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特別定額給付金の出張受付
　国民１人あたり１０万円が給付される「特別定額給付金」について、郵送申請、オンラ
イン申請が困難な人や、申請書の書き方が分からない人のために、次の日程で出張受付を
行います。出張受付は、世帯主とその世帯のご家族のみを対象とします。

　上記の「申請に必要なもの」のほかに、　  「特別定額給付金申請書」
下段の【代理申請（受給）を行う場合】の枠内に記入し、　  申請に
来られる人の写真付きの本人確認書類をお持ちください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、会場に
　来られる際は、マスクの着用をお願いします。

世帯主以外が申請する場合

①
②

◦特別定額給付金申請書
◦印鑑（シャチハタ等は不可）

◦世帯主の本人確認書類
　（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など）

◦通帳やキャッシュカード
　（金融機関、口座番号、名義人が分かるもの）

※写しでも可

申請に必要なもの

問い合わせ先
・総務課（大口庁舎）　　  ☎㉓１３２１
・地域総務課（菱刈庁舎）☎㉖１３０５

月日 時間 会場

   ６月６日
   ６月７日

　         ９：００～

　１６：００
   大口元気こころ館

   伊佐市役所菱刈庁舎  地域総務課

   ６月６日

　         ９：００～

　１６：００

   大口東ほしがみね館（大口東校区コミュニティ協議会）

   大口温泉高熊荘（牛尾校区コミュニティ協議会）

   山野基幹集落センター（山野校区コミュニティ協議会）

   平出水校区コミュニティ協議会

   羽月地区公民館（羽月校区コミュニティ協議会）

   西太良地区コミュニティセンター
   （曽木校区コミュニティ協議会）

   針持校区コミュニティ協議会

   本城校区集会施設（本城校区コミュニティ協議会）

   湯之尾校区集会施設（湯之尾校区コミュニティ協議会）

   田中校区集会施設 [ 田中ふるさと館 ]
   （田中校区コミュニティ協議会）

　         ９：００～

　１１：３０    羽月北校区コミュニティ協議会

　１３：００～

　１６：００    羽月西青少年センター（羽月西校区コミュニティ協議会）

①

②

※表紙を開いた
部分の口座名義、

口座番号、金融機関名
が表示されている

部分をコピー
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予約受付期間

■ 検診会場・日程（状況により、日程が変更になる場合もあります）

■ 対象年齢・検査内容・検査料金

６月８日（月）～２２日（月）

※ 検査料金は、子宮がん検診、乳がん検診、超音波検査、それぞれ必要です。
※ 30 ～ 39 歳の人は、乳房超音波検査のみ受診可能。
※ 40 歳以上の人は、超音波検査のみは不可。マンモグラフィと併用（料金は各々）。

種 別 ５０歳以上
S46.4.1 以前生

４９～４０歳
S46.4.2 ～ S56.4.1 生

３９～３０歳
S56.4.2 ～ H3.4.1 生

２９～２０歳
H3.4.2 ～ H13.4.1 生

乳
が
ん

マンモグラフィ
（問診・乳房 X 線検査 ）

１方向
１，０００円

２方向
２，０００円 検査不可 検査不可

乳房超音波検査 ４，５００円（マンモグラフィと併用） ４，５００円 検査不可

子宮頸がん
（問診・視診・頸部細胞診 ） １，０００円

　次の日程で、子宮頸がん・乳がん検診を実施します。ぜひ、この機会に受診してください。
検診を受けるには、予約受付期間内に予約をしてください。

大口元気こころ館　 まごし館

８月      ２日（日）～     ５日（水） １９日（水）～２２日（土）

９月 １３日（日）～１６日（水）

■ 予約先：相良病院  博愛会健診事業部

☆電話受付日・時間
   平日９時～ 17 時まで
　「伊佐市の検診希望です」と
    伝えてください。

インターネット予約受付期間内の
24 時間いつでも OK ！
予約枠数を超えた場合は、電話予約をお願いします。

■ 市ホームページから申し込めます

■ スマートフォン・携帯用 QR コード
　 案内に沿って申し込みください。

・子宮頸がん
・乳がん女性がん検診

☎ ０９９-２２４-１８２１ 伊佐市　がん検診

予約が
必要です

電話予約 インターネット予約

※代理での予約や予約後の変更も可能です。

★次に該当する人は医療機関での受診をお勧めします

問い合わせ先　市民課健康推進係　☎㉓１３１１

○検査台の上で一人では立てない・体位変換ができない・自立歩行が困難な人
○しこりや痛みなど、いつもと違う症状がある人
　※検診日を待たずに、専門とする診療科を受診してください。

