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真岡市男女共同参画推進事業者真岡市男女共同参画推進事業者
表彰制度表彰制度にに応募（推薦）応募（推薦）してくださいしてください
　市では、積極的に男女共同参画の推進のため
の取り組みを行っている事業者を表彰し、広く
市民や事業者の皆さんに紹介しています。
【対象】次のいずれかの取り組みを行っている
市内の事業者（企業、個人事業者、自治会、
PTA、市民団体等）

①性別にとらわれない能力活用や職域拡大のた
　めの取り組み
②仕事と家庭生活、その他の活動との両立を支
　援するための取り組み
③男女の人権に配慮した、働きやすい、または
　活動しやすい環境づくりのための取り組み
④前各号に定めるもののほか、男女が共同して参画
　することのできる環境づくりのための取り組み
【応募（推薦）方法】真岡市男女共同参画推進事
業者表彰応募（推薦）書（様式第 1号）と事
業者の会社の概要が分かるパンフレット等の
資料を添えて、下記窓口へ提出してください。

【応募（推薦）期間】7月10日（金）まで※必着
【問い合わせ】生涯学習課女性青少年係
　☎82-7152 FAX83-4070

女性がん（子宮・乳がん）女性がん（子宮・乳がん）
施設検診が始まりました施設検診が始まりました
　がん検診を受けたことがない方は、ぜひ受診
ください。受診券をお持ちの方は早目に受けて
ください。新たに施設検診ご希望の方は、下記
問い合わせ先へ連絡ください。
【実施期間】令和3年2月28日（日）まで※休診日除く

対象年齢対象年齢 検診内容検診内容 自己負担金自己負担金
子
宮
が
ん
検
診

20歳～29歳 子宮頸部がん検査のみ 800円

30歳以上

子宮頸部がん
および体部がん検診

（体部がん検診は医師が必要
と認めた方、希望する方）

1,000 円
（頸部がん
のみは
800円）

乳
が
ん
検
診

30歳～39歳

視触診・超音波検査 400円40歳以上で
ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨを
希望しない方
40歳～49歳 視触診ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ（2方向） 600円
50歳以上 視触診ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ（1方向） 500円

【対象医療機関】

子
宮
が
ん
検
診

医療機関 【★は要予約】 電話番号電話番号
岡田・小松崎クリニック 84-1941
小菅クリニック　 ★ 84-3511
柳田産婦人科小児科医院 84-1833
芳賀赤十字病院
月～金曜日の午前 11時までに受付  82-2195

ひがのクリニック　 ★ 74-0051
西真岡ｱｸｾﾌ ﾄ゚ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾘﾆｯｸ ★ 80-1000

乳
が
ん
検
診

医療機関 【★は要予約】検査内容 電話番号
金子医院 ★ ①・② 83-2818
亀山クリニック ★ ①・② 83-3212
鬼怒ヶ丘クリニック ★ ①・② 84-1124
高野医院 ★ ① 82-3162
芳賀赤十字病院 ★ ② 82-2195
福田記念病院 ★ ① 84-1171
ふじた外科内科クリニック ★ ①・② 80-2877
柳田外科肛門科医院 ① 82-5525
芳賀中央クリニック
※7月より、名称・住所・
電話番号が変更予定

① 028-677-5581

※検査内容：①※検査内容：①視触診と超音波 ②視触診とマンモグラフィ
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

●自動車税の納税は忘れていませんか？
　自動車税の納期限（6月 1日）が過ぎましたが、
納税はお済みでしょうか？お済みでない方は、す
みやかに納税されますようお願いします。7月の
督促状発送後、納付されないままですと滞納処分
（財産差押・捜索・タイヤロック）の対象となります。
なお、自動車税についてご不明な点がありました
ら、真岡県税事務所の収税課（☎ 82-2135）まで
お問い合わせください。

大腸がん検診大腸がん検診無料無料クーポン券クーポン券
　大腸がんは、働き盛りの 40代から増加してい
ます。早期発見・治療で 95％が完治できる病気
です。自分自身と家族のためにも受診しましょ
う。対象の方には 5月末に「大腸がん検診無料
クーポン券」を郵送しました。みどりの封筒が
目印です。受診日等は決まっていますので、電
話等で申し込みください。

大腸がん検診無料クーポン対象者
昭和 54年 4月 2日～昭和 55年 4月 1日生
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

