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高齢者いきいきポイント推進
事業登録説明会
内高齢者の健康診査の受診やボ
ランティア活動でためたポイン
トを、交付金に換えたり寄付し
たりできる制度の説明会　対市
内に住む65歳以上で、要支援・
要介護認定を受けていない人
期①４月23日（木）14時～15時、
②４月24日（金）14時～15時
所①市民福祉プラザ５階、②谷
山支所４階　申不要　※当日は
介護保険被保険者証が必要
問市社会福祉協議会ボランティ
アセンター☎221-6072D221-6075
なくそう！受動喫煙
～飲食店などでもスタート～
◇改正健康増進法の全面施行に
より、飲食店や事業所などの施
設が原則屋内禁煙（屋内での喫
煙は喫煙室だけ）・20歳未満の
喫煙エリアへの立ち入り禁止・
喫煙室の標識掲示が義務とな
りました　問保健政策課☎803-
6861D803-7026

AED（自動体外式除細動器）の
無料貸し出し
◇迅速な救命活動のため、市内
で行事を主催する団体などに、
AEDを貸し出します　問生活衛
生課☎803-6881D803-7026

市知的障害者福祉センター
ふれあい講座（前期）
内プール遊び、バスケットボー
ルなど　対市内に住み療育手帳
の交付を受けているか同程度の
障害と認められる小学生以上の
人と家族　料無料　◇日程など
詳しくは市知的障害者福祉セン
ター（ふれあい館）☎264-8711
D264-8884へ
オープンデイケア「WRAP（元気
回復行動プラン）体験！～就労に
向けた自己理解と自己管理～」
対市内に住む精神障害のある人
期４月11日（土）14時～15時30分
所精神保健福祉交流センター
（はーと・ぱーく）　定20人程度
料無料　申電話で保健所デイケ
ア室☎070-1500-9696D206-8571へ
認知症サポーター養成講座
内認知症の人への対応などの講
話（受講者にはオレンジリング
を差し上げます）　対市内に住
むか通勤・通学する人　期５月
13日（水）10時30分～12時　所鴨
池公民館　定90人程度　料無料
申電話かファクス、メールで長
寿あんしん相談センター本部
☎813-8555D813-1041メールninchi
-entry@kg-shien.orgへ

健　康 講　座 ４月の集団健（検）診日程表

■特定健診・長寿健診の集団健診（保険証が必要）
◇日程や会場などの詳細は、いきいき受診券などに同封している
日程表をご確認ください

※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☎808-3333D808-2525

■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 金 胃・腹部 北部保健センター
11 土 胃・腹部 県民総合保健センター
13 月 胃・腹部 谷山市民会館　※９時～10時

15 水
胃・腹部 坂元台小学校
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）

16 木 胃・腹部 吉田南中学校　※９時～10時
子宮・乳 松元地区保健センター（午前のみ）

18 土 胃・腹部 吉田地区保健センター

20 月 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）

22 水 胃・腹部 ＪＡ鹿児島みらい吉田南支店
子宮・乳 北部保健センター

23 木 胃・腹部 吉田校区コミュニティセンター
子宮・乳 郡山地区保健センター（午前のみ）

24 金 胃・腹部 中央保健センター
子宮・乳 南部保健センター

25 土
胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島
胃・腹部 南部保健センター
子宮・乳 県民総合保健センター

26 日 胃・腹部
子宮・乳 中央保健センター

27 月
胃・腹部 中名校区公民館

子宮・乳 西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ）
（午前のみ）　※９時～10時

28 火 胃・腹部 鹿児島厚生連病院　※８時30分～10時30分
子宮・乳 河頭中学校（午前のみ）　※９時～10時

30 木 胃・腹部 春山小学校
子宮・乳 武岡小学校（午前のみ）　※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30分か13時～13時30分