検診バスがやってきます！

・検診時間は１人３０分程度

・子ども連れでも大丈夫！

期限厳守



9　　広報いさ  2020.06.01

新型コロナウイルス感染症の予防対策

① 発熱、のどの痛み、咳等のかぜ症状がみられる場合は受診をお断りします。
② 受診時、体温を測っていただきます。
　 発熱がある人、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある人は受診をお断りします。
③ マスク着用をお願いします。（マスクがある人のみ）
④ マスクをお持ちでない場合はハンカチ等で「咳エチケット」のご協力をお願いします。
⑤ 検診会場入口に設置してある消毒液で手指の消毒をお願いします。
⑥ 混雑防止のため、お呼び出し時間より早めに来られた人は、受診票に記載された時間の５分
　 前程度に改めてお越しください（車の中または会場の外でお待ちくださるようご協力をお願
 　いします）。

※可能な限りの予防対策を行いますが、感染症がご心配な人は各自の判断で受診を見合わせてください。

〇 待合では、隣の人と椅子の間隔をあけます。また、定期的に換気を行います。
〇 受診者が直接触れる検査機器は、使用する度に消毒を行います。

～ 検診会場 ～

集団検診の会場で安心して検診を行えるよう、みなさまのご協力をお願いします。

新しい生活様式の定着に向けて
　新型コロナウイルスの存在を前提に、基本的な感染対策を継続しながら、
社会経済活動を維持する「新しい生活様式」を徹底しましょう。

① 不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで移動することは、当分の間、避けてください。
② 外出については「感染防止対策が徹底できていないなど、クラスター発生のおそれが高い施設」
　 や「３つの密（密閉・密集・密接）のある場」を避けるとともに、手洗いや人と人との距離の
　 確保などの基本的な感染対策を継続してください。

市民のみなさまへのお願い

県外にお住まいのみなさまへのお願い
① 不要不急の帰省や旅行などによる来県・来市を当分の間、自粛してください。
② やむを得ず来県・来市された場合は、次のような感染拡大防止対策をお願いします。
　・来県後２週間の不要不急の外出自粛
　・マスク着用など咳エチケットの徹底
　・毎日の体温測定の徹底
　・発熱等の症状が出たら、帰国者・接触者相談センター（大口保健所　☎㉓５１０３）へ相談

新しい生活様式

□まめに手洗い（水と石けんで３０秒程度）・手指消毒　　　□咳エチケットの徹底
□定期的に換気　　　□身体的距離の確保（できるだけ２ｍ空ける）
□「３密」の回避（密閉・密集・密接）
□屋内や会話するときは、症状がなくてもマスクを着用 隙間がないよう

鼻まで覆う

このマスクは洗っていただくことで

再利用できます

新型コロナウイルスを防ぐには？

布マスクの利用・洗濯方法
（今回、配布する布マスクのメーカー等からの情報をまとめたもの）

布マスクの洗い方

衣料用洗剤で、もみ洗いではなく、
軽く押し洗いしてください。

十分なすすぎをしてください。

乾燥機は使わず、
陰干しで自然乾燥してください。

日常生活で気をつけること

外出する際には、飛沫を飛ばさないように

マスクをつけるなどの行動をお願いいたします。

1

2

3

洗濯により縮みますが、複数回の再利用については
品質上問題ないことを確認しております。

一日一回の洗濯の頻度を推奨しており、
汚れがつきましたら、その都度洗濯してください。

1

2

漂白剤、柔軟剤の使用について

汚れが気になる場合は、塩素系漂白剤を使い、
においがなくなるまで十分なすすぎをしてください。

柔軟剤の使用は避けてください。

1

2

洗濯回数

上手な洗い方を動画でご紹介しています 詳しくは厚生労働省の HP をご覧下さい

布マスクをご利用のみなさまへ 一般的な感染症対策について

洗濯表示記号 40℃限度
手洗い

タンブル乾燥
NG

アイロン
NG

布マスクの

手洗い動画

https://www.youtube.com/watch?v=AKNNZRRo74o&feature=youtu.be https://www.mhlw.go.jp/content/1 9     /   593493.pdf

漂白剤を使用する場合は、
炊事用のゴム手袋などをご利用ください。

まずは手洗いが大切です。外出先からの帰宅時や調理の前
後、食事前などにこまめに石けんなどで手を洗いましょう。

発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録
してください。

帰国者接触者外来を受診される場合は事前の連絡をするよ
うお願いいたします。

発熱等の風邪の症状が見られるときは、会社や学校を休んで
ください。

持病がある方、ご高齢の方は、できるだけ人込みの多い場所
を避けるなど、より一層注意してください。

一般的な

感染症対策

について

水2リットルに対して

洗剤 .7g

（＝小さいスプーン２分の１）

2L

 .7g

目安目安

ゴムひもを

耳にかける
1 2 3鼻と口の両方を

確実に覆う

正しいマスクの着用

  

隙間がないよう

鼻まで覆う
  