いちご・園芸作物・露地野菜いちご・園芸作物・露地野菜
生産拡大支援事業生産拡大支援事業

　市では、いちご・園芸作物・露地野菜の新規
導入または生産拡大を考えている農業者の方へ
補助を実施しています。ぜひご利用ください。

いちご・園芸作物 露地野菜

対象者
65歳以下の農業者、
農業生産法人等

露地野菜の生産を合
計 20a 以上拡大し
出荷する農業者

市内在住で、市税等を完納していること
補助の
対象

生産用パイプハウス
等の施設

生産規模拡大分の
種苗代および資材代

補助
金額

整備費用の3/10以内
（上限額：180万円）

新規 2/3 以内
拡大 1/3 以内

（上限額：40万円）
　事業の詳細についてやご相談は、
下記窓口へ問い合わせください。
【問い合わせ】農政課園芸畜産係
　☎ 83-8139 FAX83-6208

真岡市まちかど美術館 常設企画展真岡市まちかど美術館 常設企画展
 ヘンリー・ミラー展ヘンリー・ミラー展（会場 2）（会場 2）
　アメリカの小説家ヘンリー・
ミラーの水彩画や版画などを
紹介します。
【開催期間（前期）】
　7月 6日（月）まで
　9:00 ～ 16:00
【休館日】毎週火曜日
※今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況に
よっては、開館時間の変更、入場制限等を行
う場合がありますので、ご理解・ご協力をお
願いします。なお、ご来場の際は、感染防止
対策の徹底をお願いします。

【問い合わせ】まちかど美術館
　☎ 080-8736-3984

入館料入館料
無料無料

「せん定枝・落ち葉・草」の収集に「せん定枝・落ち葉・草」の収集に異物混入禁止

根に大量の土が付着 根の土は落とす

　「せん定枝・落ち葉・草」には、
絶対に異物を混ぜないでください。
草に多量の土が付着しているもの
があります。草を出す際には、根
に付着している土はできる限り落
としてから出してください。
　良質なたい肥を作るため、みな
さんのご協力をお願いします。
【問い合わせ】環境課ごみ減量係 
　☎ 83-8126 FAX83-5896
　真岡市リサイクルセンター
　 ☎ 81-5045

止止

「雨水集水ます」の清掃に「雨水集水ます」の清掃に
ご協力ご協力くくだださいさい

　道路には、雨水を排水するための雨水集水ま
すが設けられています。この「ます」の格子状
の蓋（ふた）に落ち葉やごみが溜まると、十分
に排水がされず、道路上に雨水があふれて冠水
の原因になります。
　市では、定期的に清掃作業を実施しています
が、道路冠水を未然に防ぐため、地域の皆さま
にも「ます」清掃にご協力をお願いします。

【問い合わせ】建設課維持係
　☎ 83-8148 FAX83-6240

ごみで雨水が
入りにくい

雨水が
入りやすくなる

「かしこい消費者講座」「かしこい消費者講座」
受講生募集受講生募集

①基礎コース消費生活に関する基礎知識を習
　得するための講座
【とき】7/22（水）、8/4（火）、8/20（木）、9/2（水）
　10:00 ～ 12:00
【内容】消費者契約法と特定商取引法、くらしの
　中の契約など
②応用コース消費生活に関する県の施策や地
　域活動に即した内容の講座
【とき】9/29（火）、10/13（火）、10/26（月）、
11/10（火）、12/8（火）、12/22（火）
　10:00 ～ 15:00（12:00 ～ 13:00 休憩）
【内容】特殊詐欺の現状、インターネット通信サー
ビストラブルと対策など

※①②両方を受講することも可能。ただし、②は、
①または以前に「消費生活リーダー養成講座」
を修了した方が対象

【ところ】栃木県庁本館 6Ｆ大会議室
【対象】市内在住で、消費者活動に関心があり、受
講後は地域において消費者啓発活動を担える方
3人（定員超抽選） 　※全日程受講可能な方

【受講料】無料（市で市役所～県庁間のバス代相
当分を支給。ただし両コース修了された方のみ）

【申し込み】6月 30 日（火）までに、下記窓口
にて受付。電話での受付は不可。

【問い合わせ】市民生活課市民生活係
　☎83-8394 FAX83-8392

女性がん検診女性がん検診無料無料クーポン券クーポン券
　子宮頸がん・乳がんは若い年代からの予防が
大切です。女性がん検診無料クーポン券の利用
でがんを予防しましょう。次の年齢の方は、クー
ポン券利用で年度内 1回に限り市で実施してい
る女性がん検診（子宮頸がん・乳がん）の自己
負担金が無料になります。対象者には５月末に
クーポン券をお送りしました。ぜひこの機会に
早めに受診をしてください。
検診 対象となる生年月日 年齢
子宮
頸がん 平成11年4月2日～平成12年4月1日 21歳

乳がん 昭和54年4月2日～昭和55年4月1日 41歳

【実施期限】令和 3年 2月 28日（日）まで
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619


