
●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 2021 Tamura December.201921

令和 元 年 11 月 1 日現在
総人口　35,913 人

   世帯数　12,828 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。

☆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
12月13日（金）から25日（水）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
大越

求中団地
206 号

（2 階） 平成 8 年 3DK 16,600 円～
58,600 円 有

都路
古道団地

9 号
（3 階） 昭和 59 年 3K 13,400 円～

48,700 円 有

都路
古道団地

10 号
（3 階） 昭和 59 年 3K 13,400 円～

48,700 円 有

都路
古道団地

11 号
（3 階） 昭和 59 年 3K 13,400 円～

48,700 円 有

都路
古道団地

12 号
（3 階） 昭和 59 年 3K 13,400 円～

48,700 円 有

常葉
西部団地

1-11 号
（3 階） 平成 12 年 3DK 21,100 円～

62,000 円 有

常葉
備前作団地

1-14 号
（4 階） 昭和 56 年 3DK 13,700 円～

47,600 円 有

常葉
本坊団地

1-13 号
（3 階） 昭和 56 年 3DK 14,100 円～

48,100 円 有

船引
下里団地 1 棟

22 号
（3 階） 昭和 52 年 3DK 12,200 円～

32,600 円 無

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。

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

船引駅北口の駐車場を月
極利用できます

募 　
集

　船引駅を利用しての通勤、通学に
最適な立地条件です。
　近隣にお住まいの方、お勤めの方
の駐車場としても利用できます。
　利用申し込みは随時受け付けてい
ます。都市計画課までお問い合わせ
ください。

▼１カ月利用料　3,500 円（税込）
問建設部 都市計画課　(82-1114

敬老会の記念品　お忘れ
になっていませんか？　

敬老会

　船引地区の敬老会招待者で、まだ
記念品を受け取られていない方は、
案内はがきを持って市役所の高齢福
祉課までお越しください。記念品を
お渡しします。
　案内はがきを無くされた場合は、
窓口で申し出ていただければ、確認
後記念品をお渡しします。
問保健福祉部 高齢福祉課(82-1115

食品の放射性物質測定の
お知らせ

測 　 
定

　10 月に、市内において産出され
た自家用野菜や自然採取された食品
の測定結果は、測定件数 191 件の
うち、基準値を超えたものは 21 件
で、測定値は最大 11,346 ベクレ
ル（イノハナ）でした。
　食べ物や飲み水の放射性物質測定
は通年受け付けていますので、お気
軽にお申し込みください。
●受付時間　
　午前９時～午後５時 ※平日のみ
●受付場所　市役所、各行政局、各

出張所
●申込方法　お近くの測定受付窓口

にお持ちください。
●測定費用　無料
●測定対象　自宅などで収穫された

自家用の野菜、山菜やきのこなど、
飲料に供する引き水や井戸水

●留意点
・測定品は 500 ｇ必要です。
　（水は 1 リットル以上）
・土や泥を洗い流し、ビニール袋

に入れてお持ちください。
●結果通知　検査結果は測定品の返

却時に直接お渡しするか、郵送で
お送りします。
問・申産業部 農林課(81-2511
　　　各行政局市民課、各出張所

針湯荘臨時休館します周 　
知

【臨時休館】
　館内設備点検のため 12 月 13 日

（金）は休館します。

【利用案内】
　一人あたり 3,000 円以上のお料
理をご注文いただくと、送迎を利用
できます。忘年会・新年会にいかが
ですか？
　入浴のみ、お食事のみでもご利用
いただけます。
●営業時間　午前8時半～午後9時
　（食堂は午前11時半～午後2時半）
問老人憩いの家 針湯荘(78-2010

中小企業の借入負担を軽
減します

補 　
助

　市は、中小企業の金融緩和対策の
一環として、借入金利子の一部を補
給金として交付します。
●対象者
・市内に住所および事務所を有し、

市税を完納している方
・市内に本店の所在地を有する法

人で、かつ、市税を完納している
法人

●対象融資　
・田村市中小企業経営合理化資金

保証融資（市内金融機関）
・株式会社日本政策金融公庫経営

改善貸付（市内商工会）
・福島県商工事業協同組合資金
●対象利子額
・元本の最初の返済日から最大

24 回分の利子相当額
（実際にお支払いになった額が対象

です）
●補助限度額
・融資１件につき 20 万円まで
●申請期間　令和元年 1 月 6 日（月）

～ 31 日（金）午後 4 時まで
●申込方法　ホームページをご覧く

ださい。ホームページをご覧にな
れない場合は商工課までお問い合
わせください。

ホームページ QRコード
問・申産業部 商工課(82-6677

第 4 回空き家活用セミ
ナー

周 　
知

　市が後援する空き家活用セミナー
が開かれます。空き家の活用に興味
がある方はご参加ください。参加は
無料です。
●日時　12 月 20 日（金）

午後 6 時 30 分～ 8 時
　（受付　午後 6 時開始）
●場所　田村市テレワークセンター

テラス石森
●テーマ　空き家の活用や地域の賑

わいづくり
●講師　合同会社巻組
　代表社員　渡邊 享子さん

問田村市テレワークセンター
　テラス石森 (61-7575

まごころありがとうございます
次の方から市に寄付をいただきました

◆岡山操山ライオンズクラブ（岡山県）
　寄付金（一般寄付金）

◆（公財）ブルーシー・アンド・グリーンランド財団（東京都）
　寄付金（一般寄付金）
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造園工事・芝生の管理（薬剤除草・殺菌・芝刈り・目土・エアレーションほか）

有限会社 山 峡 園
田村市船引町船引字平背戸 103〒 963-4312

TEL　0247-82-2356 FAX　0247-82-4638

造園工事・剪定 ほか 日額 9,000円～13,000円
未経験者OK 年齢制限ありません
お問い合わせ 携帯 090-3360-2745

求人

施設・工場緑地の年間管理も承ります。

e-mail　sankyoue@sage.ocn.ne.jp

応援ありがとうございます
三和工業株式会社から、
大越ミニバスケットボールスポーツ少年団の
女子チームに新ユニフォームが寄贈されました。

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


