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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

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…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す。

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 30 年 2 月 1 日現在
総人口　37,088 人

   世帯数　12,724 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/

Advertisement広告欄

臨時職員募集募 　
集

【保育士】
●勤務場所・採用予定人数
　市内保育所…若干名
●応募資格
　保育士の資格を有する方
　※資格のない方でも保育指導　
　　に興味のある方はご応募く
　　ださい。
●雇用期間　
　採用日～ 9 月 30 日（日）
　※期間終了後も再雇用します。
●勤務時間など
　月曜日から土曜日のうち施設長
　が指定する日時
　週 5 日・1 日 7 時間 45 分
　※勤務日・時間などは相談に応
　　じます。
●賃金　
　・資格あり：日額 7,700 円
　　パート　：時給 990 円
　・資格なし：日額 6,500 円
　　パート　：時給 830 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
　・資格のある方は資格証の写し
※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
　随時受け付けています。
　ただし、募集定員になり次第終
　了します。
問・申保健福祉部 こども未来課
　　　(82-1000

旧警戒区域の固定資産税
減免措置終了のお知らせ

税 　
金

東日本大震災の影響による地方税法
の規定により 3 カ年減免してきた
旧警戒区域の 2 分の１減免が終了
し、平成 30 年度の固定資産税（土
地・家屋）は減免措置のない通常課
税に戻ります。なお納税通知書は 5
月 15 日頃発送予定です。
問市民部 税務課　(81-2119

国民年金保険料学生納付
特例制度のご案内

年 　
金

国民年金は 20 歳以上であれば学生
も加入しなければなりません。
しかし、学生の方は一般的に所得が
少ないため、ご本人の所得が一定額
以下の場合、国民年金保険料の納付
が猶予される「学生納付特例制度」
があります。ご希望の場合は、市民
部 市民課または各行政局 市民課に
申請してください。
●承認期間　４月から翌年３月
●持参物
　在学証明書または学生証の写し、
　マイナンバー確認書類（個人番号
　カード、通知カード）、印鑑
問・申市民部 市民課　(82-1112

住まいの復興給付金申請
相談会のお知らせ

相 　
談

住まいの復興給付金は、東日本大震
災で被災した住宅の所有者が、消費
税率８％引上げ以降に住宅を建築・
購入・補修し居住する場合に、消費
税増税分相当の給付が受けられる制
度です。
申請に関する相談会を開催しますの
で、ぜひご相談ください。
●日時　4 月 13 日（金）
　　　　午前 10 時～午後 4 時
●会場　郡山商工会議所会館
問住まいの復興給付金事務局
　コールセンター
　(0120-250-460

障害者手帳を
お持ちの方へ

届 　
出

障害者手帳に記載された情報に、変
更があった場合は届出が必要です。
身体障害者手帳、精神障害者保健福
祉手帳は、マイナンバーによる情報
の連携が可能になります。変更の届
出をすると、今後各種手続きの際、
手帳の提出が不要になる場合があり
ます。
●持参物
　障害者手帳、印鑑、マイナンバー
　確認書類（個人番号カード、通知
　カード）、本人確認書類（運転免
　許証など）
●届出先　保健福祉部社会福祉課
　　　　　各行政局市民課
問保健福祉部 社会福祉課　
　(81-2273

民間事業者による保育所
整備のお知らせ

保 　
育

少子高齢化や核家族化の進行、女
性の社会進出などにより、市でも
待機児童の発生や、保育に対する
ニーズの多様化など、保育需要が
高まっています。
また、市の財政状況も厳しくなって
おり、経費節減が求められています。
市では民間活力をより積極的、効
果的に活用し、待機児童の解消や
保育サービスの充実に向け、老朽
化した船引保育所に代わる保育施
設の整備を、民間事業者により進
めています。
新しい保育所の開所は、平成 32
年 4 月の予定です。
問保健福祉部 こども未来課
　(82-1000

市営住宅入居者募集募 　
集

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～
常葉馬場 8 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～
下扇田団地（船引）
●部屋番号　5 号（3 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　13,900 円～
下扇田団地（船引）
●部屋番号　15 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　13,900 円～

下里団地（船引）
●部屋番号　2-23 号（4 階）
●建築年　昭和 53 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　3DK　　 
●駐車場　無
●家賃　13,100 円
※家賃は収入に応じて金額が変わ
　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 16 日（月）から 27 日（金）
　までに下記へお申し込みくださ
　い。なお、マイナンバー制度によ
　り、一部添付書類が省略できます
　ので、申し込みの際はご確認くだ
　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をしてい
　　る団地もあります。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

市では、田村の桜の魅力を多くの人
に知ってもらうため、桜を紹介する
ウェブサイト「桜の都たむら」を作
成しました。ドローン空撮動画が盛
り込まれており、田村の桜の新たな
一面を見ることができます。スマー
トフォンからも見ることができるの
で、スマホを持って市内の桜をめぐ
ってみてください。ＳＮＳなどでお
友達にもご紹介ください。

「たむらのさくら」で検索　　
【URL】http://tamuranosakura.jp/
問・申産業部 観光交流課 
　(81-2136

桜ウェブサイト
「桜の都たむら」

観 　
光

平成 30 年度固定資産税
減額措置終了のお知らせ

税 　
金

原子力災害の影響による減価補正の
終了に伴い、平成 30 年度の固定資
産税（家屋）は減額措置のない通常
課税に戻ります。なお納税通知書は
5 月 15 日ごろ発送予定です。
●家屋の評価額算出方法

評価額＝ ×再建築
価格 補正率

経年減点

原子力災害の影響による補正×

福島第一原発事故に伴う原子力災害の
影響を受けた地域である田村市内に所
在する全家屋に対し、国が目安として
示した３割の減価補正を平成 24 年度
から適用していましたが、市内全域の
住宅などの除染が完了したことなどを
考慮し、適用を終了します。

「原子力災害の影響による補正」の終了

再建築価格…
評価対象の家屋と同一のものを、評
価の時点でその場所に新築する場合
に必要な建築費です。
経年減点補正率…
家屋の年数の経過によって生じた損耗
の状況による減価を表したものです。
問市民部 税務課　(81-2119

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


