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国保の被保険者証（保険証）の更新
◇今月から使用できる新しい保険
証を先月中旬に郵送しました。有
効期限のご確認を　◇窓口受け取
りの手続きをした人は、先月まで
使用していた保険証と印鑑を持っ
て、受け取りを希望した窓口で受
け取ってください　問国民健康保
険課216-1228（D216-1200）
国保税の特別徴収（仮徴収）
◇昨年度に特別徴収（年金からの
支払い）された人は４・６・８月
に支給される年金から２月と同額
の国保税を仮徴収します　◇新た
に特別徴収になる人（昨年４月２
日以降に本市の国保加入者全員が
65歳以上になった世帯など）は４・
６・８月に昨年度国保税の２カ月
相当額を仮徴収します　◇今年度
の国保税が決定した後、その年税
額と仮徴収した額との差額を10・
12・来年２月に年金から本徴収し
ます　問国民健康保険課216-1229

（D216-1200）
外来人間ドックの利用補助希望
者募集

①国民健康保険
対今月１日現在、35歳以上（昭和14
年６月30日以前に生まれた人を除
く）で、昨年度国保税完納世帯の人
（昨年度受診者を除く）　定505人
②後期高齢者医療保険
対昨年度の後期高齢者医療保険料
を完納している人（昨年度受診者と
昨年度国民健康保険などで受診し
た人を除く）　※現在74歳の人で６
月30日までに75歳になる人は申し
込み可　定76人
①②共　◇補助額…検査費用の半
額（消費税は本人負担。上限２万

申請・お知らせ

講座・催しなど

円）　◇実施機関は各問い合わせ
先へ確認を　※定員を超えたら抽
選　申保険証と印鑑を持って４月
17日～５月16日に①は国民健康
保険課か各支所の国保担当窓口、
②は長寿支援課か各支所の福祉
課・保健福祉課へ　問サンサン
コールかごしま099-808-3333

（D国民健康保険課216-1200、長寿
支援課224-1539）
脳ドック利用補助希望者募集

①国民健康保険
対今月１日現在、35歳以上（昭和14
年６月30日以前に生まれた人を除
く）で、昨年度国保税完納世帯の人

成します　※事前に登録が必要　
対身体障害者手帳１・２級、知能
指数35以下（療育手帳のＡ・Ａ１・
Ａ２）、身体障害者手帳３級の所持
者で知能指数36以上50以下（療育
手帳Ｂ１）のいずれかに該当する
１歳以上の人　問サンサンコール
かごしま099-808-3333（障害福祉
課D216-1274）
市民福祉手当（重度障害児手当）
は毎年申請が必要です
対今月１日現在で本市に引き続き
１年以上住み、身体障害者手帳１・
２級、療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ１、精
神障害者保健福祉手帳１・２級を
持つ20歳未満の人（保護者が申請。
所得制限なし）　※施設入所者や
障害児福祉手当受給者を除く　
申手帳、本人か保護者名義の通帳、
印鑑を持って障害福祉課216-1273

（D216-1274）か各支所の福祉課・
保健福祉課へ
鹿児島市ナイスハートカタログ
最新版を作成しました
◇市内の障害者施設で
作られている商品や提
供しているサービスな
どを掲載しています
◇市障害福祉課でも配
布します（数に限りあり）　問障害福
祉課216-1272（D216-1274、Ihttp:
//www.nice-heart.com）
保育所等訪問支援
内保育所などを訪問し、障害児や
保育所などの職員への支援　対保
育所などに通う専門的な支援を必
要とする障害児　料無料　申必要

（受給者証の交付を受ける必要あ
り）　◇実施事業所など詳しくは
障害福祉課216-1304（D216-1274）
へ
障害福祉サービス
◇身体障害者手帳の所持の有無に
かかわらず、難病患者などで一定
の障害がある人も居宅介護などの
障害福祉サービスなどの利用がで
きます　◇詳しくは障害福祉課
216-1304（D216-1274）か谷山福祉
部福祉課へ
ＨＴＬＶ－１（ヒトＴ細胞白血
病ウイルス１型）の無料検査
対16歳以上の検査を希望する人
（妊婦は除く）　期毎月第１・３月
曜日13時30分～15時　※要予約
所中央保健センター　問保健予防
課258-2358（D258-2392）

　各支所の福祉課・保健福祉課・保健所 問い合わせ先　

集団検診を受けましょう

（昨年度受診者を除く）　定350人
②後期高齢者医療保険
対昨年度の後期高齢者医療保険料
を完納している人（昨年度受診者
と昨年度国民健康保険などで受診
した人を除く）　※現在74歳の人で
６月30日までに75歳になる人は申
し込み可　定81人
①②共　◇補助額…検査費用の半
額（消費税は本人負担。上限２万
円）　◇実施機関は各問い合わせ
先へ確認を　※定員を超えたら抽
選　申保険証と印鑑を持って４月
24日～５月16日に①は国民健康
保険課か各支所の国保担当窓口、
②は長寿支援課か各支所の福祉
課・保健福祉課へ　問サンサン
コールかごしま099-808-3333

