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有料広告募集中
問い合わせ…総務部 総務課 ( ☎ 0247-81-3125) 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…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した。

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 31 年 1 月 1 日現在
総人口　36,565 人

   世帯数　12,806 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/
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有料広告募集中
問い合わせ…総務部 総務課 ( ☎ 0247-81-3125) へ

●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

※家賃は収入に応じて変わります。

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

市営住宅入居者募集

菅谷団地（滝根）
●部屋番号　7 号（2 階）
●建築年　昭和 52 年
●構造　中層耐火 3 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　12,100 円～

神俣団地２（滝根）
●部屋番号　21 号（4 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～

広瀬団地（滝根）
●部屋番号　12 号（2 階）
●建築年　昭和 54 年
●構造　中層耐火 3 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　11,300 円～

求中団地（大越）
●部屋番号　105 号（1 階）
●建築年　平成 8 年
●構造　中層耐火 3 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　16,600 円～

久保田団地（大越）
●部屋番号　1-204 号（2 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～

募 　
集

久保田団地（大越）
●部屋番号　1-401 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　12,400 円～

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～

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～

下扇田団地（船引）
●部屋番号　26 号（2 階建）
●建築年　平成元年
●構造　木造住宅
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　16,200 円～

船引馬場団地（船引）
●部屋番号　2 棟 20 号（4 階）
●建築年　昭和 48 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　無
●家賃　10,200 円～

●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15日（金）から28日（木）
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。
※その他、随時申込み受付可
　能な団地もありますので、詳
　しくは都市計画課または各行
　政局産業建設課までお問い合
　わせください。

子育て応援券取扱店を
募集します

募 　
集

　市では、４月からの子育て応援
券取扱店を新たに募集します。

　なお、応援券を利用できないも
のがありますので、詳しくはお問
い合わせください。すでに取扱店
として登録いただいている場合
は、改めて申し込む必要はありま
せん。
●募集要項　こども未来課、各行
　政局市民課、市ホームページで
　確認できます。
●申込期間　随時受け付けていま
　す。土日祝日を除き、午前９時
　から午後５時まで。
●申込方法　募集要項をご確認の
　うえ、登録申込書を提出してく
　ださい。
●申込先
　こども未来課、市内各商工会
問保健福祉部 こども未来課
　(82-1000

　子育て世代の経済的負担の軽
減、出産の奨励、市内経済の活
性化を目的に、子育て世帯に応
援券（商品券）を交付する事業
です。

【第 2 子まで】
　出生時…３万円
　１歳時…３万円

【第３子以降】
　２歳時…10 万円

‐子育て応援券とは‐

心と体の運動をしませ
んか？

催
し

【レクリエーションイベント】
　筋肉や認知機能が衰えやすい冬
の時季、体と脳を活性化させませ
んか？
　ご自身の健康づくりや地域のボ
ランティア、運動サロンに興味が
ある方でしたら、どなたでも受講
できます。田村市全域に広がる運
動サロンの参加者の方はもちろ
ん、いきいきサポーターの方、こ
れから運動を始めてみようと考え
ている方は、ぜひご参加ください。
●日程　2 月 25 日（月）
　①脳トレ・レクリエーション指
　　導が広がるスキルアップ勉強
　　会　10:00 ～ 11:30
　②自宅・運動サロンでできる脳
　　トレ・筋トレ・骨トレ体験会
　　13:00 ～ 14:30
●場所　市役所 2 階 201 会議室
●定員　各回先着 50 人
●参加費　無料
●講師　㈱ルネサンス インスト
　ラクター
●申込方法　2 月 22 日（金）午
　後 4 時までに高齢福祉課へ電
　話でお申し込みください。
●その他　動きやすい服装でご参
　加ください。また、補給する水
　分をご持参ください。
問保健福祉部 高齢福祉課
　(82-1115


