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　住宅用火災警報器は義務設置となってい
ます。市においては、平成 23 年 11 月 30 日
現在で約 70％の設置率です。逃げ遅れを防
ぐために、早急に設置しましょう。
　身体障害者手帳（視覚・聴覚・下肢・体幹のうちいず
れかが 2 級以上）、療育手帳（Ａ１・Ａ２）、精神保健
福祉手帳（１級）をお持ちの人で未設置の人については、
伊佐市重度障害者等日常生活用具給付事業での給付を受
けられますので、お問い合わせください。
問い合わせ先
市福祉事務所障がい者支援係　☎�１３１１○内　１２６５

○　寝たばこは、絶対やめる
○　ストーブは、燃えやすいものから離
　れた位置で使用する
○　石油ストーブの燃料補給は、完全に
　火を消してから行う
○　ガスコンロなどのそばを離れるとき
　は、必ず火を消す
○　寝具、衣類及びカーテンからの火災
　を防ぐために、防炎品を使用する
○　火災を小さいうちに消すために、住
　宅用消火器等を設置する

緊急速報「エリアメール」配信開始！

問い合わせ先　
市総務課消防防災係

☎�１３１１○内　　１１１８・１１１９

　市では、ＮＴＴドコモが提供する緊急速報「エリア
メール」を利用し、災害発生時における避難勧告や避
難指示などの緊急情報を市内のＮＴＴドコモのエリア
メール対応携帯電話利用者に一斉に配信するサービス
の運用を３月１日から開始しました。

　市から「エリアメール」を配信すると、市内
の受信可能な携帯電話の画面にポップアップ

（配信内容を自動表示）し、専用の着信音とバ
イブレーションでお知らせします。

　気象庁が配信する緊急地震速報や、市が配信する避
難情報・緊急情報などを、該当エリアにおいて、回線
混雑の影響を受けずに即座に受信することができるシ
ステムです。

○　今後、他の携帯電話事業者についても同様
　のサービスの提供を始めた場合には、順次導
　入していく予定です。
○　受信可能な機種や設定方法など、詳しくは
　携帯電話購入店にお問い合わせください。

　平成 20 年 11 月以降のエリアメール対応機種は、購
入いただいた時点で「受信設定」が「ＯＮ」（利用する）
となっています。それ以前の対応機種では「受信設定」
を「ＯＮ」に変更する必要があります。　

「エリアメール」とは

その他

エリアメールの受信設定について 特徴

・申込不要

・通信料、月額使用料、情報料は無料

災害などの情報を

すばやくキャッチ！

※　設定方法は機種によって異なり
　ますので、詳しくは取扱説明書で
　ご確認ください。

エリアメールの設定・確認

①「メール」

 　「緊急速報「エリアメール」設定」

③注意事項を確認の上「受信する」を選択

②受信設定を選択

住宅防火　いのちを守るポイント住宅用火災警報器の設置について

春季全国火災予防運動
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◎大口方面団　
【大 口 地 区】　日　時　３月１日（木）18 時 30 分
　　　　　　　場　所　・大口高校北側神池付近
　　　　　　　　　　　・大口東小北側夫婦池付近

【山 野 地 区】　日　時　３月１日（木）19 時 30 分
　　　　　　　場　所　小木原タケミ看板店付近

【羽 月 地 区】　日　時　３月２日（金）18 時 30 分
　　　　　　　場　所　八代公民館付近

【西太良地区】　日　時　３月２日（金）19 時 30 分
　　　　　　　場　所　馬場班詰所南側針持川高野橋付近
◎菱刈方面団　日　時　３月４日（日）６時
　　　　　　　場　所　湯之尾菱刈鉱山山田坑道路入口付近

区演
程習日各地

春季全国火災予防運動
期　間　３月１日（木）～７日（水）

『 消したはず　決めつけないで　もう一度 』

　春季全国火災予防運動期間に次のとお
り、市内各地域で火災消火演習を行いま
す。演習の際、演習地区のサイレン吹鳴
及び、消防自動車がサイレンを鳴らして
走りますので、火災とお間違いのないよ
うご注意ください。
問い合わせ先　
伊佐湧水消防組合大口署　☎�０１１９
伊佐湧水消防組合菱刈分遣所

