
5　　広報いさ  2012.05.01

歳入 歳出

平成24年度

一般会計予算

　平成 24 年度当初予算が、３月の伊佐市議会定例会で決まりました。一般会計予算は、１４７億２，０００万円で、前年
度当初予算合算額と比べると、約２億円、率にして約 1.4％の増となりました。

問い合わせ先　市財政課財政係　　　				☎�１３１１○内　　１１４２・１１４３

主な事業
★東日本大震災の被災地南三陸町へ職員を派遣します。　　　　５百万円
★優良雌牛の購入を支援します。							　　　　　　　	　　	　　				２千万円
★新規就農者を支援します。　　　　　　　　	　　　　　　			　９百万円
★木造住宅の整備により商工業の活性化を図ります。　　　　　６千万円
★公共土木工事により雇用の確保を図ります。	　　		　　　	４億８千万円

摘　　要 平成 24年度 平成 23 年度

 親からの援助
（交付税、国・県支出金など） 134,000 円 139,000 円

 給料（市税、諸収入など） 57,000 円 54,000 円
 借入金（市債） 17,000 円 15,000 円

合　　計 208,000 円 208,000 円

摘　　要 平成 24年度 平成 23 年度

 食費（人件費） 38,000 円 40,000 円
 家族の医療費（扶助費） 46,000 円 47,000 円
 ローンの返済（公債費） 25,000 円 27,000 円
 家、車、電化製品の修理 ･買換え
（建設、維持補修費） 26,000 円 21,000 円

 光熱費、通信費など（ 物件費） 19,000 円 20,000 円
 一人暮らしの子どもへの仕送り
（補助費、繰出金） 49,000 円 48,000 円

 貯金など（積立金、予備費） 5,000 円 5,000 円
合　　計 208,000 円 208,000 円

○　食費、家族の医療費、ローンの返済は「義務的経費」と
　呼ばれ、多いほど余裕がないことになります。（平成 22 年
　度の支出額は、県内 19 市のうち５番目の少なさでした。）
○　一人暮らしの子どもへの仕送りは、一部事務組合（未来
　館など）への「負担金」、各種団体への「補助金」などです。
　　生活費の見直しをするなど、効率的な運営が望まれます。
○　ローンの返済は月収の12％ですが、借入金を８％に抑え、
　財政健全化への取り組みを進めています。（平成 22 年度末
　市債残高は、県内 19 市のうち７番目の少なさでした。）

一般会計予算を所得 250 万円
の家庭に置き換えて説明します。

「いい世の中にする予算！」

１４７億２，０００万円

歳 入
１４７億
２千万円

１４７億
２千万円

歳 出
義務的経費
52.1％

投資的経費
11.7％

その他の
経費
36.2％

市税
20.5％

諸収入など
6.7％

地方
交付税
42.1％

国庫支出金
10.8％

依存財源 72.8％

自主財源
27.2％

県支出金
8.2％

市債
8.4％

地方譲与税
など  3.3％

土木費 5.0％

消防費 4.2％
その他
4.6％

民生費
33.4％

公債費
11.8％

総務費
13.7％

衛生費
11.4％

教育費
8.1％

農林水産業費
7.8％

平成 23 年度

139,000 円

54,000 円
15,000 円
208,000 円

平成 23 年度

40,000 円
47,000 円
27,000 円

21,000 円

20,000 円

48,000 円

5,000 円
208,000 円

○　親からの援助は、国から交付される「地方
　交付税」、「国庫支出金・県支出金」などです。
○　給料は、市民の皆さんが納めた「市税」な
　どです。
○　借入金は、「市債」です。ローンを組むの
　と似ています。一括払いだと一度に多額の資
　金が必要ですが、分割払いにすることで調達
　しやすくなり、また、どの世代の人も公平に
　負担することになります。
　　歳入の多くを国・県からのお金で賄ってお
　り、合併をしてもなお厳しい財政事情が続い
　ています。より一層の行政改革を進めていき
　ます。
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申込期限　定員になり次第締め切ります。※後期高齢者医療保険加入者は全病院の全コース内で先着 10 人
申込方法　問い合わせ先に直接または電話で申し込みください。	
申込・問い合わせ先　市健康増進課健康推進係（大口庁舎）　	　	　　　　☎�１３１１○内　　１２１６・１２１７

