Information

お知らせ ［ ワイド版 ］

７月１２日（日）は
県知事選挙の投票日です
告示日
生かそう一票

わたしが主役

６月２５日（木）

投票日

７月１２日（日）
午前７時  ～  午後６時

■入場整理券は 6 月 22 日に発送予定です。
期日前

投票日に仕事やレジャー、冠婚葬祭等の予定がある人は、

投票

告示日翌日から期日前投票ができます。

期

間

６月２６日（金）～ ７月１１日（土）

時

間

午前８時３０分 ～ 午後８時

場

所

伊佐市役所大口庁舎・菱刈庁舎
（選挙人名簿に登録されている人は、どちらでも投票できます。）

◎期日前投票は投票日が近づくにつれて混み合う傾向にあります。
早めの投票をご検討ください。

棄権せずに貴重な一票を投じましょう。
県知事選挙投票における新型コロナウイルス感染予防対策
各投票所では、次の対策に取り組みます。投票されるみなさまもご理解・ご
協力をお願いします。
【投票所で行う感染症対策】
・投票管理者、立会人、投票所職員はマスクを着用します。
・投票所に手指用アルコール消毒液を設置します。
・定期的に投票所の換気を行います。
・投票用紙記載台、鉛筆等を定期的に消毒します。
【投票に来られるみなさまへお願いする感染症対策】
・お手持ちの鉛筆を用いて投票用紙に記載することができます。
・咳エチケット、来場前後に手洗いうがいをお願いします。
・周囲の人との距離を保つようにお願いします。
問い合わせ先
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選挙管理委員会

☎㉓１３１１

Information

道路や水路をきれいにしましょう
ごみの投げ捨てはやめましょう。

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
ります。くれぐれもご注意ください。

お知らせ ［ ワイド版 ］

用水路は大切な財産です。

問い合わせ先
大口土地改良区

☎㉒９０１３

菱刈土地改良区

☎㉖０１８４

農政課耕地係

☎㉓１３１１

Informastion

耕地災害が発生したら
農地や農業用施設に災害が発生したら、
次のとおり申請してください。
を行います。
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。
※調査済の箇所には、 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、当事者が現地確認をしてください。

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。提出がないと、
災害復旧事業の対象となりません。
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。

申請・問い合わせ先

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異常な天然現象（大雨等）で被災してい
ること（雨量等の基準があります）
②被害が事業費で４０万円以上であること
③日常の維持管理が行われていること
④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
⑤農業用施設の場合、受益戸数が２戸以上
であること

農政課耕地係（菱刈庁舎） ☎㉓１３１１
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Information

農業者年金現況届の提出

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（シャチハタ印は不可）

＊お知らせのはがき

５月下旬に農業委員会から送付

期

日

時

６月１日（月）

会

  9 : 30 ～ 11 : 00

場（対象地区）

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）

  9 : 30 ～ 11 : 00

田中ふるさと館（田中）

  9 : 30 ～ 11 : 00

羽月西青少年センター（羽月西）

６月２日（火）
６月３日（水）

間

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４日（木）

  9 : 00 ～ 11 : 00

大口元気こころ館（大口・牛尾・大口東）

６月５日（金）

  9 : 30 ～ 11 : 00

本城校区集会施設（本城）

６月１日（月）～
５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。必ず届け出てください。
※令和元年７月１日（新年金は令和元年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
農業者年金は、農業者がより良い老後の生活を過ごすことができるように国民年金
に上乗せした公的年金制度です。国民年金の第１号被保険者で、年間６０日以上農業
に従事する６０歳未満の人であれば誰でも加入できる積立年金です。
◦終身年金で８０歳までの保証付きです。
◦自分が必要とする年金額に応じて、月額 20,000 円から
1,000 円単位で自由に増額できます（最高 67,000 円）
。
農業経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直すこ
とができます。
◦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。
◦認定農業者で青色申告をしている等、農業の担い手とな
る人には、国から月額最高 10,000 円の保険料補助があ
ります（年齢・所得制限あり）。
いさまい

伊佐米ちゃん

農業者年金に加入しましょう

（伊佐米ＰＲキャラクター）

問い合わせ先
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伊佐市農業委員会

☎㉖１５７１

Information

長寿健診の延期
のため次の日程に延期します。

延期後
の日程

大口元気こころ館

まごし館

７月２６日（日）～２９日（水）

７月３１日（金）～８月１日（土）

受付時間

７：００～９：３０

※期間中の胃がん検診の実施はありません。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、健診日程が変更になる場合があり
ます。その際は、７月 15 日号のお知らせ版に掲載します。
問い合わせ先

