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●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

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

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 8 月 1 日現在
総人口　37,380 人

   世帯数　12,749 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/

県民手帳・県勢要覧の
購入について

県統計協会から「2018 福島県民手
帳」と「平成 29 年版福島県勢要覧」
が発行されます。これら刊行物頒布
収益は、統計グラフコンクールや統
計出前授業などの若年層に対する統
計普及事業のほか、統計功労者の表
彰などの各種事業の財源となります
ので、ぜひご購入ください。
●購入価格
　福島県民手帳…１部 500 円（税込）
　※横罫版（花紺）とカレンダー版（ア
　　ップルグルーン）の2種類あります。
　福島県勢要覧…１部1,500円（税込）
●購入方法
　総務部総務課または各行政局市民
　課、各出張所でお申し込みください。
　※刊行物引渡しの際に現金引換え
問総務部 総務課(81-2111　

頒
布

平成 29 年分年末調整説明会のお知らせ税
金

郡山税務署による平成 29 年分年末調整説明会が開催されます。
※年末調整の諸用紙は、10 月下旬から 11 月上旬の間に発送される予定です。

開催月日 説明会時間（受付：30 分前より） 会場 対象地域
11 月 21 日

（火）
午前 10 時 30 分～ 12 時 30 分 郡山市民

文化センター 郡山市午後 2 時～ 4 時
11 月 22 日

（水）
午前 10 時～正午 船引公民館 田村市
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分 三春町・小野町

問郡山税務署（源泉所得税担当）(024-932-2041（代表）
※電話は自動音声により案内していますので、音声案内に従い「2」を選択し
　てください。

保育士・保育補助員
募集

●勤務場所・採用予定人数
　市内保育所・児童館など…5 ～ 6 人
●応募資格
　・保育士の資格を有する方
　・資格のない方で保育指導に興味
　　のある方
●雇用期間　
　11月1日（水）～30年3月31日（土）
　※期間満了後も再雇用する場合が
　　あります。
●勤務日など
　月曜日から土曜日のうち施設長が指
　定する日時。勤務日・時間などは相談
　に応じます。※施設により異なります。
●賃金　
　パート①資格あり　時給 960 円
　　　　②資格なし　時給 830 円
　フルタイム
　　　　①資格あり　日給 7,500 円
　　　　②資格なし　日給 6,500 円
　※通勤距離２㎞以上は通勤手当有
●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
　ものに必要事項を記入のうえ、各
　申込窓口に持参で提出してください。
　※資格のある方は資格証・免許状
　　などの写し
　※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　随時受付しています。
　（土日・祝日を除く午前 8 時 30 分
　  ～午後 5 時 15 分）
問・申

保健福祉部 社会福祉課(81-2273

募
集

10 月は「不正軽油撲滅
強化月間」です

県では、10 月を「不正軽油撲滅強化
月間」と定め、関係団体と協力して、
不正軽油の排除に取り組んでいます。
軽油に課せられる県税である軽油引
取税を脱税する目的で、軽油に灯油
や重油を混ぜるなどして製造される
燃料、いわゆる「不正軽油」が正常
な軽油と偽って販売、使用されてい
ます。この不正軽油は、悪質な脱税
行為であり、環境汚染や不法投棄の
問題のほか、公正な市場競争の阻害、
さらには暴力団などの資金源にもつ
ながります。

「不正軽油を作らない・売らない・
買わない・使わない。」
不正軽油の情報提供については、県
庁総務部税務課または最寄りの地方
振興局県税部までご連絡ください。
問県庁 総務部 税務課
　(024-521-7205
　県中地方振興局 県税部
　(024-935-1260

税
金

本坊団地（常葉）
●部屋番号　1-7 号（4 階）
●建築年　昭和 57 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　3DK　　
●駐車場　有
●家賃　14,100 円～
本坊団地（常葉）
●部屋番号　1-8 号（4 階）
●建築年　昭和 57 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　3DK　　
●駐車場　有
●家賃　14,100 円～
備前作団地（常葉）
●部屋番号　1-7 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～
坂ノ下団地（常葉）
●部屋番号　2-4 号（2 階）
●建築年　昭和 58 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　3DK　　
●駐車場　有
●家賃　14,700 円～
常葉馬場団地（常葉）
●部屋番号　8-8 号（4 階）
●建築年　昭和 54 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　3DK　　
●駐車場　有
●家賃　11,900 円～
後田団地（船引）
●部屋番号　2 号（1 階）
●建築年　昭和 63 年
●構造　木造 2 階建
●間取り　２K　　  
●駐車場　無
●家賃　14,000 円～
東部団地（船引）
●部屋番号　3-17 号（3 階）
●建築年　平成 4 年
●構造　中層耐火 3 階
●間取り　3DK　　
●駐車場　有
●家賃　18,100 円～
東部団地（船引）
●部屋番号　6-7 号（1 階）
●建築年　平成 6 年
●構造　中層耐火 3 階
●間取り　3DK　　
●駐車場　有
●家賃　18,600 円～
※家賃は所得に応じて変わります。

市営住宅入居者募集募
集

【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
　10月16日（月）から30日（月）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。
　※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

常葉行政局 産業建設課(77-2356
建設部 都市計画課(82-1114

聴覚障がい者相談会の
開催

聴覚に障害のある方、最近聞こえに
くくなり日常生活に不自由を感じて
いる方を対象に、聴覚に関する相談
会を開催します（身体障害者手帳の
有無は問いません）。
●日時　11 月 7 日（火）
　　　　受付時間　午後１時～３時
●場所　常葉行政局
●内容
　①補聴器の要否・処方および修理
　　に関する相談
　②補聴器の操作・使用方法などに
　　関する相談
　③医療相談（更生医療の給付、
　　耳の疾病、聴力の程度に関する
　　相談）
　④生活・職業に関する相談
●担当医師　大原綜合病院 
　耳鼻咽喉科 診療部長 高取隆 医師
●主催　
　福島県障がい者総合福祉センター
●費用　無料
●申込方法　10 月 25 日（水）
　までに来所、電話または FAX
　でお申し込みください。
　※ FAX の場合は、氏名・住所・
　　電話番号・FAX 番号をご記入
　　のうえ、お申し込みください。
問保健福祉部 介護福祉課
　(82-1115　 FAX 82-6003

聴　
覚

29年度 こおりやま障害者
就職面接会

仕事をお探しの障害者の皆さんと企
業の採用担当者が一堂に会し、お互
いに理解を深めながら面接できる機
会です。
参加希望者は、事前にハローワーク
へ求職登録と申し込みが必要です。
●日時　10 月 17 日（火）
　　　　午後 1 時 30 分～ 4 時
●会場　ビッグパレットふくしま
●対象　障害者、障害者採用を検討
　　　　している企業
●参加企業　約 40 社
●主催
　ハローワーク郡山・福島労働局
●共催
　郡山市・田村市・三春町・小野町
問・申ハローワーク郡山
　　　(024-942-8609
　　　FAX 024-941-2363

雇
用

◆水野 光仁さん（愛知県）　寄附金（ふるさと納税）
◆今井 崇人さん（神奈川県）　寄附金（ふるさと納税）
◆石井 澄夫さん（東京都）　寄附金（ふるさと納税）
◆株式会社 M's corporation 代表取締役 宮田 朋幸さん（東京都）
　寄附金（一般寄附金）

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 -
 

Advertisement広告欄