脳ドック 医療機関、日程及び助成人数

　一般診察、循環器検査、頭部MRI 検査、頭部MRA検査、肝機能検査、血清脂質検査、
糖尿病検査、一般血液検査

脳ドック受診内容

大口温泉リハビリテーション病院
月  日 人数 月  日 人数 月  日 人数 月  日 人数 月  日 人数 月  日 人数

６月		７日（		木） ２ 		７月 19 日（		木）	 ２ 					９月 13 日（		木）２ 	11 月		１日（		木）２ 				12 月 20 日（		木）２ 		２月 14 日（		木）２
６月 14 日（		木） ２ 		８月		２日（		木）２ 					９月 20 日（		木）２ 	11 月		８日（		木）２ 		１月 10 日（		木）２ 		２月 21 日（		木）２
６月 21 日（		木） ２ 		８月		９日（		木）２ 	10 月		４日（		木）２ 				11 月 15 日（		木）２ 		１月 17 日（		木）２ 		３月		７日（		木）２
７月		５日（		木） ２ 		８月 23 日（		木）２ 				10 月 11 日（		木）２ 	12 月		６日（		木）２ 		１月 24 日（		木）２ 		３月 14 日（		木）２
７月 12 日（		木） ２ 		９月		６日（		木）２ 				10 月 18 日（		木）２ 				12 月 13 日（		木）２ 		２月		７日（		木）２ 		３月 15 日（		金）２

合計 60 人のうち、一般コース 15 人・女性コース 10 人

　一般診察、検尿、血圧測定、末梢血一般、血液型検査、肝機能検査、血糖検査、
梅毒血清反応、心電図、胃間接（直接）検査、胸部 X線検査 ( 直接 )、眼底検査、
腹囲等　※乳がん・子宮がん検診（※は、女性コースに限ります。）

１日人間ドック 医療機関、日程及び助成人数

※木曜日に胃透視は
				できません。

１日人間ドック受診内容

ＪＡ厚生連健康管理センター 人吉総合病院
一般コース 女性コース

月 日 月 日 月 日
月  日 人数 月  日 人数 月  日 人数

			６月 15 日（		金） 10 12 月 13 日（		木） 10 	７月		９日（		月）15 			６月 	１・４・５ 11 月 	14・15・16 	３月 	５・６・７
			７月		９日（		月） 15 		１月 23 日（		水） ５ 	９月		７日（		金）10 			７月 	11・12・13 12 月 	４・５・６
			９月		７日（		金） 10 		２月 20 日（		水） 10 11 月		５日（		月）	 10 			９月 	24・25・26 	１月 	23・24・25
11 月		５日（		月）10 				１月	23 日（		水）15 	10月 	２・３・４ 	２月 	12・13・14

合計 70 人のうち 28 人 合計 50 人のうち 12 人 各日２人で、一般コース 15 人・女性コース 10 人

県立北薩病院 水俣市立総合医療センター
月  日 人数 月  日 人数 月  日 人数 月  日 人数 月  日 人数 月  日 人数

６月 22 日（		金） １ 							９月 20 日（		木） 1 12 月 21 日（		金）１ ６月		４日（		月） ２ 			６月 21 日（		木）１ 			８月 14 日（		火） 1
６月 28 日（		木） 1 				10 月 12 日（		金）	 1 	１月 11 日（		金）１ ６月		５日（		火） ２ 	７月		３日（		火） 1 			８月 22 日（		水） 1
７月 19 日（		木） 1 		10 月 19 日（		金） 1 	１月 17 日（		木）１ ６月		６日（		水） ２ 	７月		４日（		水）２ 			８月 29 日（		水）１
７月 26 日（		木） 1 	10 月 26 日（		金） 1 	１月 24 日（		木）１ ６月		７日（		木） １ 	７月		９日（		月）２ 		

