
●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

主な問い合わせ先

田村市の人口

※時間外の緊急時連絡先　(81-1220

休日・延長窓口の開設案内

※市民の声専用ダイヤル  (82-0066

●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。

●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
●上下水道局　上下水道課
　〒 963-4312
　田村市船引町船引字上川原 33 番地
　(82-1527 FAX 82-4564
●開栓・閉栓は平日（土日・祝日を除く）
　の午前９時～午後４時に行います。
　申込みは、３営業日前の平日にご連絡
　ください。
●漏水事故・水質異常がある場合は、ご
　連絡ください。

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

市の募集・申請に関する
各記事の共通事項

●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

●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 Tamura 1819 Tamura November.201919

令和 元 年 10 月 1 日現在
総人口　35,957 人

   世帯数　12,819 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。
※国・県の公表結果と異なる場合があります。

Advertisement広告欄

☆遺品整理協会より認定！ 優良企業として登録済み！

お見積もり無料！　査定買い取り
処分に困る品物　なんでもご相談ください！

人形供養生前整理遺品整理

（有）サトウ外装 電話・ＦＡＸ
　0247-85-2581

田村市船引町遠山沢尾ノ内 102-1
直通（佐藤）
　090-4886-3677

Advertisement広告欄

●申込方法
11 月 15 日（金）から 29 日（金）までに
建設部都市計画課か各行政局産業建設課
に備え付けの申込書に必要な書類を添え
て、お申し込みください。
●その他

・申込者多数の場合は、抽選とします。
・その他、随時申込み受付可能な団地

もあります。詳しくは下記までお問
い合わせください。

●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

市営住宅入居者募集募
集

問・申建設部 都市計画課(82-1114
　　　 各行政局 産業建設課※家賃は収入に応じて変わります。

団地名 部屋番号 建築年 間取り 家賃 駐車場

常葉
備前作団地

1-11 号
（2 階） 昭和 56 年 3DK 13,700 円～

47,600 円 有

許認可や届出、遺言や相続、
契約などの相談から書類作成まで

行政書士　白石 芳郎
（自宅）☎ 0247-77-3452
田村市常葉町久保字川久保 142

電話いただければ、こちらから訪問いたします。

自衛官・自衛隊高等工科
学校生徒を募集します

募 　
集

【陸上自衛隊高等工科学校生徒】▲
推薦

●応募資格　17 歳未満の中学校卒
業（見込み含む）の男子で、学校
長が推薦できる方

●受付期間
11月1日（金）～29 日（金）
※締切日必着▲

一般
●応募資格　17 歳未満の中学校卒

業（見込み含む）の男子
●受付期間

令和元年11月1日（金）～
令和2年1月6日（月）

【自衛官候補生】
●応募資格

18 歳以上 33 歳未満の方
●受付期間

年間を通して受け付けています。
【その他】
　応募資格年齢の起算日は職種ごと
に異なります。各採用試験に関する
詳細は、下記にお問い合わせください。
問自衛隊福島地方協力本部
　郡山地域事務所(024-932-1424

※締切日必着

景観作物の作付けを支援
します

補 　
助

　市は新たな名所づくりによる交流
人口の増加を目的として、6,000 ㎡
以上のまとまった土地に花などの景
観作物を作付けする団体・個人に、
景観作物の種子・苗代など作付けに
かかる費用の一部を補助します。
●補助の対象になる経費

種子、苗、肥料、農薬、支柱など
の購入費用。

●補助額
対象になる経費の 2 分の 1 まで。
※協賛金などがあった場合減額

します。
●その他
　購入前に申請してください。申請

は 1 団体（個人）あたり年 1 回とし、
3 年までを限度とします。

　生産した作物を販売する場合は、
ほかにも条件があります。
　詳しくはお問合せください。
問・申産業部 観光交流課(81-2136

郡山地方広域消防組合か
らのお知らせ

消 　
防

【秋の火災予防運動】
　空気が乾燥し、火災が発生しやす
い季節です。
　火災を起こさないために次の点に
注意しましょう。
●寝タバコは絶対にしない
●コンロを使用中はそばを離れない
●放火されないよう家の周りに燃え

