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１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)
◇日程や会場は、いきいき受診券などに同封している日程表を確
認してください　

　※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 日 胃・腹部 県民総合保健センター

12 火
胃・腹部 原良小学校 ●
子宮・乳 南部保健センター ☆
乳のみ 喜入地区保健センター（午前のみ）

13 水

胃・腹部 紫原小学校 ●
子宮・乳 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（午前のみ）
※女性のみ

14 木 胃・腹部 武岡小学校 ●
子宮・乳 松元地区保健センター ●

15 金 胃・腹部 田上小学校 ●
乳のみ 西部保健センター（午後のみ）

16 土 胃・腹部 南部保健センター

17 日
胃・腹部 厚生連健康管理センター　※８時30分～10時30分
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

18 月 胃・腹部 明和小学校
19 火 胃・腹部 西田小学校 ●

20 水
胃・腹部 桜丘東小学校 ●
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

21 木 胃・腹部 喜入地区保健センター

22 金 胃・腹部 中央保健センター
子宮・乳 ＪＡ鹿児島みらい坂之上支店 ●

23 土 胃・腹部 南部保健センター
子宮・乳 県民総合保健センター ☆

24 日 胃・腹部 県民総合保健センター
子宮・乳 吉田地区保健センター ☆

25 月
胃・腹部 西陵中学校 ●

子宮・乳 天文館ベルク広場
※８時30分～11時、13時～14時30分

26 火 胃・腹部 西部保健センター
郡山中央構造改善センター

27 水 胃・腹部 宇宿小学校 ●
郡山中央構造改善センター

子宮・乳 北部保健センター ☆
28 木 胃・腹部 武小学校 ●

29 金 胃・腹部 南部保健センター
乳のみ 郡山地区保健センター（午前のみ）

30 土 胃・腹部 中央保健センター
子宮・乳 南部保健センター ☆

31 日 子宮・乳 中央保健センター ☆
◇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、13時～13時30分
　　　　　　※●は９時～10時、☆は９時～10時、13時～13時30分

◇以下の検診は、毎週開催します（休日は除く）
曜　日 検　診 場　所

月 胃・腹部 ヘルスサポートセンター鹿児島（午前のみ）
乳のみ 厚生連健康管理センター　※８時30分～10時

火 子宮・乳 さがらパース通りクリニック（午後のみ）
乳のみ 厚生連健康管理センター　※８時30分～10時

水 乳のみ
さがらパース通りクリニック（午後のみ）木 子宮・乳

金

子宮・乳
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

乳のみ 厚生連健康管理センター　※８時30分～10時月～金 胃・腹部
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
　※ ヘルスサポートセンター鹿児島☎267-6292D260-1780、厚生
連健康管理センター☎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

●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　

　認定を受けると、市県民税や所得税の申告の
ときに障害者に準じて障害者控除が受けられる
認定書を交付します。
対要介護認定を受け、一定の要件を満たす65歳
　以上の人
◇必要なもの…申請者と対象者の印鑑
申詳しくは長寿支援課☎216-1267D224-1539か
　谷山福祉部福祉課☎269-8472D267-6555へ

障害者控除対象者認定の申請

長寿支援課 福谷 主事

対象要件など、
ご不明な点はお
気軽にご相談く
ださい

ケアハウスで安心して自立した生活を
　ケアハウスは、個室で生活しながら食事、入浴などの基本的な
サービスを受けられる施設です。
対60歳以上で、自炊ができない程度の身体機能の低下な
　どが認められ、独立して生活することに不安がある人
料入居時の預り金や前年度の収入に応じた利用料（毎月
　８～21万円程度）

施設名 問い合わせ先
ケアハウス照国（照国町） ☎226-3141
クレール下荒田（下荒田二丁目） ☎255-5521
ライフイン鴨池（下荒田四丁目） ☎213-5222
ケアハウス出会い坂（草牟田一丁目） ☎223-3138
ケアハウス西陵（西陵一丁目） ☎282-4373
夾
きょう