８月		９日（		木） 1 	11 月		１日（		木）１ 	１月 25 日（		金）１ ６月 13 日（		水） ２ 	７月 11 日（		水）２
８月 23 日（		木） 1 	11 月		９日（		金）２ 	２月		８日（		金）１ ６月 18 日（		月） １ 	７月 17 日（		火）			 １
９月		６日（		木） 1 	12 月		７日（		金）１ 	２月 22 日（		金）１ ６月 19 日（		火） １ 	７月 18 日（		水） 1
９月 13 日（		木） 1 	12 月 14 日（		金）１ 	２月 28 日（		木）１ ６月 20 日（		水） １ 	８月		６日（		月） 1

合計 25 人 合計 26 人のうち 25 人

県立北薩病院 水俣市立総合医療センター
月  日 人数 月  日 人数 月  日 人数 月  日 人数 月  日 人数 月  日 人数

６月 20 日（		水） １ 10 月		３日（		水）	 1 12 月		５日（		水）１ ５月 31 日（		火）
（６月	２日（		木）） 2

６月 14 日（		火）
（６月 16 日（		木））２

６月 28 日（		火）
（６月 30 日（		木））２６月 27 日（		水） 1 10 月 10 日（		水） 1 12 月 19 日（		水）１

７月 25 日（		水） 1 10 月 24 日（		水） 1 	１月		９日（		水）１ ６月		７日（		火）
（６月	９日（		木）） 2

６月 21 日（		火）
（６月 23 日（		木））２

※検査日と（診察日）
			で２日かかります。８月		８日（		水） 1 11 月 21 日（		水） 1 	２月 20 日（		水）１

９月		５日（		水） １ 11 月 28 日（		水） １ 	２月 27 日（		水）１
合計 15 人 上記合計 15 人まで

人吉総合病院 大口温泉リハビリテーション病院
１日人間ドックと同じ日程　※検査日と診察日で２日かかります。 １日人間ドックと同じ日程

各日２人で、合計 15 人 各日２人で、合計 15 人

水俣市立総合医療センター
月  日

６月	５日（		火）
（６月	７日（		木））

６月 19 日（		火）
（６月 21 日（		木））

７月	３日（		火）
（６月	５日（		木））

７月 17 日（		火）
（７月 19 日（		木））

６月 12 日（		火）
（６月 14 日（		木））

６月 26 日（		火）
（６月 28 日（		木））

７月 10 日（		火）
（７月 12 日（		木））

７月 24 日（		火）
（７月 26 日（		木））

※検査日と（診察日）で２日かかります。

各日２人で、合計 16 人のうち 15 人
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対 象 者　①市に居住し、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している人	
　　　　　②平成 23 年度分までの国民健康保険税（後期高齢者医療保険料）を完納している世帯（人）
　　　　　③ 30 歳以上の人（受診予定日の年齢）
　　　　　④検査結果を病院から保険者（市）に報告することについて、同意のいただける人
※同一年度内に、国民健康保険、後期高齢者医療保険のいずれかでの助成となります。

　国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者を対象に 1日人間ドック・PETがんドック・脳ドックにかか
る費用の一部を助成します。希望者は、次の日程により申し込みください。（1 日人間ドック・PET がんドック・
脳ドックは、特定健診の検査項目を含んでいます。）

人間ドック等助成制度のご案内

区  分
県立北薩病院 水俣市立総合医療ｾﾝﾀｰ JA 厚生連 人吉総合病院

一般ｺｰｽ 脳ｺｰｽ 一般ｺｰｽ 脳ｺｰｽ 一般ｺｰｽ 女性ｺｰｽ 一般ｺｰｽ 女性ｺｰｽ 脳ｺｰｽ
受診料 			38,840 			32,330 			36,750 			41,000 			44,080 			49,850 			39,000 			47,000 			37,000
市助成 			25,800 			21,500 			24,500 			27,300 			29,300 			33,200 			26,000 			31,300 			24,600

自己負担 			13,040 			10,830 			12,250 			13,700 			14,780 			16,650 			13,000 			15,700 			12,400

区  分
大口温泉リハビリテーション病院 厚地記念ｸﾘﾆｯｸ 南風病院

一般ｺｰｽ 女性ｺｰｽ 脳ｺｰｽ PET PET/CT PET/CT 総合
受診料 			44,129 			46,229 			38,850 				100,000 				120,000 				115,000 				148,000
市助成 			29,400 			30,800 			25,900 				50,000 				50,000 				50,000 				50,000

