かごしま

８月の集団健
（検）
診日程表

19面にも掲載

老人介護手当・家族介護慰労金
①老人介護手当
対本市に１年以
上住み、要介護
３以上で寝たき
りか重度認知症
の65歳以上の在宅高齢者を、同
居などで６カ月以上介護してい
る人（被介護者も本市に１年以
上住み、在宅でない期間が通算
で31日を超えないこと） ◇支
給額…年額９万円（被介護者が
国の特別障害者手当や経過的福
祉手当を受給しているときは年
額４万5000円） ◇申請期限…
８月31日（木）
②家族介護慰労金
対１年間継続して要介護４以
上で、その間介護保険のサー
ビス（年間７日以内のショート
ステイの利用を除く）を利用し
なかった65歳以上の高齢者を１
年以上介護している人 ※介護
者、被介護者ともに本市に住
み、住民税非課税世帯の人であ
ること ◇支給額…年額10万円
◇申請は随時受け付け 問長寿
支援課☎216-1267D224-1539
特別障害者手当などの現況届
◇特別障害者手当、障害児福祉
手当、経過的福祉手当の受給者
は、８月上旬に送付する「現況
届・所得状況届」を直接か郵送
で提出してください ※届け出
がないときは支給されません
◇提出期限…９月７日（消印有
効） ◇今年１月２日以降に本
市に転入した人は、前住所の所
得額課税額証明書を添付して
ください 問障害福祉課☎2161273D216-1274
精神障害者保健福祉手帳の更新
◇更新は２年に１回で、有効期
限の３カ月前から手続きができ
ます 問保健予防課☎803-6929
D803-7026、各保健福祉課
臨時福祉給付金（経済対策分）の
申請期限は８月14日（必着）です
対平成28年度の市県民税の非課
税者 ※課税者の被扶養者や生
活保護受給者などを除く ◇支
給額…１人につき１万5000円
◇申請が済んでいない人には案
内はがきを送付しています
◇期限までに申請がないときは
受給を辞退したものとみなされ
ます 問給付金コールセンター
☎808-0767D216-1242（ 健 康 総
務課）
カクニンジャ

申請は８月14
日
（月）
まで！
申請はお早め
に！

いきいき受診券で定期的に健（検）診を受けましょう
■特定・長寿健診の集団健診会場（保険証が必要） ※予約不要
日
10
15
16

曜
場 所
木 向陽小学校
火 東部保健センター
水 武小学校
荒田小学校
郡山地区保健センター
17 木
スパランド裸・楽・良

田上台福祉館
郡山地区保健センター
郡山地区保健センター
19 土
ヘルスサポートセンター鹿児島
21 月 星峯東小学校
北部保健センター
22 火
オロシティーホール
（卸本町）
18 金

23 水 西谷山小学校
24 木 武岡小学校
25 金 中央保健センター
県民総合保健センター
26 土
オロシティーホール
（卸本町）
28 月 西陵小学校
29 火 伊敷台小学校
30 水 桜丘西小学校
宇宿小学校
31 木
市民文化ホール
（４階会議室）

受付時間
９時〜11時
９時〜10時30分

８時30分〜10時30分
日本健康倶楽部
要予約☎273-5591
９時〜11時
８時30分〜10時30分
要予約☎267-6292
８時30分〜10時30分
９時〜10時30分
日本健康倶楽部
要予約☎273-5591
８時30分〜10時30分
９時〜10時30分
８時30分〜10時30分
日本健康倶楽部
要予約☎273-5591
８時30分〜10時30分
９時〜11時
日本健康倶楽部
要予約☎273-5591

※南部保健センターは毎月第１金曜日、西部保健センターは毎月
第２火曜日に実施（受付時間９時〜10時30分）
※後期高齢者医療の加入者はいきいき受診券も必要
対40歳以上の国保加入者か後期高齢者医療の加入者など 料無料
問サンサンコールかごしま☎099-808-3333D099-808-2525
■事前予約が必要な検診の集団検診会場
日 曜
10 木
12 土
16 水
17 木
18 金
19 土
20 日
21 月

