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国民健康保険に関するお知らせ
①保険証の有効期限は３月31日
◇新しい保険証は、今月下旬に
世帯主宛てに郵送します　問国
民健康保険課☎216-1228D216-
1200
② 学生特例を受けている人の手
続き

◇学校を卒業す
る人は脱退の手
続き、進学する
人は特例延長の
手続きが必要で
す　◇手続き方法など詳しくは
サンサンコールかごしま☎099-
808-3333D216-1200（国民健康保
険課）へ
国保加入者の入院時の食事代
が変わります
◇食事療養費標準負担額（１食
当たり）

区　分 ３月
まで

４月
以降

市民税課税世帯 360円 460円

市
民
税
非
課
税
世
帯

入院
（90日まで） 210円

変更
なし

入院
（91日以降） 160円

所得が一定基
準に満たない
世帯（★）

100円

★は世帯主と
国保加入者の
各収入金額か
ら必要経費・
控除額を差し
引いた所得が０円となる世帯
で、70歳以上の人　◇市民税非
課税世帯と指定難病患者、小児
慢性特定疾病患者などの標準負
担額は変更ありません　◇市民
税非課税世帯の人は、国保窓口
で国保標準負担額減額認定証か
国保限度額適用・標準負担額減
額認定証の交付を受け、医療機
関へ提出してください　問サン
サンコールかごしま☎099-808-
3333D216-1200（国民健康保険
課）

友愛タクシー券の有効期限は
３月31日
◇来年度分は今月下旬に本人宛
てに郵送します　◇新たに要件
に該当することになった障害者
手帳の所持者は申請が必要です
◇友愛タクシー券と友愛パス・
敬老パスとの重複交付はできま
せん　※入浴機能のみの敬老パ
スを交付されている人は友愛タ
クシー券の交付を受けられます
問サンサンコールかごしま
☎099-808-3333D216-1274（障
害福祉課）

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 曜 場　所 受付時間
12 月 郡山地区保健センター ８時30分～10時30分
13 火 西部保健センター ９時～10時30分

14 水
中央保健センター ８時30分～10時30分

テクノホール（宇宿二丁目） 日本健康倶楽部
要予約☎273-5591

17 土 県民総合保健センター ８時30分～10時30分
20 火 東部保健センター

９時～10時30分23 金 中央保健センター
27 火 北部保健センター
※南部保健センターは毎月第１金曜日に実施
※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（保険証が必要）
日 曜 検　診 場　所
10 土 子宮・乳 県民総合保健センター

12 月 胃・腹部
郡山地区保健センター
ヘルスサポートセンター鹿児島

13 火 乳のみ 南部保健センター（午前のみ）

14 水
胃・腹部 中央保健センター
胃・腹部・
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島
※女性のみ（いずれも午前のみ）

15 木 胃・腹部 西陵福祉館（受付時間９時～10時）

16 金 胃・腹部・子宮・乳
ヘルスサポートセンター鹿児島
※女性のみ（いずれも午前のみ）

17 土
胃・腹部 県民総合保健センター
子宮・乳 中央保健センター

19 月
胃・腹部

ヘルスサポートセンター鹿児島
20 火 南部保健センター
23 金 乳のみ 中央保健センター（午後のみ）
24 土 子宮・乳 県民総合保健センター
26 月 胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島

28 水 胃・腹部・子宮・乳
ヘルスサポートセンター鹿児島
※女性のみ（いずれも午前のみ） 

◇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

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

内地域医療支援病院としての市立病院の役割に関する講演、生活
習慣病の原因と予防に関する講演

期５月27日（日）13時～15時50分　所市立病院　定200人　料無料
申往復はがきかファクス、メールで受講希望人数（２人まで）、住
所、氏名、電話番号、テーマに関する質問を４月10日（必着）まで
に〒890-8760上荒田町37-1市立病院総務課「市民のための医療
フォーラム」係☎230-7000D230-7070メールkch-info@kch.kagoshi
ma.jpへ

３月の集団健（検）診日程表

市立病院 市民のための医療フォーラム
もっと知ろう生活習慣病のこと～その原因と予防～

高齢者福祉バスをご利用ください
対老人クラブか60歳以上の人を
一定数以上含む団体　申はがき
に団体名、責任者氏名・住所・
連絡先、利用人数、利用希望日
（第３希望まで）を書いて、各申
込期限までに〒892-8677山下町
11-1長寿支援課☎216-1266
D224-1539へ

利用年月 申込期限（必着）
平成30年６・７月 ４月10日
　 〃 　８・９月 ６月８日
　 〃 　10・11月 ８月10日
　 〃 　12月 10月10日平成31年１月
　 〃 　２・３月 12月10日
　 〃 　４・５月 平成31年２月８日
※今年５月分までの受け付けは
終了しています

長寿あんしん相談センターを
ご利用ください
◇高齢者の皆
さんが住み慣
れた地域で安
心して暮らし
続けることが
できるよう、
地域の総合相談窓口として、市
内17カ所で必要な援助・支援を
行っています　◇相談は、電話
や窓口のほか自宅へも訪問しま
す　◇相談日時…月～金曜日の
８時30分～17時　問長寿あんし
ん相談センター本部☎813-1040
D813-1041
敬老パス・すこやか入浴
①敬老パス
◇満70歳の
誕生日の２
週間前から
敬老パスを
交付します（利用は誕生日から）
※友愛タクシー券の交付を受け
ている人は入浴機能のみの敬老
パスを交付　◇必要なもの…顔
写真１枚（縦４㎝×横３㎝で３
カ月以内に撮影したもの）、印
鑑（認め可）、身分証（保険証な
ど）　※受け取りは本人のみ
②すこやか入浴
◇70歳以上の人が敬老パスか友
愛パスを
提示した
とき、公
衆浴場組
合に加盟
している市内の公衆浴場に100
円で入浴できます（回数制限あ
り）　問サンサンコールかごし
ま☎099-808-3333D224-1539
（長寿支援課）

福　祉

国民健康保険

平成29年度のいきいき受診券の使用期限は３月31日です

３月の第２木曜日は世界腎臓デー
　成人の８人に１人がCKD（慢性腎臓病）
の疑いがあるといわれています。早期発見
のためにも健診を受けましょう。


