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【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896
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◆ほっとステーションもおか　
　トピックニュース、ようこそ市長室へ「平成
29年度の重点事業後編（事業概要）」　

　広報もおかTV「今月の表紙、市政ニュースほか」
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8:30
12:30
18:30
22:30

9:00
◆小学校卒業式
　山前小学校　　5月 2日、3日、6日
　西田井小学校　5月 4日、5日、7日

15:00
　山前南小学校  
　東沼小学校

5月 2日、3日、6日
5月 4日、5日、7日

【5月 1日（月）～5月7日（日）放送内容予定】

◆いちごショートケーキ
　「ＤＳみゆきチャリティダンスパーティー」
　「行屋川桜まつり」

13:00
20:00

◆コットンタイム「市民芸能チャリティショー②」

市民意向調査市民意向調査ににご協力ご協力くださいください
　市民の皆さまの市政に対するご意見を今後のまち
づくりに反映させるため、「市民意向調査」を実施
しています。
　市内在住の 3,000 人を無作為に選び調査票をお
送りいたしましたので、調査票が届いた方はご協力
をお願いします。
【提出期限】5月 12日（金）までに投函

【問い合わせ】 企画課企画調整係
　 ☎ 83-8102 FAX83-5896

「とちぎウーマン応援塾2017」「とちぎウーマン応援塾2017」
受講者募集受講者募集

　「自ら一歩踏み出したい」「社会的な場に参画する
意欲がある」など女性の想いやパワーを活かすお手
伝いをします。
【とき】 ① 7/8（土） ② 7/29（土）③ 8/25（金）・
　8/26（土）④9/2（土）⑤9/16（土）⑥10/28（土）
【ところ】とちぎ男女共同参画センター（パルティ内、
　宇都宮市野沢町 4-1）
【対象】男女共同参画に関心を持ち、各種審議会等に
　参画する意欲のある女性　２人程度
【受講料】無料　【申し込み】5月26日（金）までに
　下記窓口にある申込用紙に記入の上、申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課
　☎82-7151　FAX83-4070（日曜、祝日休み）

綿づくり体験参加者募集綿づくり体験参加者募集
　綿づくり体験は3回シリーズとなります。種まき
から綿摘みまで1年を通して体験してみませんか。
【とき】5月14日 (日 ) 午前 9時～正午（1回目）
【ところ】真岡りす村ふれあいの里わた畑・真岡木綿会館
【対象】一般、小学生以上（小学生は保護者同伴）　
　先着 30 人
【内容】綿の種まきと機織り体験。※ 2回目（8月）：
　花摘みと藍染、3回目（10月）：綿摘みと花束作り
【参加料】1,000円（3回計）
【申し込み】電話受付（平日午前 10時～午後 4時）
【問い合わせ】真岡木綿会館（火曜休）☎83-2560

         無人ヘリコプターによる
  麦病害虫防除の実施
【散布期間】
　真岡地区：4月 27日（木）～ 5月 8日（月）
　二宮地区：4月 28日（金）～ 5月 12日（金）
※いずれも午前5時～正午、天候、出穂の条件によ
　り散布日時の変更あり。　
【対象】二条・六条大麦、小麦
【使用農薬】トップジンMゾル（殺菌剤）8倍希釈
【問い合わせ】JA真岡地区営農センター ☎ 83-8700
　JA二宮地区営農センター ☎ 74-4115
　農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

市税・水道料市税・水道料などなど一斉納税指導  一斉納税指導    
  休日、夜間を含め、市職員が該当者宅を訪問し、
納税・納入指導を行ないます。
【対象】市税（市県民税、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税）、国民健康保険税、後期高齢者医療
保険料、介護保険料、保育料、市営住宅使用料、
水道・下水道使用料

 ※訪問する職員は顔写真付きの「真岡市職員証」
を携帯しています。

　《夜間》毎週水・金曜日 午後 5時 15 分～ 7時
　《日曜日開庁》毎月第 1・3日曜日 
　　午前 8時 30 分～正午
　《その他》5月 20 日（土）・21 日（日）
　　午前 8時 30 分～午後 3時

夜間・休日収納窓口

　市税のほかに次の使用料は、納付書を持参した場
合、納付可能です。
保育料、市営墓地管理手数料、家庭雑排水処理
手数料、市営住宅使用料、水道・下水道使用料
【問い合わせ】納税課納税推進係
　☎ 83-8489 FAX83-6205

まちなか保健室がまちなか保健室が
「赤ちゃんの駅」に「赤ちゃんの駅」に
　まちなか保健室ほっとステーション駅前館・田町
館の２カ所が、「赤ちゃんの駅」に指定されました。
外出先でも安心しておむつ替えや授乳ができます。
【利用日時】毎日、午前９時～午後４時
　（年末年始、８月14日、15日を除く）
【内容】おむつ交換、授乳、お湯の提供
【利用方法】施設スタッフに申し出て案内を受けてください。
【問い合わせ】三つ子の魂育成推進室
　☎83-8157 FAX84-1545

