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行政からのお知らせ

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の

カバーを統一します

外観見本

　これまでの障害者手帳は、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者ごとに、サイズやカバー
の色が異なっていましたが、障害を区別しな
い意識の醸成を図るために、３障害の手帳カ
バーを、従来の身体障害者手帳（緑色）に合
わせ、標記を「障害者手帳」と統一します。
○現在お持ちの手帳カバーはそのまま使用で
　きます。
○変更・更新・紛失等による申請の際は、新
　しい手帳カバーになります。
　※知的・精神障がいの人が変更をする場合
　　は、申請時に顔写真が必要です。
申込・問い合わせ先　福祉課障がい者支援係　☎㉓１３１１

　市国民健康保険では、集団健診を受診できなかった国民健康保険加入者（40歳～ 74歳）を対象に、
個別健診を次のとおり実施します。受診希望者は、医療機関名及び受診希望日を健康長寿課までお知
らせいただくか、かかりつけの医療機関（下記一覧表に限る）にご相談ください。
　ただし、次の条件に該当する人は受診する必要はありません。	 	 	 	 	
①生活習慣病（高血圧症・糖尿病）などで医療機関に定期通院している人
②人間ドックを受ける予定の人
③職場健診を受け、情報を市に提出できる人
※健康診断は健康状態を評価するものです。
　自覚症状のある人は専門の医療機関での
　受診をお勧めします。

特定健診（個別健診）の受診案内

（注意）特定健診を受診するには、市が発行する受診券及び保険証が必要です。
受診券発行・問い合わせ先　健康長寿課健康推進係　☎㉓１３１１

実施期間　平成 27年 6月１日から
　　　　　平成 28年 3月末まで
受 診 料　無料
※個人的な受診、処方箋の発行は
　個人負担です。
申込期限　平成 28年３月 30日（			水）

基本的な健診項目

		既往歴の調査（服薬歴及び喫煙習慣の状況
		に係る調査含む）、自覚症状及び他覚症状
		の検査、身体計測、血圧、血中脂質検査、
		肝機能検査、血糖検査、尿検査、腹囲測定

詳細な健診（医師の判断による追加項目）

		貧血検査、心電図検査、眼底検査

　　　医療機関名 住    所
		整形外科　松元病院 		伊佐市大口里 491 － 2
		大口温泉リハビリテーション病院 		伊佐市大口青木 3022 － 34
		むらたクリニック 		伊佐市大口大田 1764 － 1
		有村クリニック 		伊佐市大口里 1889 － 2
		大保・川添クリニック 		伊佐市大口里 354 －１
		日高内科 		伊佐市大口上町 17－ 4
		寺田病院 		伊佐市大口上町 31－ 4
		三浦医院 		伊佐市大口山野 5167
		県立北薩病院 		伊佐市大口宮人 502 －４
		寺師医院 		伊佐市大口上町 12	－	6
		水間病院 		伊佐市菱刈前目 2125
		菱刈中央医院 		伊佐市菱刈前目 790 －１
		坂元内科 		伊佐市菱刈重留 1353
		つよしクリニック 		伊佐市菱刈重留 1147 －１
		国保水俣市立総合医療センター 		熊本県水俣市天神町 1丁目２－１
		人吉医療センター 		熊本県人吉市老神町 35

医療機関一覧表（順不同）

身体障害者手帳身体障害者手帳身体障害者手帳身体障害者手帳・・・・療育手帳療育手帳療育手帳療育手帳・・・・精神障害者保健福祉手帳精神障害者保健福祉手帳精神障害者保健福祉手帳精神障害者保健福祉手帳のののの    
手帳手帳手帳手帳カバーをカバーをカバーをカバーを統一統一統一統一しますしますしますします    

 
〇 鹿児島県では，障害を区別しない意識の醸成を図ることなどを
目的に，平成27年４月から，身体障害者・知的障害者・精神障
害者の方に交付する障害者手帳のカバーのデザインを統一します。 

