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●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

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12時30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 79-2115
●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営業日前までの平日にご
　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

令和 2 年 9 月 1 日現在
総人口　35,350 人

   世帯数　12,891 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。

暮らしの税情報
今月の納期限【 11 月 2 日（月） 】
●国民健康保険税…4 期
●後期高齢者医療保険料…3 期　
問市民部 市民課(82-1112
●市県民税…3 期　
問市民部 税務課(81-2119
●下水道事業受益者負担金…2 期　
問上下水道局 上下水道課(82-1527

　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。
　必要書類や収入基準などは、お問い合
　わせください。
　●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、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
●申込方法
　 10月15日（木）～30日（金）までに
　都市計画課か各行政局産業建設係

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 産業建設係

団地名 部屋番号 建築年 間取り 家賃 駐車場
常葉

馬場団地 30 号 昭和 53 年 3DK 12,800 円～
30,400 円 有

船引
東部団地 4 棟

10 号
（2 階） 平成 5 年 3DK 18,300 円～

50,100 円 有

船引
　　東部団地 5 棟

6 号
（3 階） 平成 5 年 3DK 53,000 円 有

※船引の東部団地5棟は入居資格が異なります。詳しくは、お問い合わせください。

機械でのエゴマ刈り取り
希望者を募集します

募 　
集

エゴマ振興協議会では、地域特産物
であるエゴマの振興（栽培面積拡大、
作業労力軽減）を図るため、コンバ
インによる刈り取り作業受託を行っ
ています。
●対象　市内でエゴマを生産してい
　　　　る方
●費用　10a あたり 12,000 円
●内容　市が指定するオペレーター
　　　　が作業（運搬・刈り取り作
　　　　業）を行います。
●その他
　作業受託を希望する方は、事前に
　申し込みが必要です。また、刈り
　取り希望日が重なった場合は協議
　会会員を優先します。
　詳しくはお問い合わせください。
問・申
エゴマ振興協議会事務局（産業部　
農林課）(81-2511

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 10 月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 25 日（日）
●受付　午前8時30分～11時30分
●場所　北部作業所（船引町新舘）
●問い合わせ
　産業部 農林課　(81-2511

畜産酪農懇談会・第 3 回
セミナーを開催します

周 　
知

被災地域の畜産事業者支援の一環と
して、（公社）福島相双復興推進機
構が主催する畜産酪農懇談会・第３
回セミナーを開催します。
中山間地域における低コスト・省力
かつ自給飼料生産と連携した、持続
できる肉用牛繁殖経営の方向性を探
ります。
セミナー終了後、講師を囲んでの座
談会も予定しています。農家の皆さ
ん、お気軽にご参加ください。
●日時　11 月 11 日（水）
　　　　午後１時～４時
●場所　文化の舘ときわ
●料金　無料
●申込　11 月 9 日（月）まで
　に、お申し込みください。
問（公社）福島相双復興推進機構
(024-502-1115
*kanmin.chikusan@fsr.or.jp

※時間外の緊急時連絡先  (81-1220

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

産前産後期間の国民年金
保険料が免除されます

年 　 
金

●免除期間
　出産予定日、または出産日が属す
　る月の前月から４カ月間（以下「産
　前産後期間」といいます。）の国
　民年金保険料が免除されます。
　なお、多胎妊婦の場合は、出産予
　定日、または出産日が属する月の
　３カ月前から６カ月間の国民年金
　保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠 85 日（４カ月）
　以上の出産をいいます。（死産、
　流産、早産された方を含みます。）
※産前産後期間の免除制度は、「保
　険料が免除された期間」も保険料
　を納付したものとして老齢基礎年
　金の受給額に反映されます。
●対象者
　「国民年金第１号被保険者」で出産
　日が平成 31 年 2 月 1 日以降の方
●届出時期
　出産予定日の６カ月前から届出で
　きます。
●添付書類
・出産前に届書の提出をする場合、
　母子健康手帳など
・出産後に届書の提出をする場合、
　添付書類不要
　※ただし、被保険者と子が別世帯
　　の場合は、出産日と親子関係を
　　明らかにする書類
問市民部 市民課 (82-1112