自己負担 			14,729 			15,429 			12,950 				50,000 				70,000 				65,000 				98,000

受診料金 （予定） （単価：円）

※ JA厚生連は、胃カメラの場合+3,000 円となります。

※診療報酬改定で変更になる場合もあります。

厚地記念クリニック PET 画像診断センター（日程）
月  日 時  間

		６月		５日（		火） 		７月		７日（		土） 		８月 22 日（		水） 	10 月		２日（		火） 				11 月 14 日（		水） 		１月 23 日（		水）

10	:	20 ～

		６月		７日（		木） 		７月 18 日（		水） 		８月 24 日（		金） 	10 月		４日（		木） 				11 月 16 日（		金） 		２月 15 日（		金）
		６月		９日（		土） 		７月 20 日（		金） 		９月		４日（		火） 	10 月		６日（		土） 				11 月 20 日（		火） 		２月 19 日（		火）
		６月 18 日（		月） 		７月 23 日（		月） 		９月		６日（		木） 				10 月 15 日（		月） 				11 月 24 日（		土） 		３月		７日（		木）
		６月 20 日（		水） 		８月		７日（		火） 		９月		８日（		土） 				10 月 17 日（		水） 	12 月		８日（		土） 		３月		９日（		土）
		６月 22 日（		金） 		８月		９日（		木） 		９月 19 日（		水） 				10 月 19 日（		金） 				12 月 19 日（		水）
		７月		３日（		火） 		８月 11 日（		土） 		９月 21 日（		金） 	11 月		１日（		木） 				12 月 21 日（		金）
		７月		５日（		木） 		８月 20 日（		月） 		９月 24 日（		月） 				11 月 12 日（		月） 		１月 21 日（		月）

各日１人で、合計 45 人
南風病院（日程）
月  日 時  間

		６月		７日（		木） 		６月 27 日（		水） 		７月 20 日（		金） 		８月		８日（		水） 		９月		３日（		月）
10	:	40 ～		６月 12 日（		火） 		７月		２日（		月） 		７月 24 日（		火） 		８月 17 日（		金） 		９月 13 日（		木）

		６月 18 日（		月） 		７月 11 日（		水） 		８月		３日（		金） 		８月 22 日（		水） 		９月 19 日（		水）
各日１人で、合計 15 人

　PET または PET ／ CT全身撮影、CT撮影（胸部～腹部）、超音波検査（腹部エコー）、採血（腫瘍マーカー・
血糖・ピロリ菌・胃炎）、検尿（潜血）、検便（潜血）、診察・検査結果説明※胃カメラ・腹部MRI 等（※は、
総合コース）

PET がんドック 医療機関、日程及び助成人数

PET がんドック受診内容（PET コース・PET ／ CT コース・総合）

☆後期高齢者医療保険加入者（75 歳以上）への助成を開始します！（先着 10 人）
☆ PET がんドックに新たに南風病院（鹿児島市）が加わりました！

お早めに
申し込みください
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行政からのお知らせ

問い合わせ先　市環境政策課環境保全係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎�１０６０

● 光化学オキシダントの発生メカニズム

● 光化学オキシダント注意報発令時の注意点

● 光化学オキシダント注意報などの発令基準

● 光化学オキシダントが高濃度になりやすい時期や気象条件

　　工場や自動車から排出される窒素酸化物などが、紫外線により光化学反応を起こし生成される酸
　化物質で、ほとんどがオゾンです。光化学オキシダント濃度が高くなると、目やのど等に刺激や痛
　みを感じることがあります。

　　光化学オキシダントは、春季や秋季の日差しが強く、気温が高い（概ね 24℃以上）風の弱い日に、
　高濃度になりやすい傾向にあります。発生しやすい時期は５月～９月です。

　①ラジオ、テレビ等の報道に注意してください。
　②屋外での過激な運動、自動車の使用や外出は控えてください。
　③目やのどに刺激を感じるときは、水道水等で洗眼やうがいを行ってください。また症状に応じて
　　医療機関で受診してください。
　なお、被害を受けた人は、県保健所または市役所まで連絡をお願いします。