 
〇 知的障害者・精神障害者の方へ交付する手帳の色や大きさを，
従来の身体障害者手帳（緑色）に合わせ，表記を「障害者手帳」
とします。 

 
〇 現在，手帳をお持ちの方は，変更申請，更新申請，紛失等によ
る再交付申請の時に新しい手帳カバーを交付します。 

 
〇 現在お持ちの障害者手帳はそのまま使用できますが，カバーの
変更をご希望の方は，お住まいの市町村の障害福祉担当課へお申
し出ください。 
※ 知的障害者・精神障害者の方が，カバーの変更を希望される
場合は，申請時に顔写真の添付が必要です。 

【手帳外観】 
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耕地災害が発生したら
　もし災害が発生したら、次のとおり申請してください。

①異常な天然現象（大雨等）で被災を受けている場合（雨量等の基準あり）
②被害が事業費で 40万以上の場合
③日常の維持管理が行われていること
④農業用施設の場合、受益戸数が２戸以上であること
⑤被災地の登記（現況）地目が農地（田・畑）及び農業用施設（水路・道路等）であること

公共災害復旧事業として国の補助事業に申請できる主な要件

①地元からの連絡を受け、災害調査員（市職員）が現地調査を行います。
　※調査個所には、		黄色の布	を表示
②調査員の報告に基づき農政課職員が現地調査を行い、公共災害に該当するか判定します。
　○公共災害に該当する場合　→　　現地に	赤色の布	を表示
　○公共災害に該当しない場合　→　現地に	白色の布	を表示
　※公共災害に該当したかは、当事者が現地確認してください。
③災害に該当した箇所（	赤色の布	表示）は次のように申請してください。
　○	「耕地災害復旧工事申請書」を農政課に提出してください。
　　申請書の提出がないと災害復旧事業の申請はできません。
　　申請書がある所　◎市民課・総務課（大口庁舎）
　　　　　　　　　　◎地域総務課・農政課（菱刈庁舎）
　　　　　　　　　　◎各土地改良区
　　　　　　　　　　◎各コミュニティ協議会事務局
④農地災害については、関係（受益）者からの工事負担金が
　必要となります。※負担金は国の補助率により異なります。

耕地災害の申請について

申請・問い合わせ先　農政課耕地係（菱刈庁舎）☎㉓１３１１　

市有地を購入しませんか
平成 27 年度  伊佐市公有財産（土地）払 下げ　　申込期限  ８月 18 日（火）

申込・問い合わせ先　財政課管財係（大口庁舎２階）　☎㉓１３１１

　次の市有地を公売します。購入を希望する人はご連絡ください。なお、市有地の所在地図や現地
写真は、市ホームページでご覧ください。

※上記物件（土地）以外に、家屋（倉庫付）も併せた土地の払下げを１件予定しています。
　現在土地の分筆作業中のため、完了次第お知らせします。　

物件番号 所在地 地目 面積 最低価格

１
		伊佐市大口大田 750 番 2 宅地 			171.82㎡（		52.0坪）

							2,940,000 円	
		伊佐市大口大田 750 番 8 宅地 			186.78㎡（		56.5坪）

２ 		伊佐市大口大田 750 番 7 宅地 			258.29㎡（		78.1坪） 							1,910,000 円	
３ 		伊佐市大口上町 12番 13 宅地 			167.44㎡（		50.7坪） 							2,960,000 円	
４ 		伊佐市大口上町 37番 9 宅地 			145.98㎡（		44.2坪） 							2,460,000 円	
５ 		伊佐市大口上町 27番３ 宅地 			223.66㎡（		67.7坪） 							5,240,000 円
６ 		伊佐市菱刈川北 2081 番 3 宅地 							98.09㎡（				29.7坪） 										620,000 円
７ 		伊佐市菱刈重留 1438 番 5 宅地 			745.21㎡（	225.4坪） 							3,910,000 円

