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寒い冬は体調を崩す方が多く、献血者が減少しがちです。
献血への協力者数はここ数年減少傾向であり、
世代別で見ると 10 代から 30 代までの若年層が減少しており、
特にこの 10 年間で約 3 割も落ち込んでいます。
その理由として考えられるのが、少子化による影響以外にも
献血への関心の薄れといった、若者の献血離れなどが挙げられます。
少子高齢化が進む日本では、今後ますます血液需要の増加が見込まれます。
将来の血液の安定供給のためにも、若い世代の方のご協力をお願いします。

若い世代の献血者が減少中

採血基準 全血献血 成分献血
200mL 全血献血 400mL 全血献血 血しょう成分献血 血小板成分献血

1 回の献血量 200mL 400mL 600mL 以下 400mL 以下

年齢※ 16 歳～ 69 歳 男性：17 歳～ 69 歳
女性：18 歳～ 69 歳 18 歳～ 69 歳 男性：18 歳～ 69 歳

女性：18 歳～ 54 歳

体重 男性：45 ㎏以上
女性：40 ㎏以上 男女とも 50kg 以上 男性：45kg 以上

女性：40kg 以上

献血は 16 歳から 69 歳までの健康な方であれば、健康への影響はほとんどありません。
しかし、健康状態が良くないときの献血は本人の健康を損なうおそれがあるうえ、
輸血を受けた患者さんの健康にも深刻な影響を及ぼしてしまうことがあります。
そこで、さまざな基準や制限が設けられており、ご協力いただける方の安全を第一として、
国が定めた基準などに基づき、献血できるかどうかを医師が総合的に判断しています。

（輸血を受ける患者さんへの安全性をより向上させるために、献血基準を満たした方には 400mL 献血のご協力をお願いしています。）

献血は誰でもできるの？

※ 65 歳以上の方は、献血していただく方の健康を考慮し、60 歳～ 64 歳の間に献血経験のある方に限ります。

「二十歳の君がつなげる命」
～ 29 年 はたちの献血キャンペーン標語～

ひまわりひろば
●日時　2 月 1・8・15 日（水） 　
　　　　午前 10 時 30 分
●内容　１日…節分にちなんだ製作
　　　　８日…新聞紙遊び
　　　　15 日…わらべうた、運動遊び
　　　　その他、季節の歌・親子遊び・
　　　　手遊び・絵本の読み聞かせなど
●対象　０歳～６歳児

●日時　1 月 26 日・2 月 9 日（木）
　　　　午前 10 時 30 分
●内容
1 月 26 日…鬼のお面作り
2 月　9 日…体を動かした遊び
その他、歌・手遊び・体操・
絵本の読み聞かせなど

ともだちつくろう育児講座
●日時　2 月 17 日（金） 　
　　　　午前 10 時 30 分
●内容　絵本の読み聞かせ
●講師　お話し会「どんぐり」
●対象　0 歳～ 6 歳児
●申込　2 月 15 日（水）までに
電話または来所時にお申し込み
ください。

被災 12 市町村における
　つながり支援事業 元気な田村を発信！２日間で体験する

プロの劇団員の皆さんから歌とダンス、お芝居を学び、子どもたちみんなでひとつのショーを２日間で作り上げる
ワークショップです。

〝ショー作り″を通してコミュニケーション能力を高め、自己表現を学びます！
プロの劇団員の皆さんと一緒に、ミュージカルを作りましょう！！
★対象　原則として、田村市もしくは田村市周辺市町村にお住まいの年長児（5 歳）から小学 6 年生（12 歳）
　　　　※ 2 日連続で参加いただける方が対象です。
★日時　１日目：2 月 11 日（土）午前９時～午後４時３０分
        　 ２日目：2 月 12 日（日）午前９時～午後４時３０分
　　　　※ショーの披露は 2 月 12 日の午後 2 時から行います。（開場：午後１時 30 分～）
★会場　田村市役所 多目的ホール　　　★参加料　無料　　　★定員　30 名（先着順）
★ワークショップの申込方法　１月 25 日（水）までに下記へ電話でお申し込みください。
★その他
ショーの観覧は無料です。練習の成果をぜひご覧ください。　
ワークショップに関する詳細は、下記へお問い合わせください。
問・申田村っ子の生きる力を育む会事務局 (080-3710-8960　

【フェイスブック】https://www.facebook.com/tamurachildrens/

成人を迎えた皆さんに勇気を出して
一歩踏み出してほしい。
わずか 40 分で助かる 「命」 があります。

の献血
キャンペーン月間

１月 ・ ２月ははたち

【写真挿入】

「子どもミュージカル
　　　ワークショップ＆ショー！」

～全体スケジュール～

①アイスブレイク（コミュニケーションの時間）
   まずはみんなで仲良くなろう！
②ダンスワークショップ
　班に分かれてダンスの練習！
③歌の時間
　大きな声で歌ってみよう！
④１日目の復習