やすい物を置かない
●電気製品は正しく使用する
問郡山消防本部 予防課
　(024-923-8172

【緊急車両走行時にご協力を】
　消防自動車・救急車がサイレンを
鳴らして火災現場や病院に緊急走行
しているときは、道路の左側に寄っ
て進路を譲ってください。
　交差点付近では、交差点を避けて、
進路を譲ってください。
　一方通行の道路で左側に寄ると進
路妨害になるときは右側に寄って進
路を開けてください。
問郡山消防本部 消防課
　(024-923-8173

【119 番は落ち着いて】
　火災・救急・救助の通報は 119
番です。
　119 番通報時は、まず火災なの
か救助なのかを伝えてください。
　そのあと必要な情報を司令員が質
問します。慌てず正確に、はっきり
と質問に答えてください。
問郡山消防本部 指令課
　(024-923-8171

支障木の剪
せんてい

定はお早めに道 　
路

　冬季は積雪による倒木が発生しや
すく、道路通行上の支障になる事が
多くあります。
　倒木などが原因で車両や歩行者に
事故が発生したときは、原因の竹木
があった土地の所有者が賠償責任を
問われることがあります。

※民法第 717 条　土地の工作
物の占有者及び所有者の責任

※道路法第 43 条　道路に関す
る禁止行為

　所有している道路沿いの土地に、
道路の通行に支障をきたしそうな竹
木などがあれば、あらかじめ剪定し
ておきましょう。
　また、緊急の場合は、道路通行の
支障となる竹木などを予告なく剪
定、伐採、撤去することがあります。
ご理解をお願いします。

【剪定する際の注意】
●冬季の作業は危険です。降雪前に

作業しましょう。
●電線などが近くにある場合は、注

意して作業しましょう。
問建設部 建設課(81-2513
　各行政局 産業建設課

旧優生保護法一時金支給
法による一時金の支給

手 　
続

　平成 31 年 4 月 24 日に成立した
「旧優生保護法一時金支給法」に基
づき、国は優生手術などを受けた方
に一時金を支給しています。福島県
は一時金の請求受付のほか、請求手
続に関する質問・相談に保健師や相
談員が対応します。質問・相談は相
談窓口までご連絡下さい。
問旧優生保護法に関する相談窓口
　(024-521-8294

いいみらい、年金の日年 　
金

　11（いい）月 30（みらい）日は「年
金の日」です。年金記録や将来の年
金受給見込額を確認して、未来の生
活設計について考えてみませんか。
　「ねんきんネット」を利用すると、
いつでも自分の年金記録を確認でき
ます。ほかにも将来の年金受給見込
額の試算を、自分の年金記録を基に
して様々なパターンでできます。
　「ねんきんネット」を詳しく知るに
は、日本年金機構のホームページで
ご確認いただくか、郡山年金事務所
にお問い合わせください。
問郡山年金事務所(024-932-3434

住民票に旧姓を記載でき
るようになりました

くらし

　住民票に旧姓を記載すると、マイ
ナンバーカード、印鑑証明書にも同
じく旧姓が記載されます。
　旧姓が記載されることで、銀行口
座が旧姓のまま引き続き使えるよう
になったり、仕事の場面でも旧姓で
本人確認ができるようになります。
詳しくは本庁市民課か、各行政局市
民課にお問い合わせください。
問市民部 市民課(82-1112

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、 経営戦略室(81-2117 へ

11 月の原子力防災訓練
は中止します

防 　
災

　10 月号でお知らせしていた、都
路町で 11 月 16 日（土）に予定し
ていた原子力防災訓練は中止しま
す。

問市民部 生活環境課　(81-2272

有料広告募集中
問い合わせ…総務部 経営戦略室（(0247-81-2117）へ

有料広告募集中
問い合わせ…総務部 経営戦略室（(0247-81-2117）へ


