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行政からのお知らせ

介護老人保健施設 17％

歳　入　　29 億 8,331 万 1 千円

 保険料     ４億 1,276 万 7 千円

 国庫支出金     　       ８億 1,369 万円

 県支出金     4 億 6,358 万 1 千円

 支払基金交付金     8 億 2,162 万 9 千円

 繰入金     　          4 億 6,442 万円

 繰越金                 678 万 4 千円

 諸収入ほか                                 44 万円

歳　出　　29 億 6,349 万 5 千円

 総務費           1 億 711 万 1 千円

 保険給付費    27 億 5,587 万 9 千円

 地域支援事業費             7,727 万 3 千円

 保健福祉事業費                             289 万円

 諸支出金              2,021 万 4 千円

 基金積立金              　   12 万 8 千円

問い合わせ先　長寿支援課介護保険係　　　　　☎�１３１１○内　　１２２６

平成 24 年度保険給付費の歳出内訳

総額  27 億 5,587 万 9 千円

歳出

在宅サービス
28％

地域密着型
サービス
18％

特定入所者介護
サービス等費５％

高額介護
サービス費３％

介護療養型
医療施設８％

介護老人福祉施設 21％ 認知症対応型共同生活介護 15％
小規模多機能型居宅介護３％

居宅介護支援３％
特定施設入居者生活介護２％

福祉用具・住宅改修サービス３％

※給付費１％未満のサービス費は表示していません。

訪問介護４％
訪問看護１％

通所介護５％

通所リハビリ
テーション９％

短期入所
サービス 1％

その他サービス
８％

施設サービス
46％

平成 24 年度介護保険特別会計の収支決算

３月 31 日まで ４月１日以降

10kg につき 50 円
   30kg まで無料

   以降 10kg につき 80 円
   を加算する。　

■個人で直接持ち込まれる家庭ごみ

■事業系の一般廃棄物

３月 31 日まで ４月１日以降

10kg につき 50 円 10kg につき 80 円

４月１日から    ※ごみは市指定袋に入れなくても 
　　　　　　　　持ち込みができます。
　　　　　　　※市指定袋に入れて持ち込まれて
　　　　　　　　も上記の取扱いとなります。

『ごみ処理手数料』
が変わります

　「大口リサイクルプラザ」に直接持ち
込まれるごみの処理手数料が４月１日か
ら変更となります。
　日常、ごみステーションに
出すごみについては、本手数
料は関係ありません。

問い合わせ先
環境政策課環境保全係　　
　　　　　　☎�１０６０

　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。
　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 24 年度の実績を報告します。

平成 24 年度介護保険特別会計報告
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交通災害共済 に 加入 しよう

「いさッ！感動体験みらい塾」
　　　　　   塾生募集！　伊佐市の次世代を担う人材を育成するため、

４月から市内在住の 45 歳以下の人を対象と
した通称「平田塾」を開塾します。

【キーワード】     ・感動産業で興せ！地域の力
　　　　　　　・基本は、ノー補助金の地域活性化にあり！
　　　　　　　・地域は、夢の宝箱だ！ビックリ箱だ！

【コンセプト】　３本の矢「コミュニティ・シゴト・ワカモノ」
　　　　　　　・地域コミュニティの「再生と創出」を目指せ！
　　　　　　　・「感動産業」というあらたなシゴトづくりを目指せ！
　　　　　　　・「失敗の自由」が大事！挑戦するワカモノ環境づくりを目指せ！
講 座 名    南島詩人 平田大一 リーダー養成講座 「いさッ！感動体験みらい塾」
対 象 者　市内在住の 45 歳以下の人
講座内容　・座学編   唖然！騒然！平田式地域おこしモデルケース事例紹介
　　　　　・実践編   実践！地域の夢を叶えるイベントづくり
　　　　　・応用編   視点は郷土、視野は世界の本気リーダープラン
講座日程　第１回     ４月 11 日（金）18：00 ～ 20：00　伊佐市文化会館小ホール
　　　　　第２回     ６月 13 日（金）18：00 ～ 20：00　大口ふれあいセンター３階多目的ホール
　　　　　第３回     ８月 22 日（金）18：00 ～ 20：00　大口ふれあいセンター３階多目的ホール
　　　　　第４回　10 月 10 日（金）18：00 ～ 20：00　大口ふれあいセンター３階多目的ホール
　　　　　第５回　11 月 15 日（土）時間・場所未定
　　　　　※都合により会場は変更になることもあります。
申込方法　総務課職員係にある参加申込書に記入のうえ、３月 31 日（月）までに提出してください。
申込・問い合わせ先　総務課職員係　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎�１３１１○内　　１１１２

　毎年５月、湯之尾滝周辺に伊佐
の子どもたちの健康を祈り「鯉の
ぼり」を飾っています。
　破れたりして役目を終えるもの
が多数出るため「鯉のぼり」が不
足しています。今年も元気にたく
さんの「鯉のぼり」を泳がせるた
めに、ご家庭に眠っている「鯉の
ぼり」の寄贈をお待ちしています。
申出・問い合わせ先
地域振興課商工観光係

☎�１３１１○内　１２５３

「鯉のぼり」
寄贈のお願い　交通災害共済は、交通事故（自損事故・自転車による事

故も含む）でけがをした場合などに、加入者本人に見舞金
が支払われる制度です。４月１日現在で伊佐市に住民登録
している人なら、どなたでも加入できます。万が一に備え
て家族みんなで加入しましょう。
会　　費　１人あたり 500 円
共済期間　平成 26 年４月１日～平成 27 年３月 31 日
　　　　　※４月１日以降に加入した場合は、会費納付の
　　　　　　翌日～平成 27 月３月 31 日
納付場所　市役所内の公金取扱所または市内の金融機関
　　　　　（ゆうちょ銀行は不可）
見舞金額　通院日数に応じて２万５
　　　　　千円～ 18 万円、死亡の
　　　　　場合は 100 万円
問い合わせ先
総務課交通消防防災係
　　　☎�１３１１○内　１１１８

ひ・ら・た・だ・い・い・ち

通称「 平田塾 」

Profile
1968 年 11 月７日沖縄県

竹富町小浜（こはま）島

生まれ。学生時代から「南

島詩人」を名乗り、詩作・

朗読を中心とした活動を

展開。