◇以下の検診は、定期的に開催します（休日は除く）
日　程 検　診 場　所

毎週月曜日
胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島（午前のみ）

乳のみ 鹿児島厚生連病院（午前のみ）
※８時30分～10時

毎週火曜日
子宮・乳 さがらパース通りクリニック（午後のみ） 

乳のみ 鹿児島厚生連病院（午前のみ）　
※８時30分～10時、４月28日を除く

毎週水曜日 乳のみ さがらパース通りクリニック（午後のみ）
毎週木曜日 子宮・乳 さがらパース通りクリニック（午後のみ）

毎週金曜日

胃・腹部・
子宮・乳

ヘルスサポートセンター鹿児島
※女性のみ（午前のみ）

子宮・乳 さがらパース通りクリニック（午後のみ）

乳のみ 鹿児島厚生連病院（午前のみ）
※８時30分～10時

対市内に住む40歳以上（子宮がん検診は20歳以上）で、職場などで
受診機会のない人（保険証が必要）

◇料金など詳しくはがん検診専用ダイヤル☎214-5489D803-7026
（保健予防課）へ　※４月29日～５月６日を除く
　※ ヘルスサポートセンター鹿児島☎267-6292D260-1780、鹿児島厚
生連病院健康管理センター☎256-1133D252-5632、さがらパース
通りクリニック☎224-1816D224-1886は、直接予約が必要

認知症介護教室
期　日 内　容

６月２日（火） 認知症を理解する
６月９日（火） 認知症の介護の仕方
６月17日（水） 利用できるサービス、家族の思い・体験談

◇時間…13時～16時　◇各日、交流会があります
対認知症の人を介護する家族、介護方法を学びたい人
◇認知症の人を同伴するときは別室でボランティアが対応
所県民交流センター　定各45人程度　料無料
申電話かファクスで認知症の人の同伴の有無も５月20日までに
　長寿あんしん相談センター本部☎813-8555D813-1041へ

お知らせ

●谷山福祉部福祉課 谷山支所内
☎269-8472･8473 D267-6555

●伊敷福祉課 伊敷支所内
☎229-2113 D229-6894

●吉野福祉課 吉野支所内
☎244-7379 D243-0816

●吉田保健福祉課 吉田支所内
☎294-1214 D294-3352

●桜島保健福祉課 桜島支所内
☎293-2360 D293-3744

●喜入保健福祉課 喜入支所内
☎345-3755 D345-2600

●松元保健福祉課 松元支所内
☎278-5417 D278-4097

●郡山保健福祉課 郡山支所内
☎298-2114 D298-2916

●中央保健センター 鴨池二丁目25-1-11
☎258-2364 D258-2392

●北部保健センター 吉野町3275-3

☎244-5693 D244-5698
●東部保健センター 本庁西別館１階

☎216-1310 D216-1308
●西部保健センター 永吉二丁目21-6

☎252-8522 D252-8541
●南部保健センター 西谷山一丁目3-2

☎268-2315 D268-2928
●吉田地区保健センター 本城町1687-2

☎294-1215 D294-3352
●喜入地区保健センター 喜入町6100

☎345-3434 D345-3437

　各支所の福祉課・保健福祉課、保健センター 問い合わせ先　

特定健診・長寿健診を年に１回は受診しましょう
　特定健診・長寿健診を継続して受けることで経年の変化が
分かり、細やかな健康管理をすることができます。
【受診のメリット】
・約１万円相当の検査を無料で受けられる
・生活習慣病などを早期に発見し重症化を防げる
・「特定健診等トク得応援隊」に登録されているお店や施設
などで使えるお得な特典付きクーポンをもらえる　など

問 国民健康保険課☎808-7505D216-1200、長寿支援課☎216-
1268D224-1539
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国民健康保険・
後期高齢者医療保険

