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広報紙に載せられたらな…がかなう！
皆さんのアイデアあふれるまちづくりの活動を紹介しませんか？

各地域のコミュニティ活動はじめ、福祉、環境、スポー
ツ、教育、伝統などの分野で市民が主体となって活動す
る団体を紹介します。

「わたしたちはこんな活動をしています」「一緒に活動する
仲間を募集します」「地域の方と意見交換したい」など、市
政だよりに掲載してみませんか？ご応募お待ちしてます。
●対象団体　
　市内でまちづくり活動をする 3 人以上の団体
　例：自治会、育成会、ボランティア団体、NPO 法人
　　　地域文化・伝統継承に関する団体　など

●掲載内容
　枠：1/2 ～ 2/3 ページ程度
　内容：団体概要、活動内容、地域の方との協働、今後
　の取り組み　など
●掲載までの流れ　
　対象団体の説明、掲載号などの簡単な打ち合わせ後、
　原稿と写真を経営戦略室へ提出していただきます。
※詳しくは総務部経営戦略室へお問い合わせください。

問・申総務部　経営戦略室　(81-2117

～「まちづくりプレス」スタート～

そろそろ受けてみっぺ！人間ドック
国民健康保険に加入してる皆さんへ

問・申市民部　市民課　(82-1112

料金
２万円
助成

市では、国民健康保険加入者の健康の維持増進と生活習
慣病の予防・解消のため、一部費用を助成し人間ドック
を行っています。

●対象者　
　国民健康保険に加入する 40 ～ 59 歳（昭和 36 年４
　月 2 日～ 57 年４月 1 日生まれ）の方で次の条件を
　満たす方。
　①国民健康保険税を世帯で完納していること。
　②年度内に国民健康保険特定健康診査（集団・施設健
　　診）を受診（予定）していないこと。　
　③人間ドックの検査結果を特定健康診査、特定保健　
　　指導に利用することを同意し提出すること。なお、
　　特定保健指導の対象となった場合には、当該指導を
　　受けること。
●人間ドック実施期間　8 月～ 4 年 2 月
●医療機関・コース・自己負担額　下表のとおり

●申込方法　
　「田村市国民健康保険人間ドック申込書」を６月 25
　日（金）までに市民課、行政局または出張所へ提出し
　てください。
※定員になり次第、締め切りますのでお早めにお申し込
　みください。
※申込書は、申込窓口で配布するほか、市ホームページ
　からもダウンロードできます。
●注意事項　
　次の内容に該当する場合は、対象になりませんので、
　注意してください。
　・人間ドック受診後の申し込み
　　必ず事前にお申し込みください。
　・指定医療機関以外での受診
　・国民健康保険を脱退した場合
　・国民健康保険特定健康診査と人間ドック両方を受診
　　した場合

医療機関 コース 自己負担額 備考

総合南東北病院
1 日コース 46,000 円 脳神経系検査（MRI・超音波あり）

2 日コースは、大腸検査（内視鏡）2 日コース 57,000 円

太田熱海病院
1 日コース 20,700 円 婦人科系検査あり

2 日コース 47,100 円 婦人科系検査あり
頭部 CT あり

寿泉堂クリニック 1 日コース 20,700 円 オプションで各種検査可

小野公立病院 1 日
コース

男性 30,471 円 オプションで脳神経系検査可
女性は婦人科系検査あり女性 39,733 円

のざわ内科クリニック １日コース 20,000 円
※検査項目の詳細は、申込窓口で配布するほか、市ホームページで確認できます。
※自己負担額は、通常の人間ドック費用から市の助成額 20,000 円を差し引いた金額です。

◆常葉地区
月日 地区 時間 会場

6/12
（土）

常葉 9:00 ～   9:10 山田作集会所前

西向

9:15 ～   9:30 西美田集会所前
9:35 ～   9:55 板橋集会所前

10:00 ～ 10:20 常葉公民館西向分館跡
10:25 ～ 10:40 休石集会所

新田作 10:50 ～ 11:10 新田作集会所
山根 11:15 ～ 11:50 常葉公民館山根分館
田代 13:15 ～ 13:45 田代集会所
堀田 14:00 ～ 14:30 堀田集会所