農地、農道、用排水路、ため池、井堰等の点検・整備に心がけ未然に災害を防ぎましょう。



　犬は、生涯１回の登録と毎年１回の狂犬病予防注射が法律で義
務づけられています。毎年必ず接種させましょう。また、犬の死
亡・行方不明等の場合は、環境政策課に連絡してください。
　　　　　生後 91日以上の犬
　※家の中で飼われている小型犬も対象です。
　　　　　注射料 3,400 円（注射済票 550 円含む）
　　　　　登録料 3,000 円
※場所と日程を大幅に変更しています。ご確認ください。　

対象犬

手数料
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行政からのお知らせ

狂犬病予防注射日程表

連絡・問い合わせ先　環境政策課環境保全係　☎�１０６０

６
月
３
日	（
水
）

  小水流・あたご店前       9：15 ～        9：25   中央公民館跡 11：25 ～ 11：35
  水ノ手公民館       9：35 ～       9：45   春村公民館三叉路 13：15 ～ 13：20
  北さつま農協東支所       9：55 ～  10：00   停車場公民館（駅跡公園） 13：30 ～ 13：35
  篠原公民館 10：10 ～ 10：15   山野中学校体育館横 13：45 ～ 13：50
  北さつま農協木ノ氏出張所跡 10：25 ～ 10：30   北さつま農協平出水支所 14：00 ～ 14：05
  大口中央中学校正門入口 10：40 ～ 10：45   冨士福祉館 14：20 ～ 14：25
  木崎（大岩様宅前） 10：55 ～ 11：00   北さつま農協白木倉庫 14：35 ～ 14：40
  旧焼酎資料館前 11：10 ～ 11：15   羽月地区公民館 14：55 ～ 15：00

６
月
８
日	（
月
）

  荒瀬多目的集会施設       9：15 ～        9：20   市役所（菱刈庁舎）東側車庫前 11：15 ～ 11：25
  町舟津田上集会施設       9：30 ～        9：35   湯之元（市営公衆浴場横） 13：25 ～ 13：30
  小川添公民館       9：45 ～        9：50   山田地区集会施設 13：45 ～ 13：50
  永池鉱泉前 10：00 ～ 10：05   徳辺下集落センター 14：00 ～ 14：05
  岩坪営農研修センター 10：15 ～ 10：20   産野（上田様宅前） 14：15 ～ 14：20
  本城地区集会施設 10：30 ～ 10：35   北さつま農協前北部集会所跡 14：30 ～ 14：35
  瓜之峰公民館 10：45 ～ 10：50   下市山集会施設 14：45 ～ 14：55
  共進地区教育集会所 11：00 ～ 11：05   

６
月
５
日	（
金
）

  大島南公民館       9：20 ～        9：30   西太良地区コミュニティセンター 11：20 ～ 11：25
  金波田公民館       9：40 ～       9：45   西方公民館 13：20 ～ 13：25
  羽月鉄道記念公園前       9：55 ～  10：00   堂山公民館 13：35 ～ 13：40
  羽月西青少年センター 10：15 ～ 10：20   北さつま農協針持支所 13：50 ～ 13：55
  八代公民館 10：35 ～ 10：40   比良地区集会施設 14：05 ～ 14：10
  川西公民館 10：50 ～ 10：55   下荒田公民館 14：20 ～ 14：25
  北さつま農協曽木支所 11：05 ～ 11：10   下手下集会施設 14：35 ～ 14：40

狂犬病予防注射＆畜犬登録

道路や水路をきれいにしましょう
　田植えのシーズンがやってきました。
機械等に付着した泥が道路に落ちることがあります。作業後
は泥をよく落としてから走行してください。
　また、水路へのごみの投げ捨てや除草後の草の投棄が原因
で用水路がつまり、用水管理に支障をきたし、災害発生の原
因になっています。くれぐれもご注意ください。
問い合わせ先　農政課耕地係　☎㉓１３１１
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農業者年金現況届の提出