離婚時の年金分割制度の
お知らせ

年 　
金

離婚した場合、お二人の婚姻期間に
ついて、厚生年金支給額の計算の基
となる報酬額を分割して、年金額を
お二人で分割できます。
原則として離婚後 2 年以内に手続き
を行っていただく必要があります。
お早めに、郡山年金事務所までご相
談ください。
問郡山年金事務所(024-932-3434

Advertisement広告欄

水廻りの工事・修理・リフォーム承ります
●水道修理、排水詰り、流し台、洗面ユニット、水洗便器交換、ユニットバス、
　浴槽入替工事、石油ガス給湯器修理交換、シャワー水栓交換、ポンプの修理交換、
　浄化槽工事、プロパンガス・灯油販売、上記以外の工事も承ります

      《水道工事指定店》　《下水道工事指定店》

㈱マルショウ田母神
本社　田村市船引町東部台四丁目 283
　　　TEL0247-82-5711  FAX0247-82-5712
支社　郡山市富久山町福原字釜沼 7-1
　　　TEL024-944-2371  FAX024-944-0708

フリーダイヤル
0120-194-090

医療法人　佑和会

雷クリニック
理事長　医学博士　雷 毅 医学博士　齋藤 広信
一般内科診療、消化器・肝臓病診療、胃カメラ、
大腸カメラ、日帰り胃・大腸ポリープ切除術、
訪問診療、一般健康診断、ドックなどを行って
います。

TEL  0247-62-6333
三春駅前：三春町担橋 2-1-2

境界問題の解決を支援し
ます

支 　
援

福島地方法務局と福島県土地家屋調
査士会では、連携して境界問題の解
決を支援します。
●筆界特定制度
　　…筆界を明確にします。
・法務局の職員が専門家の意見を踏
　まえて、申請者などの意見に拘束
　されず、真実の筆界を特定します。
※明渡しなど、所有権に関する問題
　を直接解決することはできません。
●土地家屋調査士会ＡＤＲ制度
　　…境界問題全般を解決します。
・土地家屋調査士と弁護士が相談・
　調停を行い、柔軟に問題解決のお
　手伝いをします。
※相手方の応諾がないと手続きを進
　めることができません。
問
▶筆界特定制度
　福島地方法務局不動産登記部門　
　(024-534-2048
▶土地家屋調査士会ＡＤＲ制度
　境界紛争解決支援センターふくしま
　(024-535-3937

新婚生活を支援します！支 　
援

市では、新婚世帯を支援するため、
結婚新生活支援補助金で婚姻に伴う
費用（住宅取得費、賃料、敷金、礼金、
引越費用など）を、最大で 30 万円
まで助成します。
●対象
①２年４月１日～３年３月 31 日に
婚姻届を提出した夫婦
②居住する住居が田村市にあり、当
　該住居に世帯全員の住民登録がさ
　れている方
③２年度の夫婦の合計所得を合算し
　た金額が 340 万円未満の方
④婚姻日において、夫婦ともに 34
　歳以下である方
⑤市税の滞納がない方
※ほかにも対象となるための条件が
　あります。詳しくは、下記へお問
　い合わせください。
問保健福祉部 こども未来課
(82-1000

支 　
援

景観作物の作付けを支援します

市では、新たな名所づくりによる交流人口の増加を目的として、5,000 ㎡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個人、または団体に、景
観作物の種子代など作付けにかかる費用の一部を補助します。
昨年度よりも条件を緩和し、申請がしやすくなりました。
●補助の対象になる経費
　種子代、苗代、肥料、農薬、支柱　
　などの購入費用
●補助額　
　1,000 ㎡あたり 50,000 円を上限
　※協賛金などがあった場合、減額　
　　します。

●その他　
・申請は１団体（個人）あたり年１回
　とし、３年までを上限とします。
・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。
・詳しくはお問い合わせください。

問・申産業部 観光交流課
(81-2136

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


