Information

空港バスは、水俣・伊佐・湧水地域と鹿児島空港を結ぶ重要な交通手段です。
しかし、年々利用者が減少しているため、このままでは路線の維持が難しくなってしまいます。
大切なバス路線を守っていくためにも、積極的なご利用をよろしくお願いします。
時刻表は、各庁舎窓口で配布しているほか、南国交通㈱のホームページ（https://nangokukotsu.com）で確認できます。また、市内公共交通等の利用もあわせてお願いします。

［県際特急バス］
◎九州新幹線

空港バス
を利用しよう！

新水俣→博多（約１時間３分）
新水俣→新大阪（約３時間 49 分）

水俣市
県際特急バスは
新型コロナウイル
ス感染拡大防止の
ための対策を実施
しています。
ご利用のみなさ
まにも、感染予防
にご協力をお願い
します。

★みな

また市

伊佐 ・ 水俣間
約５７分
生家

蘇峰 ・ 蘆花

伊佐市

湯の鶴温泉

町

★ゆうすい

伊佐 ・ 湧水間
約３０分

湧水町
竹中池

伊佐 ・ 空港間
約６０分

問い合わせ先

鹿児島空港
◎バス

◎飛行機

鹿児島市内 ・ 空港間
最短約 38 分

鹿児島→東京
（約１時間 55 分）

0108_ 鹿児島県 _ 伊佐市広報誌 _ 相談会 h58w172_4c
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栗野岳八幡大地獄

南国交通株式会社
☎０９９５・２２・１４３５
企画政策課まちづくり政策係
☎㉓１３１１

Information

障害年金を受給しているひとり親家庭のみなさまへ

児童扶養手当の手当額の算出方法が変わります
これまで障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る
場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、「児童扶養手当法」の一部が改正され、令
和３年３月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当
として受給することができるようになります（障害年金以外の公的年金等受給者については
これまでどおり、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分を児童扶養手
当として受給できます）。
児童扶養手当制度には、受給資格者（母子家庭の母など）と受給資格者と生計を同じくす
る扶養義務者（受給資格者の父母・祖父母・兄弟等）の前年所得に応じて支給制限があります。
令和３年３月分の手当以降は障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関す
る「所得」に非課税公的年金給付等（障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償等）が含ま
れるようになります。

改正前

全額
支給停止

障害基礎年金等

＞

本体部分

比較
調整

子の加算部分

障害基礎年金等
改正後

令和３年

３月分から

差額を
支給

本体部分

通常、手当は申請翌月分から支給開始とな
りますが、障害年金を受給していて児童扶
養手当を受給できなかった人のうち、令和
３年３月１日に支給要件を満たす人は、令
和３年６月 30 日までに申請すれば、令和

障害基礎年金等の全体額が
児童扶養手当額を上回る
ため、手当全額が支給停止

＞

児童扶養手当

比較
調整

差額を支給

子の加算部分

◎受給するためには、申請手続きが必要です。

児童扶養手当

子の加算部分と同額分は支給停止

【児童扶養手当の受給対象者】
18 歳に達する日以後最初の3 月31 日 （中
度以上の障がいがある場合は 20 歳未満） ま
での子を監護している父、 母または養育者。
※両親どちらかが中度以上の障がいをもって
いるご家庭も対象となる場合があります。

３年３月分の手当から受給できます。申請
は令和３年３月１日以前でも可能です。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。

問い合わせ先
こども課子育て支援係

☎㉓１３１１
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お知らせ

「春の市」中止のお知らせ

新型コロナウイルスが国内及び近

隣県で拡大していることから、今年

の春の市は中止いたします。

２月は猫の繁殖行動の始まる頃です。

来場される人の安全性を考慮した

願いします。

産まれてから困ることのないように

結果ですので、ご理解・ご了承をお

問い合わせ先

るように、ご協力をお願いします。

しましょう。不幸な子猫がいなくな

☎㉒０２２４

広報いさ 2021.02.01
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女性サロン室
あなたが自分らしく生きるた
めに、一緒に考えます。
開催日