障害者福祉

国民健康保険証の更新
◇今月から使用できる緑色の保
険証を先月中旬に郵送しました
ので、有効期限の確認を　◇窓
口受け取りの手続きをした人は、
先月までの紫色の保険証と印鑑
を持って、希望した窓口へ
問国民健康保険課☎216-1228
D216-1200
国保の加入・脱退
①加入
◇退職などにより職場の健康保
険資格を喪失したときは、国保
への加入手続きが必要です
◇必要なもの…健康保険の資格
喪失証明書、手続きに来る人の
顔写真付き公的身分証明書（運
転免許証など）、印鑑、世帯主
と加入する人のマイナンバーが
分かるもの（通知カードなど）、
別世帯の代理人のときは委任状
②脱退
◇就職などにより職場の健康保
険に加入したときは、国保から
の脱退手続きが必要です　◇必
要なもの…職場の健康保険証
（該当者全員分、写し可）、国民
健康保険証（該当者全員分）、手
続きに来る人の顔写真付きの
公的身分証明書（運転免許証な
ど）、世帯主と脱退する人のマ
イナンバーが分かるもの（通知
カードなど）
①②共
問サンサンコールかごしま☎808-
3333D216-1200（国民健康保険課）
国保税の年金特別徴収（仮徴収）
◇２月に国保税を特別徴収（年金
からの差し引き）された人は、
４・６・８月に支給される年金
から２月と同額を仮徴収します
◇新たに特別徴収となる人（前年
４月２日以降に65歳以上になっ
た世帯など）は、原則４・６・８
月に前年度の国保税の２カ月分
相当額を仮徴収します　◇本年
度の国保税決定後、その年税額
と仮徴収額との差額を10・12月・
翌年２月の年金から本徴収しま
す　問国民健康保険課☎216-
1229D216-1200

市立病院の初診時には紹介状をお持ちください ゆうあい福祉バス（車いす用リフト付きバス）を
利用しませんか◇市立病院は、かかりつけ医を支援し、地域医療の中核的役割を

果たす「地域医療支援病院」として、地域の医療機関と連携し
た医療を提供しています

◇初診で紹介状がないときは、診療費
　と別に初診時選定療養費5500円（税
　込み）が必要になることがあります
◇かかりつけの病院で紹介状をもらい、
　予約してから受診してください
◇予約は月～金曜日の９時～17時に医療連携室☎230-7103へ
問市立病院医事情報課☎230-7000D230-7070

◇障害者の団体が行事やレクリエーションなどに参加するときに
無料で利用できます（有料道路通行料金、渡船料、駐車場使用
料金などは利用者負担）

定24人（車いす２台使用時は22人）
◇利用時間　９時30分～16時30分
◇運行範囲　県内（離島を除く）
◇運休日　12月29日～１月３日と
　車両点検日
申利用希望日の前月の１日（土・日曜日、休日のときは最初の開庁日）
から利用希望日の10日前までに障害福祉課☎216-1272D216-1274へ

国保税の年金特別徴収の平準化
◇国保税の特別徴収（年金からの
差し引き）では、所得状況の変化
や制度の変更などにより、４・
６・８月の徴収額（仮徴収額）と
10・12月・翌年２月の徴収額（本
徴収額）に大きな差が生じること
があります　◇このような世帯
は、６・８月の仮徴収額を変更
して、年間の徴収額ができるだ
け均等になるように調整します
※国保税額に前年度から変動が
あるときは、平準化できるまで
複数年かかることがあります
問国民健康保険課☎216-1229
D216-1200
はり、きゅう施設利用券
①国民健康保険
対国保税に滞納がない世帯の人
で、40歳以上は平成30年４月以
降に特定健診などを受診してい
ること　◇保険証を持って国民
健康保険課か各支所の国保担当
窓口へ　問サンサンコールかご
しま☎808-3333D216-1200（国
民健康保険課）
②後期高齢者医療保険
対平成30年４月以降に長寿健診
などを受診した、後期高齢者医
療保険料の滞納がない人　◇保
険証を持って長寿支援課か各支
所の福祉課・保健福祉課へ
問長寿支援課
☎216-1268
D224-1539
①②共
◇補助額…１回（枚）1100円（年
間60回まで。申請月で補助回数
が異なります）
人間ドック・脳ドック利用補助
①国民健康保険
対４月１日現在35歳以上（昭和
20年６月30日以前に生まれた人
を除く）で、国保税に滞納がな
い世帯の人（昨年度同じドック
補助を受けた人を除く）　定人
間ドック500人、脳ドック350人
◇受付窓口…国民健康保険課か
各支所の国保担当窓口　問サン
サンコールかごしま☎808-3333
D216-1200（国民健康保険課）
②後期高齢者医療保険
対後期高齢者医療保険料に滞納
がない人（昨年度受診者と昨年度
国保などで同じドック補助を受