【１日目】

①アイスブレイク（コミュニケーションの時間）
②セレモニー
③ショー披露
練習の成果をたくさんの
人に見てもらおう！

【２日目】

催
し

市歴史民俗資料館行事「団子さし」

●日時　2 月 4 日（土）午前 11 時　  
●会場　市歴史民俗資料館　　
●参加費　無料　
●講師　船引町さざなみボランティア会
　　　　船引町生活研究グループ協議会
問教育部 生涯学習課(81-1215

団子さしとは？
ミズキや栃などの枝に丸めた
団子をさし、小判や宝船などの
縁起物をかたどった飾りをぶら
下げ、五穀豊穣・家内安全などを
祈願する、昔からの年中行事です。

献血会場や献血バス予定表など、詳しくは、日本赤十字社福島県赤十字血液センターのホームページ（http://www.fukushima.
bc.jrc.or.jp/）をご覧いただくか、保健福祉部保健課（(81-2271）へお問い合わせください。

（参考：厚生労働省、政府広報オンライン）

※右記は主なものであり、患者さんに
　安全な血液をお届けするために、
　採血基準のほかにもさまざな条件が
　あります。
　詳しくは、問診医にご確認ください。

04．予防接種を受けた
予防接種の種類によりますが、一定期間
献血をご遠慮いただきます。
◆接種後 24 時間…インフルエンザ、
　日本脳炎、子宮頸がん、肺炎球菌など
◆接種後４週間…B 型肝炎など

01．薬を飲んでいる
病気や薬の種類によっては、
献血をご遠慮いただくことが
あります。ビタミン剤などは
内服していても支障ありません。

3 日以内に出血を伴う歯の
治療を受けた方は、献血を
ご遠慮いただきます。

歯の治療を受けた02． 03．ピアスをしている
穴のあけ方によりますが、
あけてから１～６カ月間は
献血をご遠慮いただきます。
唇や口の中、鼻にしている
方は献血できません。

05．海外に行った
帰国当日から４週間以内は、献血をご遠慮
いただきます。また、特定の時期に一定期
間イギリスなどへの海外渡航歴がある方に
ついては、当分の間、献血をご遠慮いただ
きます。（詳しくは、お問い合わせください。）

献血する時の

注意点は？
献血Q

＆A



【ペットボトルの出し方】

① キャップをはずす ② ラベルをはがす ③ 中を軽くすすぐ

●プラスチック類 ( ペットボトル兼用 ) の袋に
　ペットボトルのみを入れて出してください。
　※ペットボトルはつぶしても大丈夫です。　
●ラベルとキャップはプラスチック類の袋に
　入れて出してください。
●ペットボトルの識別マーク（右記）を参考にしてください。

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

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

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

●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

●勤務場所・募集人数
田村市役所 生活環境課…２人
●応募資格
・普通自動車運転免許
・パソコンの基本的な操作ができる方
【その他】
・消費生活専門相談員、消費生活コン
サルタント、消費生活アドバイザー
のいずれかの資格を有する方
・消費生活問題に関心があり、上記
資格の取得を目指す方
●職務内容
なりすまし詐欺などの消費トラブル
に対する相談や広報啓発活動、消費
トラブル対策講座の実施など
※採用後、福島市で３カ月程度の
研修を受けていただきます。　
●雇用期間
4 月 1 日～ 30 年 3 月 31 日
●勤務日数　17 日／月
●勤務時間
午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
●賃金　日額 9,000 円（資格有）
　　　　日額 8,000 円（資格無）
※通勤距離 2km 以上は通勤手当有
●提出書類
①本庁および各行政局の市民課に備
え付けの市指定履歴書に、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応募資格に基づく資格者証の写し
※資格を有する方のみ
●募集期間
1 月 16 日（月）～ 2 月 17 日（金）
●面接日時・会場
応募者へ個別にお知らせします。
●その他
社会保険に加入していただきます。
問・申市民部 生活環境課 
　　　(81-2272

市臨時職員募集
「消費生活相談員」

募
集

市営住宅入居者募集募
集

常葉馬場団地（常葉）
●部屋番号　22 号
●建築年　昭和 52 年
●構造　簡易耐火 2 階
●間取り　3K　　●駐車場　有
●家賃　12,600 円～
東部団地１号棟（船引）
●部屋番号　2 号（1 階）・7 号（1 階）
●建築年　平成 2 年
●構造　中層耐火 3 階
●間取り　3DK　　●駐車場　有
●家賃　17,500 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
2 月 1 日（水）から 15 日（水）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。
問・申

常葉行政局 産業建設課(77-2356
建設部 都市計画課　　 (82-1114

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 時間受け付け
②開栓・閉栓の事前申し込み
　（3 日前まで）
　※受付時間は、午前 8 時 30 分　
　　　　から午後 5 時 15 分です。
●休日・時間外に対応できないもの
①水道料金の収納
②電話による問い合わせ
　（水道料金照会など）
③当日の開栓・閉栓

