
●日時　1 月 8 日・15 日（水）午前 10 時 30 分
●内容　8 日：お正月のおもちゃ作り
　　　　15 日：昔の遊び、団子作り
　　　　その他　体操、親子遊び、
　　　　　　　　絵本の読み聞かせなど
●対象   ０歳～６歳児と保護者　

各施設の催し・募集など
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見やすく読み間違えにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

ひまわりひろば

子ども (82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター 子ども (78-1112（ FAX 兼用）三世代ふれあい交流館

●日時　1 月 14 日（火）
　　　　午前 10 時～ 11 時 30 分
●内容　親子遊び、手遊び、体操、絵本の読み聞かせなど
●対象   ０歳～６歳児と保護者　

子育て相談コーナーもあります。
自由来館になっています。
　　　　「遊びの教室」 以外でもご利用ください。

遊びの教室

たむら
クロスカントリー大会

第5回

令和 2年3月15日（日）
日時

田村市運動公園
　クロスカントリーコース

会場

田村の難関コース
走破者募集！！

雨天決行

問・申たむらクロスカントリー大会実行委員会事務局（田村市総合体育館内） (82-0039　　 82-5678FAX

申込方法、スタート時刻など・・・

詳しくは、こちら！
　　　QRコードをピッ♪

陸上教室参加者募集！

参加
無料

受付 午前７時 30 分～午前８時 30 分

参加資格 健康で完走できる方（一人１部門）

参加料 ◆小学生　800 円
◆中・高校生　1,000 円
◆一般　2,000 円

申込締切 １月 31 日（金）消印有効

9 時 45 分～（順次）スタート

ファイト－！！

小中学生を対象とした陸上教室を行います。
将来の田村市代表選手を目指して一緒に走りま
しょう。
◆日時　毎週水曜日
　　　　午後 6 時 30 分～ 8 時
◆会場　市陸上競技場（82-0039）
◆参加方法　申し込み不要です。
　　　　　　直接会場にお越しください。　　　
　　　　　　※現地集合、現地解散
◆主催　田村市陸上競技協会

空き家・空き地バンク 
登録物件募集

市は、市内の活用されていない一戸建ての住宅
や、住宅を建築できる土地を市ホームページな
どでお知らせする「空き家・空き地情報バンク」
を開設しています。
市内に所有する活用していない住宅や土地の賃
貸・売却をお考えの方は、ぜひ登録をお願いし
ます。

登録希望の方は、経営戦略室に登録申込書を提出してください。
※申込者が物件の所有者と異なる場合や、共有物件の場合は、

所有者の委任状が必要です。

空き家・空き地情報バンク事業に協力する宅地建物取引業者が、
物件の状況を調査し、物件情報を作成します。作成した物件情
報が市ホームページに公開されます。

取引希望の申し込みがあった場合、市から担当業者経由で登録
申込者へ連絡します。
その後の取引は、担当業者の仲介によって進められます。

登録から取引まで

●留意事項
市は、物件の賃貸や売買の仲介は行わず、取引
には関与しません。
空き家・空き地情報バンクの登録と利用は無料
です。取引が成立した場合には、担当した業者
に法で定められた範囲内の額の報酬を支払う必
要があります。

問総務部 経営戦略室(81-2117

問総務部 経営戦略室(81-2117

こんな方
に・・・

◆熱意をもって独身者の
　　結婚のための活動を行う
　　　　　　　　意思のある方

田村市在住・在勤の方、
　  または田村市出身の方で．．．

◆市内の民間企業などで結婚のための
　　　　活動に協力することができる方

活動内容

主な

世話やき人の活動は、無報酬です。
活動に要する経費も自己負担を原則としています。

◆お見合い相手の紹介

◆出会い応援事業への参画

◆職場内や企業間でのお見合いや交流会の開催

◆その他、婚姻率の向上のための活動

◆情報交換会、研修会への参加

◆出会いや結婚に関する
　 　お世話・アドバイス

田村市は、結婚希望者へのアドバイスやお
見合い相手の紹介など、結婚のお世話をや
いていただける「結婚世話やき人」を募集
しています。

結婚世話やき人 

　　　 募集！

独身男女の出会いをサポート



主な問い合わせ先

●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

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～ 6 時 30 分

※時間外の緊急時連絡先  (81-1220

●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）　　81-2522FAX

※市民の声専用ダイヤル  (82-0066

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

-

●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

暮らしの税情報
今月の納期限 12 月 25 日（水）
●固定資産税…3 期
問市民部 税務課(81-2119
●国民健康保険税…6 期
●後期高齢者医療保険料…5 期分
問市民部 市民課(82-1112
●下水道事業受益者負担金…3 期分
問上下水道局 上下水道課(82-1527

●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
　1 月 6 日（月）から 15 日（水）までに、
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。

（マイナンバーの利用により一部添付書
類の省略が可能です。）
●その他
・申込者多数の場合は、抽選します。
・その他、随時申込み受付可能な団地　
　もあります。詳しくは都市計画課へ　
　お問い合わせください。入居者募集中の団地

団地名 部屋番号 建築年 間取り 家賃 駐車場
　船引
　　下里団地

1-8 号
（4 階） 昭和 52 年 3DK 12,200 円～

32,600 円 無

市営住宅入居者募集

問・申建設部 都市計画課(82-1114

　東日本大震災と原発事故から、ま
もなく９年を迎えます。
　私たちの暮らす福島県の現状と復
興に向けた取り組みについて、市民
の皆さんとともに理解し、考える機
会とするため、市民公開講座『福島
の復興のために』を開催します。
　入場は無料です。多数のご参加を
お待ちしています。
●日時　1 月 15 日（水）
　　　　午後 6 時～ 7 時 30 分
●場所　市文化センター
●講師　田中俊一さん
　（前 原子力規制委員会委員長・　
　 飯舘村復興アドバイザー）
問総務部 総務課(81-2111