23 水
24 木
25 金
26 土
28 月
29 火
30 水
31 木

検 診
胃・腹部

場 所
向陽小学校 ※９時〜10時
広木小学校
（午前のみ）
子宮・乳
中央保健センター
胃・腹部 武小学校
胃・腹部・ ヘルスサポートセンター鹿児島
（いずれも午前のみ）
子宮・乳 ※女性のみ
荒田小学校
胃・腹部
郡山地区保健センター
乳のみ
中央保健センター
（夜間のみ） ※17時〜19時
胃・腹部・ ヘルスサポートセンター鹿児島
子宮・乳 ※女性のみ
（いずれも午前のみ）
郡山地区保健センター
胃・腹部
ヘルスサポートセンター鹿児島
子宮・乳 県民総合保健センター
胃・腹部 星峯東小学校
東桜島支所
（午前のみ） ※９時30分〜10時
子宮・乳
桜島地区保健センター
（午後のみ）
ヘルスサポートセンター鹿児島
胃・腹部
西谷山小学校
子宮・乳 田上小学校
胃・腹部・ ヘルスサポートセンター鹿児島
子宮・乳 ※女性のみ
（いずれも午前のみ）
武岡小学校
胃・腹部
南部保健センター
子宮・乳 武小学校
（午前のみ）
県民総合保健センター
胃・腹部
西陵小学校
子宮・乳 西陵中学校
ヘルスサポートセンター鹿児島
胃・腹部
伊敷台小学校
子宮・乳 緑丘中学校
（午前のみ）
胃・腹部 桜丘西小学校
子宮・乳 東部保健センター
（午前のみ）
胃・腹部・ ヘルスサポートセンター鹿児島
子宮・乳 ※女性のみ
（いずれも午前のみ）
胃・腹部 宇宿小学校 ※９時〜10時

◇受付時間

①胃・腹部 ８時30分〜９時30分
②子宮・乳 ８時30分〜９時か13時〜13時30分
対市内に住む40歳以上（子宮がん検診は20歳以上）
で、職場で受診
機会のない人（保険証が必要）
料胃がん検診1000円、腹部超音波検診1200円、子宮がん検診600円、
乳がん検診（40歳代）1300円・
（50歳以上）
800円
申がん検診専用ダイヤル☎214-5489D803-7026
（保健予防課）
※ヘルスサポートセンター鹿児島☎267-6292D260-1780での検
診は、直接予約が必要。
半日がん検診は県民総合保健センター
☎220-2332D220-2603で直接予約が必要
＋

医療費の一部負担金の減免
◇倒産・解雇などによる失業
（定
年・自己都合などによる退社は
除く）
、疾病、負傷などで申請月
の世帯収入が前年同月に比べ７
割以下に激減したときや被災し
たときは、申請月から３カ月間、
医療費の自己負担額が減免され
ることがあります 問国民健康
保険課☎216-1228D216-1200
特定疾病療養受療証の送付
◇70歳未満の国保
加入者で特定疾病
療養受療証を持っ
ている人に、新し
見本
い有効期限の受療
証を７月末に発送
しました ◇届いていない人は
連絡を 問国民健康保険課
☎216-1228D216-1200
国保税の口座振替・自動払込
制度をご利用ください
◇各金融機関（ゆうちょ銀行を
含む）か国民健康保険課、各支
所の国保担当窓口にある所定の
用紙で申し込んでください
※通帳、通帳印、納税通知書か
保険証が必要 問国民健康保険
課☎216-1230D216-1200
介護保険料は必ず納めましょう
◇介護サービスが必要になった
ときに安心して受けられるよう
保険料は必ず納めましょう
◇失業や長期入院などで収入が
減り、保険料の納付が困難と認
められる人は、保険料の減免を
受けることができます 問介護
保険課☎216-1279D219-4559
後期高齢者医療保険料の
口座振替への変更
◇今年12月分の特別徴収（年金
からの天引き）を中止し、口座
振替を希望する人は、９月８日
までに納付方法変更申出書の提
出を（年度内の保険料の総額は
変わりません） ◇必要なもの
…保険証、通帳、通帳印（本人
以外の口座から引き落としを希
望するときは、本人の印鑑も必
要） ◇引き続き年金からの天
引きを希望する人や、申出書を
提出済みの人は手続き不要
問長寿支援課☎216-1268D2241539、各支所の福祉課・保健福
祉課
後期高齢者医療保険料・一部
負担金の減免
◇災害などにより重大な損害を
受けたときや特別な事情により
生活が著しく困窮し、保険料・
一部負担金を収めることが困難
な人は、保険料・一部負担金が
減免されることがあります
問長寿支援課☎216-1268D2241539

福祉・生活衛生
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国保・介護保険
後期高齢者医療保険

健康・福祉

市民のひろば
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