２月３・17 日（水）

時

間

13 時 30 分～ 16 時

場

所

大口仲町
旧安楽ヨシ子様宅

連絡先

☎０９０・３０１６・３６６０

中にオープン予定です。料金等の

TEL ： 0995-22-5320
担当： 永野・梅崎（伊佐農場管理部）

月号」

申し込む (必要事項入力)
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詳細についても「広報いさ

動物・牛乳が好きな方にぴったり★
手順動画完備！
手順動画完備！

【未経験者歓迎】
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に記載してありますのでご覧くだ

【未経験者歓迎】
※
交通費別途支給（上限30,000円）
【未経験者歓迎】
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手順動画完備！
【未経験者歓迎】
手順動画完備！
【未経験者歓迎】
【未経験者歓迎】
手順動画完備！
動物・牛乳が好きな方にぴったり★
【未経験者歓迎】
手順動画完備！

さい。

※週4日以上働ける方歓迎！
※時間帯はどちらかお選びいただけます。
※週4日以上働ける方歓迎！
※週4日以上働ける方歓迎！
※週4日以上働ける方歓迎！

☎㉓１３１１

※週4日以上働ける方歓迎！
②夜班：16：00～25：00
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ひとり親世帯臨時特別給付金の

(牛のミルク絞り・付随業務)
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申請期限の延長

搾乳スタッフ急募！！
(搾乳スタッフ急募！！
牛のミルク絞り・付随業務)
(牛のミルク絞り・付随業務)
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牛のミルク絞り・付随業務)
①朝班：04：00～13：00
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(((牛のミルク絞り・付随業務)
牛のミルク絞り・付随業務)

新型コロナウイルス感染症拡大防

日（金）まで延長となります（郵

時給：1,000円
（22時～5時の間は1,250円）
時給：1,000円
（22時～5時の間は1,250円）
（22時～5時の間は1,250円）
時給：1,000円
（22時～5時の間は1,250円）
時給：1,000円
（22時～5時の間は1,250円）
時給：1,000円
22時～5時の間は1,250円）
搾乳スタッフ急募！！
搾乳スタッフ急募！！
広告

止 の 影 響 に 伴 い、 申 請 期 限 が２ 月

送の場合は必着）。

該当する人で、まだ申請されてい

ない人は期限内にこども課へ持参さ

※申請書類等は市ホームページに掲

載されています。

※ひとり親世帯とは、 ページの「児

童扶養手当の受給対象者」と同等

の世帯のことをいいます。

問い合わせ先

こども課子育て支援係
☎㉓１３１１

16

26

問い合わせ先

詳しくは鹿児島県のホームページをご覧ください。

https://www.pref.kagoshima.jp/ae09/kenko-fukushi/yakuji-eisei/dobotu/week/event/nekogekkan.html

長寿介護課高齢福祉係

⑥猫を捨てることは犯罪です。

ご近所に迷惑をかけないように，正しく最後まで飼いましょう。

２月は猫適正飼養推進月間です

③猫に首輪と迷子札等を着けましょう。

猫 は 責 任 を 持 っ て 飼 い ま し ょ う。

②猫の不妊・去勢をしましょう。

⑤エサをあげることの自覚と責任を持ちましょう。
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①猫は室内で飼いましょう。

①猫は室内で飼いましょう。

②猫の不妊・去勢をしましょう。

③猫に首輪と迷子札等を

れるか、申請書と必要書類を同封の

着けましょう。

には安易に応じられません。

うえ郵送にて提出してください。

とのないようにしましょう。不幸な子猫がいなくなりますように，ご協力をお願いします。

④保健所で猫の引き取りには安易に応じられません。

☎㉓５１０６

④保健所で猫の引き取り

⑤エサをあげることの自覚と責任を

持ちましょう。

⑥猫を捨てることは犯罪です。

ご 近 所 に 迷 惑 を か け な い よ う に、

正しく最期まで飼いましょう。

詳しくは県ホーム

ページをご覧ください。

問い合わせ先

大口保健所

猫は責任を持って飼いましょう。２月は猫の繁殖行動の始まる頃です。産まれてから困るこ

大口保健所 ☎㉓5106

☎㉖０１７９

別紙

～２月は猫適正飼養推進月間です～

問い合わせ先

伊佐市商工会大口本所

月号」

新しい『まごし温泉』
のオープンを楽しみにお待ちください。

菱刈支所

まごし温泉の休業

「広報いさ

でお知らせしました

が、現在、まごし温泉

の新築工事を行っており、

これまでのまごし温泉から

新しい温泉施設へ配管のつ

なぎ変えを行う必要がある

ため、現在のまごし温泉は

２ 月８ 日（月）から休業 となります。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご

理解とご協力をお願いします。

※新しい温泉施設は、令和３年４月
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