≪5月≫≪5月≫  献血献血ににご協力ご協力をを！！
と　き と　こ　ろ

11日（木）9:30 ～ 16:00 真岡市役所（東側駐車場）
17日（水）15:40～16:40 栃木銀行 真岡支店

18日（木）9:30 ～ 16:30 真岡ライオンズクラブ
（会場：ザ・ビックエクストラ真岡店）

29日（月）
9:30 ～ 11:30 JAはが野本店
13:00～15:00 福田記念病院・真岡中学校

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122　FAX83-8619

【ところ】観光まちづくりセンター（久保記念観光文化交流館内 ）
■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
【とき】7（日）、21日（日）午前11時から
【参加料】無料
■押し絵教室（ふしぎな花倶楽部）
【とき】4日（木）、18日（木）午前 10時から 
【参加料】実費負担
■子供将棋教室（真岡市将棋連合会）
【とき】6日（土）、20（土）午後 2時から
【参加料】無料
■竹はり画教室（竹真会）
【とき】11（木）、25日（木）午前 9時 30分から
【参加料】実費負担

 5 月 5 月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【申し込み・問い合わせ】市観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

製造事業所の皆さま製造事業所の皆さま
工業統計調査工業統計調査にに
ご協力お願いします！ご協力お願いします！

　平成 29年工業統計調査を６月１日現在で実施し
ます。
　工業統計調査は、日本の工業の実態を明らかにす
ることを目的とした、統計法に基づく報
告義務がある重要な統計調査です。
　調査結果は、中小企業施策や地域振興
などの基礎資料として利活用されます。
　調査票の内容の秘密は厳守されますの
で正確なご回答をお願いします。

【問い合わせ】 企画課統計係
　 ☎ 83-8109 FAX83-5896

■５月中旬から、対象事業所に調査員が調査票
　をお持ちします。
■調査員は「調査員証」を必ず携行しています。
■ご回答いただいた内容は、統計作成の目的以外
　に使用することはありません。

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す！！施設検診が始まります！！
　がん検診を受けたことがない方は、この機会にぜ
ひお受けください。過去３年間で子宮がん・乳がん
の施設検診を受診した方を対象に受診券を発送しま
した。75歳以上で希望される方は、過去受診の有
無に関係なくお申込みください。
【実施期間】5月 1日（月）～平成30年 2月 28日（水）
　※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
および体部がん検査

（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】
医療機関医療機関 電話番号電話番号

子
宮
が
ん
検
診

岡田・小松崎クリニック 84-1941
小菅クリニック　要予約 84-3511
柳田産婦人科小児科医院 84-1833
芳賀赤十字病院　
月曜日～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

乳
が
ん
検
診

医療機関 検査内容 電話番号
金子医院 要予約 ①・② 83-2818
鬼怒ヶ丘クリニック 要予約 ①・② 84-1124
亀山クリニック 要予約 ①・② 83-3212
ふじた外科内科クリニック 要予約 ①・② 80-2877
芳賀中央クリニック ① 028-677-5581
高野医院 要予約 ① 82-3162
柳田外科肛門科医院 ① 82-5525
福田記念病院 要予約 ① 84-1171
芳賀赤十字病院
社会課で予約 要予約 ② 82-2195

社会課
※検査内容：①※検査内容：①視触診と超音波 ②視触診とﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ
【申し込み・問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619生垣づくり補助事業生垣づくり補助事業

　生垣は、ブロック塀のような倒壊のおそれがなく、
防災、防犯、環境保全などの効果を有しています。
環境に優しく、安全な地域づくりのために生垣を植
栽しませんか。
【補助対象】　
　①住宅や事業所等の敷地内に生垣を植栽する
　②生垣総延長5ｍ以上かつ一般通行用道路に3ｍ
　以上面している
　③樹木の高さは、50㎝以上あり、1ｍ当り2本以上  
 　  植栽する
　④今までに補助を受けた方は、対象外とする
【補助金額】１ｍ当り 3,000 円（上限 60,000 円）
　※生垣を植栽する前に下記へ申請が必要です。

害虫駆除用散布器具害虫駆除用散布器具のの貸出貸出
　庭木に発生する毛虫等の害虫駆除用の機械器具を
無料で貸し出します。なお、器具は数に限りがあり
ますので、ご了承ください。
【期間】5月 8日（月）～10月 16日（月）
　※毎週月曜日・金曜日　午前8時30分～正午（祝日除く）
【ところ】都市計画課作業所
　（シルバー人材センター事務所西側）
【申し込み・問い合わせ】都市計画課維持管理係
　☎ 83-8724 FAX83-6240

人・農地プラン人・農地プランのの更新更新
　地域農業の未来設計図である「人・農地プラン」
の更新について、以下のとおり縦覧を実施します。
【期間】5月 8日（月）～ 19日（金）
　午前 8時 30分～午後 5時（土日・祝日を除く）
【ところ】農政課（福祉産環部棟 2F）
【問い合わせ】農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208