☎�００８５
市総務課消防防災係

☎�１３１１○内　　１１１８

銀　　賞　米森奬（曽木小１年） 　　　　　    木地山智也（牛尾小１年）                竹之内直人（大口東小２年）
　　　　　井ノ上晟大（平出水小２年）　　　緒方省吾（針持小３年）　　　　　紙屋心凪（曽木小４年）
　　　　　沖田千春（曽木小５年）　　　　　岩崎大樹（羽月西小５年）　　　　村岡さゆみ（針持小６年）
　　　　　宮内麻美（明光学園１年）　　　　齋藤らら（明光学園２年）　　　　田島茜（菱刈中２年）
　　　　　白石優子（明光学園３年）　　　　仲吉舞（明光学園３年）

銅　　賞　福﨑彩乃（大口小１年）　　　　　田口琴子（羽月小１年）　　　　　水元綾穏 （田中小１年）
　　　　　新屋亮太（牛尾小２年）　　　　　下津曲斗真（大口東小２年）　　　竹山寛人（牛尾小３年）
　　　　　竹ノ内夏未（平出水小３年）　　　西本聖真（菱刈小３年）　　　　　野添夢（曽木小４年）
　　　　　松下耀馬（菱刈小４年）　　　　　竹之内夕依（田中小４年）　　　　髙濵舶瑛（大口小５年）
　　　　　川原希来莉（羽月小５年）　　　　福元愛梨（大口小６年）　　　　　宮下静香（曽木小６年）
　　　　　二渡寿樹（大口東小６年）　　　　馬関美憂（明光学園２年）　　　　吉野純礼（明光学園２年）
　　　　　久保田杏菜（菱刈中２年） 　　　    平野陽風（明光学園３年）

金　　賞　肱岡悠熙（牛尾小１年）　　　　　吉満日和（大口小２年）　　　　　野添空（曽木小６年）
　　　　　山脇菜々子（明光学園１年）　　　川端真実江（明光学園２年）　　　松田美優（明光学園３年）

消防長賞　冨永空璃（曽木小１年）
　　　　　濱田美和（山野小６年）
　　　　　下口彩音（明光学園１年）

奨 励 賞　福山優太（牛尾小３年）
　　　　　畑中瑠菜（羽月西小４年）

　伊佐湧水消防組合が募集した防火ポスターコンクールに、
次の方々が入賞しました。（市内小・中学校のみ、敬称略）

展示期間・場所　○３月１日（木）～  ７日（水）  市役所菱刈庁舎１階玄関ロビー
　　　　　　　　　※菱刈地区内小中学校の児童・生徒の作品
　　　　　　　　○３月３日（土）～ 11 日（日）   大口ふれあいセンター２階展示ギャラリー及び１階展示場
　　　　　　　　　※大口・山野・羽月・西太良地区内小中学校の児童・生徒の作品　

防火ポスターコンクール
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行政からのお知らせ

軽自動車税及び原動機付自転車等の廃車手続きについて

平成 22年度介護保険特別会計報告
　介護保険は、介護が必要な人や介護する家族の負担を社会全体で支え、介護が必要になっても住み
慣れた地域で、できる限り自立した生活を送るためにつくられた制度です。そのため、従来の要介護
サービスに加えて、平成 18 年度から介護予防を目的とした要支援サービスを実施し、要介護状態に
ならないように介護予防事業も取り組んでいます。
　皆さまに、保険給付の状況など保険財政の内容をご理解いただき、適正かつ健全な介護保険制度運
営を行うため平成 22 年度実績の報告をします。      

問い合わせ先　市長寿支援課介護保険係　　☎�１３１１○内　　１２２６

歳　入　　29 億 3,560 万 5 千円

 保険料     3 億 7,729 万９千円
 国庫支出金     8 億    958 万６千円
 県支出金     4 億 2,485 万７千円
 支払基金交付金     8 億 1,873 万４千円
 繰入金     4 億 4,640 万９千円
 繰越金                     5,770 万円
 諸収入ほか                         102 万円
 計    29 億 3,560 万５千円

歳　出　　28 億 7,172 万４千円

 総務費     　   9,917 万３千円
 保険給付費    　　26 億 3,593 万円
 地域支援事業費             7,335 万 1 千円
 保健福祉事業費                   720 万 3 千円
 諸支出金              5,302 万７千円
 基金積立金              　　   304 万円
 計    28 億 7,172 万４千円

平成 22 年度介護保険特別会計の収支決算

介護老人福祉施設
　22.4％

介護老人保健施設
　17.1％

介護療養型
医療施設

8.9％

地域密着型
サービス
14.2％

訪問介護  4.5％

在宅施設

歳出
通所介護  5.6％

福祉用具・住宅改修　2.5％

短期入所  1.4％

訪問看護  0.9％

訪問リハビリテーション  0.1％

その他 
13.3％

サービスサービス
51.6％48.4％

通所リハビリ
テーション
　9.1％

平成 22 年度保険給付費の歳出内訳

総額  26 億 3,593 万円

　軽自動車及び原動機付自転車等を売却・譲渡・盗難・廃車・解体等で使用していない場合は、廃車ま
たは変更の手続きが必要です。軽自動車税は毎年４月１日が課税の基準日となっていますので、この基
準日までに廃車等の手続きが行われない場合は課税の対象となります。早めの手続きをお願いします。