市民課健康推進係

☎㉓１３１１

お知らせ ［ ワイド版 ］

６月 22 日～ 27 日実施予定の長寿健診は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

Information

特定健診（個別健診）の受診案内
国民健康保険加入者（４０歳～７４歳）を対象に、個別健診を実施します。受診希望者は、
医療機関名と受診希望日を市民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。

基本的な健診項目

自覚症状のある人は専門の医療機関での

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

受診をお勧めします。
受 診 料

申込期限

基本的な健診項目・詳細な健診
（医師の判断による追加項目）
については無料。個人的な受診、
処方箋の発行は個人負担です。

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、
血清クレアチニン及び eGFR

令和３年１月２９日（金）

医療機関一覧表（順不同）
医療機関名

住 所

医療機関名

住 所

有村クリニック

伊佐市大口里 1889 － 2

三浦医院

伊佐市大口山野 5167

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

大保・川添クリニック

伊佐市大口里 354 － 1

つよしクリニック

伊佐市菱刈重留 1147 －１

県立北薩病院

伊佐市大口宮人 502 －４

菱刈中央医院

伊佐市菱刈前目 790 －１

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

寺田病院

伊佐市大口上町 31 － 4

国保水俣市立総合医療センター

熊本県水俣市天神町 1 －２－１

古川医院

伊佐市大口曽木 1263

人吉医療センター

熊本県人吉市老神町 35

（注意）特定健診を受診するには、市が発行する受診券と保険証が必要です。
受診券発行・問い合わせ先

市民課健康推進係

☎１３１１
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募
用地調査員募集
業務内容

集

用地取得の登記及び用地取得に係る
登記申請事務、その他所属長が必要と
認める業務
応募資格
歳未満の健康で責任感のある人
条に定める欠格条

護機関が誕生しました。これが人権擁

日までに必着

※郵送の場合は

護委員制度の始まりです。

万円の

市内に事業所を置いている業者が施

工したものに限り、基準額に

上乗せ補助を実施しています（各槽共

人権に関するさまざまな啓発活動や相

単独処理浄化槽からの転換に係る補助

なる単独処理浄化槽撤去に係る費用

○合併処理浄化槽の設置に伴い必要と

擁護委員は次の方々です。

万円）。

（上限
▽一ノ宮有爲子氏（鳥巣上）

隣接する側溝までの放流管の工事に

流入管、弁の設置及び住居の敷地に

○宅内配管として合併処理浄化槽への
▽飯田昭彦氏（木ノ氏）

▽蓮池洋久氏（朝日町）

▽内山和行氏（本町）

談などを行っています。伊佐市の人権

法務大臣から委嘱を受けた人たちで、 通）。

人権擁護委員とは

提出・問い合わせ先

☎㉓１３１１

〒８９５ —
２７０１
伊佐市菱刈前目２１０６
建設課管理係

お知らせ
社会教育施設の利用
社会教育施設の利用が、次の期日か

▽福島洋子氏（重留西）

環境政策課環境保全係

問い合わせ先

☎㉒１０６０

係る費用（上限 万円）。

利用の際には新型コロナウイルス感

▽安田美枝子氏（共進）

ら伊佐市在住者に限り可能となります。 ▽茅原眞理子氏（前目下）
染 防 止 対 策（ マ ス ク 着 用、 手 指 消 毒、

合併処理浄化槽設置補助金

☎㉓１３１１

市民課人権啓発・市民相談係

問い合わせ先

ださい。

３つの密の回避等）を十分に行ってく

15

〇
〇地方公務員法第
項に該当しない人
〇伊佐市内及び近郊市町にお住まいで
普通自動車運転免許を持つ人
〇登記事務に精通している人もしくは
利用開始期日

▽６月２日（火）から

生活排水による河川等の水質汚濁を

理浄化槽または汲み取り式から合併処

３３２、０００円

おかげさまで 会社設立 60 年

登記事務の経験のある人

▽６月１日（月）から

月額１３０、８００円

１人
月

◦伊佐市文化会館

防止するため、農業集落排水事業の処

時

5

TEL：0995-22-0425

募集人員
報
９時～

◦大口ふれあいセンター

理対象区域を除く、個人の専用住宅に

◦各校区集会施設

勤務日数
健康保険・有給休暇・雇用

◦菱刈環境改善センター

合併処理浄化槽を設置する人（単独処

酬

勤務時間
保険など

◦市立図書館・歴史資料館

補助対象者

福利厚生
会計年度任用職員

問い合わせ先

理浄化槽へ切り替えをする人）。
○５人槽

４１４、０００円

補助金額（基準額）
○７人槽

住所 : 伊佐市大口小木原８９９

H    P   http://takeshitanoie.co.jp
http://takeshitanoie.co.jp
e-mail ytake@takeshitanoie.co.jp