※光化学オキシダント濃度かつ気象条件からみて当該大気汚染の状態が継続すると認められるとき。

警　報注意報 濃度が 0.12ppm以上 濃度が 0.4ppm以上

光化学オキシダント　　　 注意報発令に注意（　　  ）光化学
スモッグ 

　自治会の公民館内に設置している受信機（市の貸与
分）を更新しました。これは、今まで設置していた受
信機は製造中止で、万一故障しても部品がないことか
ら新しい受信機と交換しました。なお、更新した自治
会は次のとおりです。
　下市山・上市山・東市山・花北・重留西・重留東・
田中上・田中中・重留南・楠本・新拓・新川・徳辺上・
山田・小原松山・下手下 ･下手上・下名・本町 ･前目
麓・前目 ･共進・築地・下荒田・荒田・比良・本城麓・
瓜之峰・町舟津田上・町船津田下・荒瀬・島内・青木
元・岩坪・楠原・柳野・永池・小川添・湯之元

農村情報連絡施設 の 受信機 を 更新！菱刈地区の皆さまへ

問い合わせ先　市地域総務課総務振興係　　　　　　　　　　　　　　　　　☎�１３１１○内　　２１６０

　伊佐市議会第１回定例会に
おいて、「伊佐市立学校設置
条例の一部を改正する条例」
が可決されました。
　内容は次のとおりです。 問い合わせ先　市教育委員会総務課総務係　☎�１３１１○内　　２２６２

平成 27年３月 31日閉校 平成 27年４月１日開校

大口中央中学校
（現大口中学校校舎）

大口中学校
山野中学校
大口南中学校

伊佐市立中学校再編成について

　各自治会の公民館に設置している無線
機は、地震等で落下する恐れがあります
ので、必ず固定してください。
　また、無線機の上に物を置かないよう
にお願いします。
　更新した受信機の電池は年１回交換し
てください。電池が切れかかると受信機
の赤ランプが点滅したり、各戸の無線放
送が終了したあと「ピーピー」という音
が鳴り、電池切れをお知らせします。

自治会長さんへお願い

※　24年度に無線機へ切り替える自治会については、受信機
　を随時更新します。
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補助金制度を

ご利用ください

環境に関する補助金制度について

※単独浄化槽から切替え、それを撤去する場合、別途最大 9万円の補助

人槽 基準額 上乗せ補助額 合計補助金額
	５人槽 					332,000 円 					100,000 円 					432,000 円
	７人槽 					414,000 円 					100,000 円 					514,000 円
10 人槽 					548,000 円 					100,000 円 					648,000 円

合併処理浄化槽設置補助

太陽光発電システム設置補助

生ごみ処理機購入補助

粗大ごみ収集活動補助

廃品回収補助

補助対象者　　生活排水による河川等の水質汚濁を防止するため、農業集落排水事業の処理対象区域
　　　　　　を除く個人の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する人（新築及び単独浄化槽または汲み
　　　　　　取り式から合併処理浄化槽へ切り替えをする人）。なお、市内に事業所を置いている業
　　　　　　者が施工したものに限り 10 万円の上乗せ補助を実施しています。
補助金の額

問い合わせ先　市環境政策課環境保全係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎�１０６０

補助対象者　次の全ての用件を満たし、市税を滞納していない人
　　　　　　①自ら居住する市内の既存住宅及び新築住宅に、太陽光発電普及拡大センター（以下
　　　　　　　J-PEC という）が実施する「住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金」の対象となる
　　　　　　　太陽光発電システムを設置する人または当該発電システムを設置済の建売住宅を購入
　　　　　　　する人
　　　　　　② J-PEC から太陽光発電システム設置補助金の決定通知を受けた人
　　　　　　③市内に事業所を有し、地元従業員を雇用している施工業者を利用して設置する人
補助金の額　太陽電池モジュールの公称最大出力１kwあたり４万円
　　　　　　　限度額 15 万９千円（4kw未満）。1,000 円未満の端数が生じたときは切り捨てた額に
　　　　　　なります。
　　　　　　※予算を超える場合など、補助金を交付することができないこともあります。

補助対象者　　資源の再利用またはごみの減量化を目的とした廃品回収を行った団体（ＰＴＡ、子供
　　　　　　会、スポーツ少年団、女性会、高齢者クラブ等）
　　　　　　※補助金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ廃品回収
　　　　　　　補助金交付団体登録申請が必要です。
補助金の額　古紙　　　１kg 当たり　５円
　　　　　　古布　　　１kg 当たり　３円
　　　　　　有価びん　１本		当たり　１円
　　　　　　金属類　　１kg 当たり　２円