◆　市税務課（大口庁舎）・市地域総務課（菱
　刈庁舎）で手続きできる車種
　○原動機付自転車（50 cc ～ 125cc）
　○小型特殊自動車（農耕作業用等）
　○ミニカー
必要なもの　所有者の印鑑及びナンバープレート
　　　　　　（紛失の場合は、弁償金 200 円）
手続・問い合わせ先

市税務課市民税係　　　☎�１３１１○内　１１８９

◆鹿児島県軽自動車協会で手続きできる車種
　軽自動車・軽二輪車（126cc ～ 250cc）
問い合わせ先　☎０９９・２６１・４０１１

◆鹿児島県運輸支局で手続きできる車種
　二輪の小型自動車（250cc を超えるもの）
問い合わせ先　☎０５０・５５４０・２０８９
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Government Infomation

　団地名 戸数 間取り 使用料（円）
 崎山団地 ２ ３ＤＫ 13,300 ～
 針持団地 ２ ３ＤＫ 13,500 ～
 郡山団地 ４ ３ＤＫ 10,100 ～
 重留西第１団地 １ ３ＤＫ 18,500 ～
 重留西第 2 団地 １ ３ＤＫ 20,800 ～
 瓜之峰第１団地 １ ３ＤＫ 12,100 ～
 湯之尾団地 １ ３ＤＫ 15,000 ～

申込・問い合わせ先　市建設課住宅係（菱刈庁舎）
☎�１３１１○内　　２２２７・２２２８

団地名 戸数 間取り 使用料（円）
 こっがら団地（世帯用） ５ ３ＬＤＫ 44,000
 こっがら団地（単身用） ３ １ＬＤＫ 29,000

◎公営住宅

◎特定公共賃貸住宅

市営住宅入居者募集

（平成 24 年２月１日現在）

（平成 24 年２月１日現在）

　申込み先着順になります。入居資格に基準があります
ので、詳しくは問い合わせください。

市税・保険料の口座振替手続き完了までの期間

市税・保険料の納付は
便利な口座振替で！

　平成 23 年度の市税・保険料の納付はお済みでしょうか。
　最寄のコンビニエンスストアでも納付できるようになっ
ています。（ただし、後期高齢者医療保険料は納付できま
せん。）また、納め忘れがない安心・確実な「口座振替」
が便利です。

手続きに必要なもの　通帳及び届出印鑑。申請書は各金融機
　　　　　　　　　関・郵便局の窓口に置いてあります。

問い合わせ先　市収納課収納管理係
☎�１３１１○内　　１１９０～１１９２

口座振替の開始　

各金融機関・郵便局から収納
課へ通知がきます。

各金融機関または郵便局からの通知が収納課に
届くまでに１週間ほどかかる場合があります。

各金融機関・郵便局窓口でお
申込みください。

毎月上旬まで

毎月20日まで

翌月納期分の納期限

例）５月納期分から開始するとき
（振替日は５月 31 日）⇒４月 20 日に収納課へ
　　　　　　　　　　　　届いた分まで有効

「こいのぼり」
ください

　毎年、湯之尾滝の上空に、たくさ
んの「こいのぼり」を泳がせていま
すが、劣化等によりその数は不足し
ています。
　今年も新たな仲間を増やすため、
ご家庭で飾らなくなった「こいのぼ
り」がありましたら、ぜひご提供く
ださい。
申出・問い合わせ先
市地域振興課商工観光係　

☎�１３１１○内　　１２５３

第 24 回鹿児島県

子ども芸術祭典

日時・会場
▽３月 23 日（金）19 時開演
　大口ふれあいセンター
▽３月 24 日（土）11 時開演
　南永小学校
▽３月 24 日（土）19 時開演
　西太良コミュニティセンター
▽３月 26 日（月）19 時開演
　平出水小学校
演　　目
　痛快活劇「なんなんなんでマン」
出　　演　劇団風の子九州
入 場 料　前売　1,000 円
　　　　　当日　1,500 円　
　　　　　※３歳以下は無料
チケット・問い合わせ先
大口子ども劇場事務所　

☎�２５１２




