け住宅相談窓口専用ダイヤル
　(024-521-7698（平日の午前 9 時から午後 5 時まで）

市営住宅入居者募集

寺下団地（都路）
●部屋番号　A 棟
●建築年　平成 2 年
●構造　木造 2 階建
●間取り　4K　　●駐車場　有
●家賃　14,800 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　1-8 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～
坂ノ下 1 団地（常葉）
●部屋番号　1-15 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～

募
集

船引馬場団地（船引）
●部屋番号　4-4 号（1 階）
●建築年　昭和 51 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　3K　 ●駐車場　無
●家賃　11,600 円～
　※家賃は所得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
7 月 14 日（金）から 31 日（月）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、建設部都
市計画課または各行政局産業建設課
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

●掲載車両　市公用車　
●掲載位置　車両の車体両側面
　　　　　　（原則として後部ドア）
●規格
①軽・普通乗用車　2 カ所
　縦 30cm × 横 50cm
②バス　2 カ所
　縦 40cm × 横 100cm
●広告料
①軽・普通乗用車
　1 台当たり 3,000 円（1 カ月）
②バス
　1 台当たり…5,000 円（1 カ月）

【イメージ 】

市の公用車に掲載する広告（有料）を募集募
集

●広告期間
　1 カ月を単位とし、協議した期間
●掲載方法
　ラッピング・フィルム、カッティ
　ング・シートなど剥離が可能な素
　材の特殊フィルムの貼り付けとし
　ます。車体塗装はできません。
●申込方法
　所定の申込書に、広告原稿と申込
　者の事業内容が記載された書類を
　添えて提出してください。申込書
　は市のホームページからダウンロ
　ードできます。なお、掲載する広
　告物は申込者が作成するものと
　し、その費用は申込者の負担とし
　ます。
●その他
　広告の内容が本市の定める広告掲
　載要綱・基準などに反するものは
　掲載できません。詳しい内容は、
　総務部 財政課へお問い合わせく 
　ださい。
問・申総務部 財政課(81-2118

●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

たむら市政だより 6月号（no.148）の
10 ページに掲載しました「ふねひき春
のうたまつり」中の「感謝状受賞者」に
掲載漏れがありました。
深くお詫び申し上げ、訂正いたします。
追加：吉田磐昌（相馬民謡堀内流師範）

【お詫びと訂正】

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