補助対象者　市内に居住し、電動生ごみ処理機または堆肥化容器（コンポスト）を購入する人
補助金の額　○購入金額４万円未満のもの　２分の１補助
　　　　　　　（ただし、2分の 1を乗じて得た額に 100 円未満の端数が生じたときは切り捨てた額
　　　　　　　になります。）
　　　　　　○購入金額４万円以上のもの　２万円補助

補助対象者　市内の自治会または校区コミュニティ協議会
　　　　　　（一般家庭から排出される粗大ごみの収集活動を地域で行った場合）
補助金の額　　伊佐北姶良環境管理組合または大口リサイクルプラザで支払った粗大ごみ処理手数料
　　　　　　の額



ISA City Public Relations  2012.05.01　　10

行政からのお知らせ

最先端のがん治療「粒子線治療」
　メディポリス指宿（指宿市）の「がん粒子線治療研究センター」では、2011 年４月から本稼働し、
200 人を超える人の治療を行ってきました。「粒子線治療」は、放射線治療のひとつで、がん病巣に
ピンポイントに照射することができるため、副作
用を最小限に抑えることができます。そのため、
普段と変わらない生活をしながら治療を受けるこ
とができます。　

　粒子線治療にかかる費用は、公的医療保険の
対象外のため、全額自己負担となります。県で
は、2011 年４月から、当センターで粒子線治
療を受ける患者やその家族等が治療費を金融機
関から借り受けた場合に、利子の一部を助成す
る制度が創設されました。
対 象 者　患者（鹿児島県民）または家族など
対象借入金　借入金のうち粒子線治療相当分
利子補給率　６％以内
利子補給期間　５年以内
そ の 他　所得制限などあり
　申請に必要な資料などは、県ホームページか
らのダウンロード（http://www.medipolis-ptrc.
org/）及び各地域振興局で入手できます。

利子補助制度の開始

問い合わせ先　
㈶メディポリス医学研究財団
がん粒子線治療研究センター

☎０９９３・２３・５１８８
患者さん相談窓口　　　　　

☎０９９３・２４・３４５６

仕事を
続けながら
治療ができます

日常生活への
復帰が早期に
実現できます

通院での
治療ができます

治療は１日 30分程度
高齢の人にも
優しい治療法です

痛みがなく、副作用も
少ないため

余暇を楽しめます

少年サッカー
１位　星峯サッカースポーツ少
　　　年団（鹿児島市）
２位　溝辺サッカースポーツ少
　　　年団（霧島市）

少年ソフトボール
１位　牛尾ソフトボールスポー
　　　ツ少年団（伊佐市）
２位　野田ソフトボールスポー
　　　ツ少年団（出水市）

バドミントン
団体Ａ級
１位　大口クラブＡ（伊佐市）
２位　水俣クラブＡ（水俣市）
団体Ｂ級
１位　KISHO連合（出水市）
２位　大口クラブＣ（伊佐市）

桜まつりスポーツ大会結果

少年野球
１位　青葉ベースボールクラブ
　　　（霧島市）
２位　人吉市少年野球クラブ　
　　　（人吉市）

剣道
小学校の部
１位　伊集院剣心館Ａ（日置市）
２位　牧之原剣道スポーツ少年
　　　団（霧島市）
中学校男子の部
１位　吉野剣道スポーツ少年団
　　　（鹿児島市）
２位　伊集院剣心館Ａ（日置市）
中学校女子の部
１位　栗野中学校Ａ（湧水町）
２位　武剣道スポーツ少年団　
　　　（鹿児島市）

グラウンド・ゴルフ
１位　鴨池支部（鹿児島市）
２位　長島町東川床クラブ
　　　（長島町）

ゲートボール
１位　横川⑵チーム（霧島市）
２位　仲間チーム（湧水町）

パークゴルフ
男性の部
１位　大川政行（伊佐市）
２位　釜田勝良（伊佐市）
女性の部
１位　新福孝子（霧島市）
２位　諌元シヅ子（伊佐市）

粒子線
治療