けた人を除く）　※６月30日ま
でに75歳になる人も申し込み可
定人間ドック112人、脳ドック
73人　◇受付窓口…長寿支援課
か各支所の福祉課・保健福祉課
問長寿支援課☎216-1268D224-
1539
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）
◇人間ドックと脳ドックの同時
申し込みは不可　申保険証と印
鑑を持って人間ドックは４月９
日～５月８日に、脳ドックは４月
16日～５月８日に各受付窓口へ
葬祭費の支給
◇国保や後期高齢者医療保険の
被保険者が亡くなったとき、喪
主に葬祭費として２万円を支給
します　※社会保険の被保険者
が資格喪失後３カ月以内に亡く
なったときなどは、以前加入し
ていた社会保険から支給される
ことがあります　◇申請期間…
葬儀の翌日から２年以内　◇必
要なもの…保険証、死亡診断書
か埋（火）葬許可書の写し、喪主
の印鑑、通帳、手続きする人の
本人確認書類（運転免許証など）、
国保は亡くなった人のマイナン
バーが分かるもの　問国保はサ
ンサンコールかごしま☎808-
3333D216-1200（国民健康保険
課）、後期高齢者医療保険は長寿
支援課☎216-1268D224-1539

後期高齢者医療保険料の
口座振替への変更
◇８月分の特別徴収（年金から
の支払い）を中止し、口座振替
を希望する人は、５月８日まで
に納付方法変更申出書の提出を
（年度内の支払い総額は変わり
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支払いを
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☎216-1268D224-1539、各
支所の福祉課・保健福祉課

障害福祉サービスの利用
◇障害者手帳の所持にかかわら
ず、発達障害や難病患者など一
定の障害がある人は、居宅介護
などの障害福祉サービスを利用
できることがあるのでご相談く
ださい　問障害福祉課☎216-
1304D216-1274
一人で外出が難しい障害者（児）
の移動を支援します
◇旅行やイベントに出掛けると
きに同行するなどの支援をしま
す　対身体障害者手帳の第１種
か療育手帳を持っている人
※重度訪問介護や同行援護など
の利用者を除く　◇65歳になる
日より前の５年間継続して移動
支援の支給決定を受けていた人
なども利用できますのでご相談
ください　問障害福祉課☎216-
1304D216-1274

重度心身障害者等医療費助成金
◇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
を助成します　※事前登録が必
要（資格証をお渡しします）
対身体障害者手帳１・２級、知
能指数35以下（療育手帳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）のいずれかに当てはま
る１歳以上の人　申障害福祉課
や各支所の福祉課、病院などに
ある支給申請書を直接病院へ。
市外の病院など医療機関の窓口
で受け付けができないときは、
領収証を添えて障害福祉課
☎216-1273D216-1274か各支所
の福祉課・保健福祉課へ
市知的障害者福祉センター
（ふれあい館）利用説明会
内ふれあい館の利用手続き・講
座、年間イベントなどの紹介
対本年度利用を考えている事業
所や各種団体　期４月23日（木）
10 時～12時　所ふれあい館
定なし　料無料　問ふれあい館
☎264-8711D264-8884