日（土日・祝日を除く）

待
面接

年６月１日に人権擁護委員法

10

居心地のよい空間をめざして

建築設計・施工・不動産
建材・木材・サッシ・太陽光発電等

遇

選考方法

社会教育課社会教育係

昭和

６月１日は人権擁護委員の日

☎㉖１５５４

※詳細は後日連絡します。
応募方法
自筆の履歴書（市販のものに上半身
写真添付）１通を菱刈庁舎２階の建設

５４８、０００円

○

人槽
が施行され、国民の基本的人権を擁護
日（水）までに提出してく

課へ６月

17

9

17

上乗せ補助

新築住宅 完成しました！

16

17

し見守るために、民間人による人権擁

広報いさ 2020.06.01
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24

16

ださい（土日・祝日除く）。

広告

70

伊佐市からのお知らせ
子ども課からお知らせ

月

日の状況を把握し、

◆児童手当現況届の受付
毎年

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

月分以降の

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。
提出がない場合には、
手当が受けられなくなりますので、ご

日

日（水）

日（水）
☎㉓１３１１

日（日）９時開始
分

日（金）

24
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良市）
②８月

日（月）～８月

せください。
問い合わせ先
林務課鳥獣対策係

☎㉓１３１１

申請書類など、詳しくはお問い合わ

②７月

①６月８日（月）～７月３日（金）

申請受付期間

※両会場とも受付は８時

県姶良・伊佐地域振興局伊佐庁舎

30

ました。公務員以外の支給対象者は申
請不要です。児童手当を受給している
口座に６月末の支給をめざし
て準備を進めています。
また、公務員の支給対象者
には所属庁より申請の案内が
ありますので、申請書類の提出を期限
までにお願いします。７月以降に順次
月

支給を行う予定です。
提出期限
◆子育て世帯への伊佐市応援給付金
国の「子育て世帯への臨時特別給付

注意ください。
本年度は新型コロナウイルス感染症

金」の支給対象者を対象として伊佐市

月

期となる予定です。

支給については国の給付金と同じ時

金申請書と併せてご提出ください。

書に必要事項を記入のうえ、国の給付

ページに掲載されている申請

公務員については市ホーム

対象者は申請不要です。

行います。公務員以外の支給

援給付金」として別途１万円の支給を

では独自に「子育て世帯への伊佐市応

拡大を防ぐために原則郵送での提出と
月上旬

月

☎㉙４１１３

します。
対象者へは、
に書類を郵送しますので
必要事項を記入、押印の
うえ同封の返信用封筒に

日（火）

て期限までに返信してく
ださい。
月

年

４８,０００円

８４,０００円

１か月

１２か月

提出期限

日から令和

県姶良・伊佐地域振興局本庁舎（姶

30

４５,０００円

国から

市から

14

・裏１面
６か月

１万円給付
１万円給付

２
８,０００円

◆子育て世帯への臨時特別給付金
国の「新型コロナウイルス感染症緊

提出期限

問い合わせ先

急経済対策」において、新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けている子育

月

令和２年度狩猟免許試験

こども課子育て支援係

年

試験日程・開催場所
日（日）９時開始

までに生まれた児童）に対し、一人あ

成

（ 本 則 給 付 ） を 受 給 す る 対 象 児 童（ 平

て世帯を支援する観点から、児童手当

30
①７月

別給付金」として支給することとなり

19

１枠の掲載料 ×

１か月

6
31

伊佐ＰＲ課広報ＰＲ係
問い合わせ先

9

6
30

たり１万円を「子育て世帯への臨時特

3

mm × 横１
７２mm

6
2

・２枠 縦５８
mm × 横８３mm

・１枠 縦５８

30

1
6
2

20

広報いさに広告を掲載しませんか。
お気軽にご連絡ください。

9

6
4

広告

広告

16