6/13
（日）

関本   9:00 ～   9:20 旧関本小学校バス転回所
常葉 9:30 ～ 11:30 常葉行政局駐車場

狂犬病予防注射を受けましょう！
大切な家族だから・・・

問市民部　生活環境課　(81-2272
　各行政局

◆船引地区
月日 地区 時間 会場

6/19
（土）

移

9:00 ～   9:30 北移南移コミュニティプラザ
9:40 ～  10:00 移出張所
10:20 ～10:30 横道区集会所
10:40 ～ 10:55 中山生涯学習センター

瀬川

11:20 ～ 11:30 石沢多目的集会所
11:40 ～ 12:00 瀬川出張所
13:10 ～ 13:30 大倉多目的集会所
13:40 ～ 13:50 門鹿公民館

6/20
（日）

要田   9:00 ～   9:35 要田出張所

文珠
9:50～  10:00 石森多目的集会所

10:10 ～ 10:45 文珠出張所
11:00 ～ 11:35 春山多目的集会所

美山 13:00 ～ 13:20 鹿又３区公民館
13:30 ～ 14:05 美山出張所

①登録済犬　3,250 円
　内訳・注射料金　2,700 円 
　　　・注射済票交付手数料　550 円 
※飼い犬の登録がお済みでない方は、当日会場で新規登
　録をしてください。
②未登録犬　6,250 円
　内訳・注射料金　2,700 円 
　　　・注射済票交付手数料　550 円
　　　・登録手数料　3,000 円 　
※おつりが出ないよう準備をお願いします。

料金

犬が死亡した場合または登録内容に変更がある場合に
は、事前に市民部生活環境課または各行政局へご連絡く
ださい。

登録内容の変更

①犬が暴れると注射ができません。
　犬を固定できる方がお越しください。
②首輪から犬が抜け脱走しないようご注意ください。
③犬の体調が悪い場合は、必ず注射を受ける前に申し出
　てください。
④犬の汚物処理用具を準備し、必ず持ち帰ってください。
⑤駐車場がない会場もあります。車は安全な場所に駐車
　してください。
※最寄りの会場で接種してください。
　（お住まいの地区に限らず接種することができます）
※状況により巡回時間が遅れる場合があります。あらか
　じめご了承ください。
※動物病院での個別接種も可能です。詳しくは最寄りの
　動物病院へお問い合わせください。
※老犬・病犬などは注射できない場合があります。

注射にくるときの注意点 ◆滝根地区
月日 地区 時間 会場

6/18
（金）

菅谷

9:00 ～   9:10 猿内集会所
9:15 ～   9:30 原屋敷集会所
9:35 ～   9:45 石神集会所
9:50 ～ 10:05 菅谷会館

10:10 ～ 10:20 入水多目的集会所
10:25 ～ 10:35 畑中集会所
10:40 ～ 10:55 江川集会所
11:00 ～ 11:10 糠塚集会所

神俣
11:15 ～ 11:30 一ノ坪集会所
11:35 ～ 11:50 滝根公民館
11:55 ～ 12:10 滝根行政局

6/19
（土）

神俣
  9:00 ～   9:15 入新田集会所
9:20 ～   9:30 川向集会所
 9:40 ～ 10:00 神俣ゲートボール場入口

広瀬

10:10 ～ 10:30 広瀬ゲートボール場入口
10:40 ～ 10:50 中郷集会所
11:00 ～ 11:15 広瀬町集会所
11:20 ～ 11:30 下組集会所

◆船引地区
月日 地区 時間 会場

6/26
（土）

芦沢 9:00 ～   9:30 光大寺橋西側
9:40 ～ 10:10 芦沢出張所

七郷
10:30 ～ 11:00 本郷多目的集会所
11:10 ～ 11:40 七郷出張所
11:50 ～ 12:15 七郷分団第３部屯所脇

6/27
（日） 船引

  9:00 ～   9:50 今泉多目的集会所
 10:10 ～ 11:10 大鏑矢ふれあい公園
11:20 ～ 11:55 旧船引縫製駐車場


