
●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 3 月 1 日現在
総人口　37,025 人

   世帯数　12,709 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

市営住宅・公的賃貸住宅入居者募集募 　
集

≪各種住宅申込方法≫
５月 15 日（火）～ 29 日（火）までに備え付けの申込書に必
要な書類を添えて、建設部都市計画課または各行政局産業
建設課にお申し込みください。
※申込者多数の場合は、抽選となります。
問・申滝根行政局 産業建設課 (78-1205
　　　大越行政局 産業建設課 (79-2194
　　　都路行政局 産業建設課 (75-3550
　　　常葉行政局 産業建設課(77-2356
　　　建設部 都市計画課　　 (82-1114

航空自衛隊大滝根山分屯
基地創設 62 周年開庁祭

催
し

●日時　6 月 3 日（日）　
　　　　午前 9 時～午後 2 時
●内容
　飛行展示、地上装備品各種展示、
　山頂案内など
　（天候により飛行展示、山頂案内
　は中止する場合があります。）
●駐車場について　
　基地および基地周辺には駐車場が
　ありません。無料送迎バスを運行
　しますので、発着場所、運行時間
　などの詳細は、ホームページまたは
　下記までお問い合わせください。
　【URL】http://www.mod.go.jp/
　　　　 asdf.ohtakine
●その他　
　大滝根山登山道からの徒歩による
　基地内入場はできません。また、
　危害防止のため、危険物および脚
　立などの持ち込み、ドローンの飛
　行、GPS を利用した SNS ゲーム
　の使用を禁止します。
問航空自衛隊　大滝根山分屯基地　
　広報係(79-2277

船引駅駐車場が
4 時間無料に！

周
知

船引駅駐車場が、4 月 1 日から入場
後 4 時間無料、さらに 24 時間まで
最大 600 円でご利用いただけます。
毎日利用される方は、定期貸し駐車
場（月額 5,000 円）が便利です。
駅前のスペースは降車専用ですので、
駐車しないようお願いします。
※夕方の通勤・通学者が帰宅する時
間帯は送迎車両で駅周辺が大変混雑し
ますので、駅駐車場をご利用ください。
問  建設部 都市計画課(82-1114

防災行政無線などを用い
た情報伝達訓練の実施

訓 　
練

地震・津波や武力攻撃などの発生に
備え、情報伝達訓練を行います。
この訓練は、全国瞬時警報システム

（Ｊアラート）を用いた訓練で、田
村市以外の地域でも情報伝達訓練が
行われます。
●日時　5 月 16 日（水）午前 11 時
●訓練で行う放送試験
　・情報伝達手段
　　防災行政無線からの一斉放送
　・放送内容
　　上りチャイム音
　　「これは、Ｊアラートのテストです。」
　　×３回
　　下りチャイム音
※Ｊアラートとは…
　地震・津波や武力攻撃などの緊急情
　報を、国から人工衛星などを通じて
　瞬時にお伝えするシステムです。
問市民部 生活環境課　(81-2272

健康保険証が変わった場
合の届出

届 　
出

転職や就職で職場の健康保険に加入
した際や、退職などにより職場の健
康保険を脱退した際は、市役所の窓
口にて国民健康保険の切り替えの手
続きが必要です。
手続きをしないで誤った健康保険証
を使用すると、正しい負担割合で治
療が受けられなかったり、あとで治
療費の返還が発生したりします。
健康保険証が変わった場合は必ず
14 日以内に届出をしてください。
問市民部 市民課　(82-1112

市陸上競技場 全天候型
トラック走路改修

改 　
修

市陸上競技場の全天候型トラック走
路を改修しました。
これにより、日本陸上競技連盟の第
３種公認を更新し、利用する方々が
安全に安心して競技に打ち込める環
境が整いました。
新しくなった陸上競技場を、ぜひご
利用ください。
問教育部 生涯学習課　(81-1215

外出前の火の用心消 　
防

行楽シーズンや農繁期などを迎
え、家を留守にする機会が多くな
ることと思います。出かける前に、
次のことに取り組みましょう。
●火の元を確認する
●使用していない電気コードを
　コンセントから抜く
●家の周りの燃えやすいものを
　片付ける
問消防本部 予防課
　(024-923-8172

風水害に
備えましょう

消 　
防

台風 ･ 集中豪雨などには、事前の
備えが大切です。
自らの身を守るため、次のことに
取り組みましょう。
●危険な場所や避難所を家族全員
　で確認する
●非常用持出品を準備する
●最新の気象情報をこまめに確認
　する
問消防本部 消防課
　(024-923-8173

Advertisement広告欄

神俣団地（滝根）
●部屋番号　2-17 号（3 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　15,100 円～
久保田団地（大越）
●部屋番号　304 号（3 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　12,400 円～
鷹待田団地（大越）
●部屋番号　301 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　13,700 円～
古道団地（都路）
●部屋番号　11 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～
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　1-22 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２団地（常葉）
●部屋番号　2-5 号（3 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　20 号
●建築年　昭和 51 年
●構造　簡易耐火 2 階
●間取り　3K　　　
●駐車場　有
●家賃　11,100 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

市営住宅

都路団地（都路）
●部屋番号　6 号
●建築年　平成 28 年
●構造　木造平屋（2 戸１棟）
●間取り　2DK　　●駐車場　有
●家賃　15,700 円～
※家賃は収入に応じて金額が変わります。収入が補助基準額を超えない世帯は、
　家賃の一部補助（50％）が受けられます。

公立賃貸住宅
【入居者資格】
①世帯の収入が基準額を超えないこと
②現在、住宅に困窮していること
③市税を滞納していないこと
④暴力団員でないこと

平成 30 年度
職員採用に関する情報

試 　
験

平成 30 年度職員採用候補者試験
（平成 31 年 4 月 1 日採用予定）の
情報は、詳細が決まり次第、今後の
市政だより、お知らせ版、市のホー
ムページで公表する予定です。
問総務部 総務課　(81-2111

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(81-2135 へ

Tamura 1819 Tamura May.201819

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