期日 時間 会場 対象地区

		６月				８日（月）
				9：30 ～ 11：00 	山野基幹集落センター 	山野・平出水

13：30～ 15：30 	羽月地区公民館 	羽月

		６月				９日（火） 				9：30 ～ 11：00 	田中ふるさと館 	田中

		６月 10日（水）
				9：30 ～ 11：00 	羽月西青少年センター 	羽月西

13：30～ 15：30 	西太良地区コミュニティセンター 	曽木・針持

		６月 11日（木） 				9：30 ～ 11：00 	本城地区集会施設 	本城

		６月 12日（金） 				9：00 ～ 11：30 	大口元気こころ館 	大口・牛尾・大口東

		６月				８日（月）～
											12 日（金） 				8：30 ～ 17：00 	農業委員会（菱刈庁舎） 	菱刈・湯之尾

	伊佐市全域

※現況届を怠ると年金の支払いが差し止められます。必ず届出を行ってください。	 	 	
※平成26年７月１日（新年金は平成26年６月１日）以降に年金給付の手続きをした人は、今回の現
　況届を提出する必要はありません。

農業者年金とは・・・ 	 	
○ 60 歳未満で、国民年金の第１号被保険者であって、年間 60日
　以上農業に従事している人であれば誰でも加入できます。
○終身年金で 80歳までの保証付きです。	 	 	 	
○保険料は月額 20,000 円を基本に、1,000 円単位で自由に増額で
　き（最高 67,000 円）、いつでも変更できます。
○保険料は全額社会保険料控除（所得控除）の対象となります。
○意欲ある担い手には国から保険料助成があります。

問い合わせ先　伊佐市農業委員会　☎㉖１５７１

「新ごぼう」を作りませんか
　新ごぼうの栽培を開始する農家と、栽培面積を拡大する農家を対象として、マルチング資材と種子
代について、市が予算の範囲内で助成を行います。
※栽培面積を拡大する農家は、増反分のみの助成となります。
助成要件　○一農家あたりの助成対象面積は 10ａ以上
　　　　　○３年以上新ごぼうを継続して生産すること
　　　　　○市内で購入した資材・種子を市の栽培基準で使用すること
※新ごぼうの栽培は８月末頃に播種し、12月から３月にかけて収穫する作型です。ごぼうは土質を
　選びますが、　比較的労力がかからず取り組みやすい品目です。
申込期限　６月 26日（金）
申込・問い合わせ先　農政課農政第１係（菱刈庁舎）　　　　　☎㉓１３１１
　　　　　　　　　　北さつま農協伊佐総合支所営農センター　☎�２６１１

持ってくるもの
＊農業者年金基金から送付された現況届カード　　　５月下旬に基金から送付
＊経営移譲年金受給者は手数料 300 円　　　　　			　老齢年金受給者は無料
＊印鑑（住所の変更等があった場合）　　　　　　　		認印（シャチハタ印以外）
＊お知らせのはがき　　　　　　　　　　　　　　　５下旬に農業委員会から送付
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行政からのお知らせ

育児サポーター養成講座
子育て中の保護者のお手伝いをしてみませんか！

　市では、子育て中の保護者を応援する「育児サポーター」養成講座を開催します。
　この講座は、子育て中の保護者とその子どもに、日常的な支援や応援をすることで、保護者が人と
のつながりの中で楽しみながら育児をし、乳幼児がすこやかに育つような環境づくりのお手伝いを行
う「育児サポーター」の養成を目的としています。
　活動内容は、保護者の講演会参加時の託児、地域での声かけや見守り、地域ひろばの参加などです。
講座日程

対 象 者　○市内在住で子育てに関心のある人
　　　　　○原則、養成講座全５回に参加し、育児サポーター		
　　　　　　として活動できる人
　　　　　※年齢性別は問いません。
参 加 料　無料