竹
ちく

灯
とう

（山田町） ☎264-6715
ケアハウスしゅうゆう（山田町） ☎275-9881
にじの郷

さと

小松原（小松原一丁目） ☎210-5130
旭ヶ丘園（平川町） ☎262-2222
桜の苑

その

（下福元町） ☎284-6383
シルバーフラット武岡台（小野町） ☎283-6870
優和の里（吉野町） ☎243-0565
寿楽苑（下田町） ☎248-5151
大原の里（本名町） ☎294-2510
サンファミリーきいれ（喜入前之浜町） ☎343-1885

　介護予防・生活支援サービス従事者研修会
内介護予防・日常生活支援総合事業の「身体介護を含まない生活
支援サービス」と「時間を短縮したミニデイサービス」の従事
者などを養成する研修（２日間）　
　※家族の介護や高齢者を支援する活動に生かしたい人も受講可
◇修了者はヘルパーなどの資格がなくても事業所に雇用された上
でこれらのサービスに従事できます　
期１月25日（月）９時30分～16時40分、１月26日（火）９時30分～14
時10分　※26日は研修会後に事業所ガイダンス会を実施
所谷山サザンホール
定50人程度　料無料
申電話か郵送、ファクス、メールで１月11日(消印有効)までに
〒890-0072新栄町１-11長寿あんしん相談センター本部☎813-
1040D813-1041メールseikatsu@kg-shien.orgへ
　※市HPからも申し込み可
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福祉有償運送の申請受け付け
◇自家用車を使って障害のある
人などを有償で病院などに送迎
する事業を行うには、市が設置
する福祉有償運送運営協議会で
協議後、県交通政策課へ申請し、
登録を受ける必要があります
対社会福祉法人、NPO法人な
ど　◇受付期間…１月18日（月）
まで　◇車両…福祉車両や一般
車両　※事業者、
車両などに条件が
あります　問障害
福祉課☎216-1273
D216-1274

特定健診の受診案内
◇特定健診はメタボリックシン
ドロームに着目した生活習慣病
予防のための健診です　◇検査
項目…身体計測、診察、腹囲・
血圧測定、尿・血液検査など　
◇40歳以上の国保加入者は無料
で受診できます　◇必要なもの
…保険証　◇職場の健康保険に
加入している人は勤務先に確認
を　問サンサンコールかごしま
☎808-3333D216-1200(国民健
康保険課)
油断禁物 冬の食中毒
◇ノロウイルスは
感染力が強く、冬
季に流行します
◇主な症状…下痢、
嘔
おう

吐
と

、発熱　◇予
防法…①トイレ後、調理前、食
事前には入念に手洗いを、②二
枚貝などは85～90度で90秒以上
加熱を、③嘔吐物・便などで汚
れた場所は、マスク・手袋・ペ
ーパータオルなどを使って塩素
系漂白剤で適切に消毒を　問生
活衛生課☎803-6885D803-7026
高齢者の入浴時の事故に注意
◇冬季は入浴時の突然死が多発
します　◇温度の急激な変化で
血圧が大きく変動することなど
に起因する「ヒートショック」が
関係するといわれ、高齢者は特
に注意が必要です　◇安全に入
浴するためのポイント…①脱衣
所や浴室を温める、②湯温は41
度以下で入浴時間は10分までを
目安にする、③浴槽から急に立
ち上がらない、④飲酒後や食後
すぐの入浴を控える、⑤精神安
定剤や睡眠薬などの服用後に入
浴しない、⑥普段より入浴時間
が長いときは確
認してもらう
問保健予防課
☎803-6927
D803-7026

「かかりつけ医」を持ちましょう
◇かかりつけ医を持つことは、
これまでの健康状態を踏まえた
適切な診療や医療費の節約など
につながります　◇かかりつけ
医の選び方…①自宅から近い通
院できる開業医など、②治療方
法など詳しく説明してくれる医
師、③高度な医療が必要なとき
は専門医などを紹介してくれる
医師　問サンサンコールかごし
ま☎808-3333D216-1200(国民
健康保険課）
はたちの献血キャンペーン
◇１月と２月は輸血用血液が非
常に不足します。新成人を迎え
る皆さんのご協力をお願いしま
す　◇献血場所…献血プラザか
もいけクロス(鴨池新町)☎257-
3141、献血ルーム・天文館(東
千石町)☎222-6511　問生活衛
生課☎803-6881D803-7026