問水道事業所(82-1527

相続登記の促進に係る
公開講座を開催します

登
記

近年、不動産について相続登記がな
されないまま放置されることによ
り、共有者が多数にのぼり、その実
態の把握が困難になるなど、いわゆ
る所有者不明の土地や建物（空き家
などを含む）が増加しています。
法務局では、相続登記の必要性・重
要性を広く国民の皆さんに知ってい
ただくために、「公開講座」を開設し
ます。
●日時　1 月 26 日（木）
　　　　午前 10 時～正午
●場所　郡山第２法務総合庁舎
　　　 （郡山市希望ヶ丘 31-26）
●内容
・「相続と遺言」について
・「相続登記手続き」について
●申込
事前予約が必要です。（先着 20 名）
受講を希望される方は、下記まで電
話でお申し込みください。
問・申福島地方法務局 郡山支局
　　　(024-962-4505

郡山税務署からの
お知らせ

申
告

【申告書の便利な作成方法について】
所得税、消費税および贈与税の確定
申告書の作成は、国税庁ホームペー
ジの「確定申告書等作成コーナー」
が便利です。

（確定申告期間中は 24 時間利用可能）
作成コーナーで申告書を作成して紙
に印刷し、税務署へ郵送などにより
提出することができます。
自動計算機能により計算誤りを防止
することができ、申告書作成会場に
出向く必要がないなど、納税者の皆
さんの負担が軽減されます。

【確定申告書作成会場について】
●開設場所　南東北総合卸センター

（郡山市喜久田町卸 1-1-1）
●開設期間　
２月 13 日（月）～３月 15 日（水）

（土・日を除く）
なお、会場開設前は、税務署内を含
め申告書作成会場を設置しておりま
せんのでご注意ください。
●開設時間　
午前９時 30 分～午後４時
問郡山税務署(024-932-2041
※音声案内に従って「２」を選択
してください。

福
祉

「平成２８年度臨時福祉給付金」の
申請期間が、間もなく終了します。
●申請期限　２月２４日（金）
※郵送の場合、当日消印有効
●支給対象者
・28年度分の住民税が非課税の方
※課税者の扶養親族になっている方
や生活保護の受給者などは除きます。
・28 年１月１日時点で住民票が田
村市にある方
●支給額　1 人につき 3,000 円　
※支給は１回です。
●その他　　
・給付金を受けるには、申請が必要
です。
・対象と思われる方には申請書を郵
送していますので、お早めに申請し
てください。
問 【申請方法について】　
保健福祉部 社会福祉課(81-2273

【制度について】　
厚生労働省 給付金専用ダイヤル
(0570-037-192　
ホームページ…カクニンジャで検索 

平成 28 年度臨時福祉
給付金の申請はお早めに

ペットボトルの分別にご協力をお願いしますゴ
ミ

分別収集いただいているペットボトルについて、キャップとラベルがついたま
ま出されているものが見受けられます。
キャップとラベルがついたまま出されると、選別して取り外す作業が必要とな
ることから、処理作業に支障が生じます。
ペットボトルの円滑な再資源化のため、下図を参考に、きちんとした分別をお
願いします。
問市民部 生活環境課(81-2272

～ご活用ください！～ 空き家・空き地情報バンク

この事業は、市内の空き家および空き地の売却情報または賃貸情報を提供
することにより、人口減少に対応し、定住希望者の住宅・宅地需要に応え
るために物件情報を発信するものです。
市では、「空き家・空き地情報バンク」を 28 年 2 月に創設し、物件の
登録者を募集しています。
市内に空き家・空き地を所有し、今後売却または賃貸を希望される方は、

「空き家・空き地情報バンク」へご登録ください。
空き家・空き地の情報提供は、市のホームページ、協働まちづくり課、
各行政局市民課で行っています。
物件登録から契約までの流れ、物件の購入や賃貸借手続きなどの詳細は、
市のホームページ（下記）をご覧いただくか、協働まちづくり課まで
お問い合わせください。

「空き家・空き地情報バンク」とは？

暮らしの税情報

1 月の納期限　1 月 31 日（火）

●市県民税…4 期
●国民健康保険税…7 期
問市民部 税務課(81-2119

●後期高齢者医療保険料（普通徴収）
　　　　　　　　　　　　　…6 期
問市民部 市民課(82-1112

◆空き家・空き地情報バンクホームページアドレス
　http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/4/akiyaakichi.html
　※様式はホームページからダウンロードできます。

田村市  空き家・空き地 検索

　問・申総務部 協働まちづくり課　(81-2135

財務省福島財務事務所
からのお知らせ

【多重債務・貸金業に関する相談】
福島財務事務所では、借金を抱えお
悩みの方からの相談に応じています。
お気軽にご相談ください。
●相談窓口　福島財務事務所 理財課

（福島市松木町 13-2）
●相談受付時間（平日のみ）
・午前 8 時 30 分～正午
・午後 1 時～ 4 時 30 分
問相談窓口専用ダイヤル
　(024-533-0064

相
談