期　日 時　間 講座内容 場　所

６月30日（	火） 10:00 ～	12:00
		オリエンテーション伊佐市の子育てネットワーク
		講師：瀬戸山真由美氏（こども課子育て支援係長）

伊佐市文化会館
小ホール

７月						７日（	火） 10:00 ～	12:00
		親子とふれあってみよう
		講師：子育て支援センタールピナス　スタッフ

大口元気こころ館
世代間交流室

７月14日（	火） 13:30 ～15:00

		子どもの病気・心肺蘇生法
		講師：福重寿郎氏（NPOこども医療ネットワーク
		　　　県立北薩病院副院長		小児科）

伊佐市文化会館
小ホール

７月21日（	火） 10:00 ～	12:00

		「子どもの発育・発達」	講師：こども課保健師
		「ちょっと気になる子を理解するために」
		講師：白坂葉子氏・川原華奈美氏（こども課トータ
													ルサポートセンター：まるっと相談室）

伊佐市文化会館
小ホール

７月28日（	火） 10:00 ～12:00

		これからの育児サポーターの役割と活動
		（グループワーク）
		講師：子育て支援センタールピナス　スタッフ

伊佐市文化会館
小ホール

缶・びんの分け方・出し方 

缶・びん専用 燃えないごみ 

必ず赤袋に入れて

スプレー缶 

緑 赤

　正しく分別されていないと、事故につながる危険性があります。
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子ども課からお知らせ

伊佐自然体験活動こころの健康相談

　毎年 6月 1 日の状況を把握し、6月分以
降の児童手当を引き続き受ける要件（児童の
監督や保護、生計同一関係など）を満たして
いるかどうかを確認するためのものです。

①～③について、次のように受け付けます　※対象者には 6月上旬に別途通知します。
期　　間　６月 16日（火）～ 30日（火）※土日を除く。
時　　間　９時～ 17時 15分
　　　　　※６月 24日（水）～ 30日（火）は 19時まで延長。
　　　　　　（大口庁舎こども課のみ）　　　
場　　所　こども課（大口庁舎）・地域総務課（菱刈庁舎）
問い合わせ先　こども課子育て支援係　☎㉓１３１１

　子育て世帯の生活支援と地域経済の活
性化を目的に、市内の商店等で利用でき
る「商品券」を交付します。
対象世帯　市内に住所を有する 15歳未
　　　　　満の子（平成 12年 4月 2日
　　　　　～平成27年6月1日生まれ）
　　　　　がいる世帯
基 準 日　6月 1日
交付金額　商品券1万円分
※申請時に「さくら商品券」または「み
　のり商品券」を選択可

　消費税率の引き上げに伴う、子育て世帯へ
の影響を緩和するために、臨時的な措置とし
て支給されます。
対 象 者　６月分の児童手当の支給を受ける
　　　　　人（公務員含む）
基 準 日　５月 31日
給付金額　１人につき 3,000 円
支 給 月　10月以降

●① 児童手当現況届

●② 子育て世帯臨時特例給付金

●③ 子育て世帯向け商品券交付

日　　時　６月 21日（日）10時～ 15時
場　　所　十曽こどもの森
対 象 者　未就学児～小学生とその保護者
持ってくるもの　水筒・タオル・帽子・手袋
予約・問い合わせ先
ＮＰＯ法人トータルサポートネットワーク

　☎０８０・２７８２・１１３９
こども課子育て支援係　☎㉓１３１１

　専門医がこころの悩みについて相談に応じ
ます。相談料は無料で秘密は厳守します。
※事前予約が必要です。
日　　時　６月 24日（水）
　　　　　13時 30分～ 15時 30分
場　　所　大口保健所
予約・問い合わせ先
大口保健所保険係（担当：片野坂）　☎㉓５１０３

問い合わせ先　伊佐ＰＲ課交流ＰＲ第１係　☎㉙４１１３
ピッ