市民公開講座開催！
『福島の復興のために』

周
知

　交通事故など第三者の行為により
ケガをした場合は、届出により国民
健康保険・後期高齢者医療保険を使
って治療を受けることができます。
　その際の治療費は、一時的に国民
健康保険・後期高齢者医療保険が立
て替え、あとで第三者側（加害者や
保険会社）へ請求します。
　加害者から治療費を受け取った
り、安易に示談せずに、必ず届出を
してください。
問市民部 市民課(82-1112

交通事故にあった場合の
保険者への届出

届
出

田村市社会福祉協議会
職員募集

募
集

●職種・人数　正職員・若干名
●応募資格　次の資格を有する方　
　保健師、看護師、准看護師、介護
支援専門員、精神保健福祉士、介護
福祉士、社会福祉士、社会福祉主事
　※資格取得見込可
●応募方法
　令和元年 12 月 16 日（月）から
令和 2 年 1 月 17 日（金）までに、
下記窓口に備え付けの申込用紙に必
要な書類を添えて、提出してくださ
い。
●試験日
　1 次　1 月 26 日（日）
　2 次　2 月 9 日（日）
●その他
　臨時介護員、登録ヘルパーは、随
時募集しています。
問・申
社会福祉法人田村市社会福祉協議会
総務課　(68-3434

　今年度の個人線量計（Ｄ - シャト
ル）の申し込みが終了します。
●申込期限　１月 31 日（金）
●対象者　中学生以下（都路地区の
　こども園、小学校、中学校に在籍
　されている方を除く）
●貸し出しから返却までの流れ
　①電話で申し込む
　②貸出・説明会
　③測定
　④結果説明会（データの読み取り・
　　専門家による結果説明）
申（公）原子力安全研究協会
　(0120-511-157
　午前 9 時～午後 5 時まで受付
　（土・日・祝日を除く）
問保健福祉部 保健課(81-2271

放射線外部被ばく検査の
ご案内

検
査

　地域の人たちがざっくばらん
に、地域への思いや、地域課題に
ついて考えられるよう、楽しい雰
囲気づくりを学ぶワークショップ
を開催します。
　入場無料です。多数のご参加を
お待ちしています！
◆日時　1 月 26 日（日）
　　　　午後 1 時～午後 4 時
◆場所　文化の舘ときわ　
◆講師　釘山健一さん
　　　　【（一社）会議ファシリテー
　　　　ター普及協会代表理事】
◆主催　常葉やってみっ会
問常葉行政局市民課(77-2111

トキワマチヅクリザダンカイ
～ファシリテーションを学ぼう～

選挙によって選出される市長や議
員等が、年賀状など時候のあいさ
つ状を出すことは、自筆の答礼を
除き、公職選挙法で禁止されていま
す。
趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願
いします。

虚礼廃止にご協力を

　福島財務事務所では、借金を抱え
て悩んでいるかたの相談に応じてい
ます。秘密厳守、相談は無料です。
お気軽にご相談ください。
●相談窓口　福島財務事務所理財課
●電話相談　024-533-0064
　（多重債務者相談窓口専用）
●受付時間　
　平日　午前 8 時 30 分～正午
　　　　午後 1 時～ 4 時 30 分
問福島財務事務所 理財課
(024-535-0303

多重債務者相談窓口相
談

798 円（時間額）

福島県 最低賃金

雇う上でも、働く上でも
　　　　　　最低限のルール。

使用者も、労働者も、
　　　　必ずご確認ください。

問福島労働局 労働基準部賃金室  
(024-536-4604

≪事故防止のための注意点≫
① その場を離れない

給油中は目を離さず、給油
後は栓の閉まり具合を必ず
確認する。

配管や給油タンクなどに腐
食や亀裂がないか定期的に
確認する。

② 定期点検

屋根からの落雪などによる
給油タンクの転倒に注意す
る。

③ 落雪に注意
除雪時に配管の破損を防ぐ
ため、配管がある場所には
目印をつける。

④ 配管の場所には目印を

問市民部 生活環境課 (81-2272　各行政局市民課　
　田村消防署(82-1200

　例年冬季になると、給油タンクの元栓の閉め忘れや配管の破損など
による油の流出事故が多く発生しています。
　灯油などの油が河川へ流出すると環境にも大きな影響をおよぼし、
重大な事故になります。
　また、事故処理にかかる膨大な費用は、すべて油を流した方の負担
になります。
　誤って油が流出した場合や、流出を見つけた場合には、すぐに市役
所か消防署へご連絡ください。

にご注意を！油流出事故

離職者向け「介護福祉士
養成科」訓練生募集

募
集

　福島県立テクノアカデミー郡山で
は、離職者などの求職者を対象に介
護福祉士養成科の訓練生を募集しま
す。
　国家資格「介護福祉士」の取得と
介護福祉業界への就職を目指すこと
を目的に、2 年間の教育訓練を実施
します。
●募集コース　介護福祉士養成科
●訓練期間　
　令和 2 年 4 月～令和 4 年 3 月
　（2 年間）
●訓練会場　
　県内の介護福祉士養成施設
●受講料　無料
※テキスト代や保険代などは、個
　人負担になります。
●その他
・募集期間は、1 月中旬～ 2 月末
　日を予定しています。
・受講対象者、申込方法などは、下
　記にお問い合わせください。
問・申
福島県立テクノアカデミー郡山
教務課委託訓練担当
(024-944-1663