（D国民健康保険課216-1200、長寿
支援課224-1539）
はり、きゅう施設利用券

①国民健康保険被保険者
対昨年度国保税完納世帯の人
②後期高齢者医療保険被保険者
対昨年度後期高齢者医療保険料を
完納している人
①②共　◇補助額…１回（枚）1100
円（年間60枚まで。申請月で交付
枚数が異なります）　申保険証を
持って①は国民健康保険課か各支
所の国保担当窓口、②は長寿支援
課か各支所の福祉課・保健福祉課
へ　問サンサンコールかごしま
099-808-3333（D国民健康保険課
216-1200、 長寿支援課224-1539）
重度心身障害者等医療費助成
◇重度障害者が各種健康保険で医
療を受けたときの自己負担額を助

◇受付時間　胃・腹部：８時30分～９時30分
　　　　　　子宮・乳：８時30分～９時か13時～13時30分
◇受診時には「いきいき受診券」と「保険証」をお持ちください
◇�ヘルスサポートセンター鹿児島267-6292（D260-1780）での検診は直接予
約が必要です

■４月の集団検診

問がん検診専用ダイヤル214-5489（D保健予防課258-2392）

日 曜 検　診 場        所

９ 水

胃・腹部
子宮・乳

ヘルスサポートセ
ンター鹿児島（午前
のみ）　※女性のみ

胃・腹部 吉田南中学校

胃・腹部 吉田校区コミュニ
ティセンター

10 木
胃・腹部 牟礼岡校区コミュ

ニティセンター

胃・腹部 ＪＡグリーン鹿児
島吉田南支店

11 金 胃・腹部 南部保健センター

13 日 胃・腹部 吉田地区保健セン
ター

14 月

胃・腹部 ヘルスサポートセ
ンター鹿児島

胃・腹部 吉田地区保健セン
ター

子宮・乳 北部保健センター
（午前のみ）

15 火 子宮・乳 郡山地区保健セン
ター（午前のみ）

16 水

胃・腹部
子宮・乳

ヘルスサポートセ
ンター鹿児島（午前
のみ）　※女性のみ

胃・腹部 大明丘小学校

子宮・乳 吉田地区保健セン
ター（午前のみ）

●谷山福祉部福祉課
☎269-8472･8473 FAX267-6555

●伊敷福祉課
☎229-2113 FAX229-6894

●吉野福祉課
☎244-7379 FAX243-0816

●吉田保健福祉課
☎294-1214 FAX294-3352

●桜島保健福祉課
☎293-2360 FAX293-3744

●喜入保健福祉課
☎345-3755 FAX345-2600

●松元保健福祉課
☎278-5417 FAX278-4189

●郡山保健福祉課
☎298-2114 FAX298-2916

●保健所代表
　(保健総務課･生活衛生課･保健予防課･中央保健センター)

☎258-2321 FAX258-2392
●北部保健センター

☎244-5693 FAX244-5698
●東部保健センター

☎216-1310 FAX216-1308
●西部保健センター

☎252-8522 FAX252-8541
●南部保健センター

☎268-2315 FAX268-2928
●吉田地区保健センター

☎294-1215 FAX294-3352
●喜入地区保健センター

☎345-3434 FAX345-3437

スパランド裸
ら

・楽
ら

・良
ら

グラウン
ド・ゴルフ大会
期５月14日（水）９時～（受け付け
は８時～）　※雨天予備日５月21
日（水）　所郡山総合運動場
定168チーム（１チーム５
人。超えたら抽選）　料１人
1000円（弁当代込み）　申ス
パランド裸・楽・良にある申込書、は
がき、ファクスでチーム名、代表者
の住所・氏名・電話番号、参加者全
員の氏名、年齢、生年月日、性別を
書いて４月30日（必着）までに〒891-
1102東俣町1450スパランド裸・楽・
良245-7070（D245-7088）へ

日 曜 検　診 場        所

17 木
胃・腹部 吉田小学校

子宮・乳 松元地区保健セン
ター（午前のみ）

18 金 胃・腹部 清水小学校

19 土 子宮・乳 県民総合保健セン
ター（午前のみ）

21 月 胃・腹部
ヘルスサポートセ
ンター鹿児島

胃・腹部 草牟田小学校
22 火 胃・腹部 西伊敷小学校

23 水
胃・腹部
子宮・乳

ヘルスサポートセ
ンター鹿児島（午前
のみ）　※女性のみ

胃・腹部 坂元台小学校
24 木 胃・腹部 大龍小学校

26 土 胃・腹部
ヘルスサポートセ
ンター鹿児島

子宮・乳 中央保健センター

28 月 胃・腹部 ヘルスサポートセ
ンター鹿児島

30 水
胃・腹部
子宮・乳

ヘルスサポートセ
ンター鹿児島（午前
のみ）　※女性のみ

胃・腹部 北部保健センター