 
ピア学びの講座
◇演題…ビジネスマナーを学ぼ
う！～あいさつの基本・職場の
ルールなど～　対市内に住む精
神障害のある人　期２月６日（土）
14時～16時　所精神保健福祉交
流センター（はーと・ぱーく）
定10人程度　料無料　申直接か
電話で２月５日までにはーと・
ぱーく☎214-3352D206-8571へ
県障害者スポーツ大会
内陸上競技、フライングディス
クなど　対４月１日時点で13歳
以上の各種障害者手帳の交付を
受けている人など　※事前に医
師の許可が必要　期５月16日
（日）・23日（日）　※23日はボッ
チャのみ　所白波スタジアムほ
か　料無料　申各種手帳を持っ
て、２月５日までに身体・知的
障害者は障害福祉課☎216-1272
D216-1274、精神障害者は保健
支援課☎803-6929D803-7026か
各支所の福祉課・保健福祉課へ

いきいきポイント「出張」登録
説明会
◇65歳以上で要介護認定を受け
ていない人が、ボランティア活
動などでためたポイントを交付
金に換えられる「高齢者いきい
きポイント制度」に参加しませ
んか　◇おおむね５人以上を対
象とした説明会を希望の日時・
場所で開催します　問市社会福
祉協議会ボランティアセンター
☎221-6072D221-6075

募集・お知らせ
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障害者福祉

健　康

家庭ごみマイナス100ｇまであと40ｇ
剪
せんてい
定枝

し
（庭木を剪定したときに出る枝）の戸別収集

Ｑ．正月飾りの門松の竹や松は剪定枝ですか。
Ａ．45リットルまでの透明袋に入ればもやせるごみで、入らなけ
　　れば粗大ごみです。
Ｑ．剪定枝はどのように戸別収集に出せばいいですか。
Ａ．直径10㎝・長さ50㎝以内のものが対象。ひもで束ねるか、
　　 細かいものは45リットルまでの透明袋
で出してください。直径10㎝か長さ50
㎝を超えるものは戸別収集できないた
め、粗大ごみに出してください。

申電話で市環境サービス財団☎268-8888へ
　（受付時間…月～土曜日の８時30分～17時15分）
問資源政策課☎216-1290D216-1292

  お知らせ  
◇給与支払報告書の提出…２月１日まで
　対昨年中、従業員などに給料や賃金などを支払った事業者
　　※パート・アルバイト・中途退職者を含む
　問市民税課☎216-1173～1175D216-1177、各支所の税務課

◇償却資産の申告…２月１日まで
　対市内に償却資産（土地・家屋以外の事業用資産）を持つ事業者
　問資産税課☎216-1187D216-1168
　　谷山税務課☎269-8423D260-4411

◇令和３～５年度小規模修繕希望者登録…２月１日～15日
　問契約課☎216-1161D216-1164

◇水道局業務委託等入札参加資格の追加登録…１月８日～22日
　問水道局経理課☎213-8511D285-6779

  募　集  
◇【１月28日開催】食品表示（栄養成分表示など）確認講習会…
　１月22日まで
　問保健予防課☎803-6927D803-7026

◇【２月17日開催】事業承継セミナー…２月12日まで
　問産業創出課☎216-1319D216-1303

◇【２月18日開催】ＥＣサイト売上げアップセミナー…２月10日まで
　問産業支援課☎216-1323D216-1303

  補助制度  
◇中小企業者向け新事業展開支援資金（融資利用時の保証料補助）
　対 事業転換や多角化、事業拡大、海外販路拡大などを行う事業者
　問産業支援課☎216-1324D216-1303

事業者の皆さんへ
詳しくは市ホームページをご覧ください▶

　持続可能な社会の実現を目指す17の国際目標
であるSDGs。今回は、「11.住み続けられるまち
づくりを」を紹介します。
　毎年１月に「桜島火山爆発総合防災訓練」を
実施しています。桜島は世界でも最も活動的な
火山の一つです。本市では、2019年に「火山防災トップシティ構
想」を掲げ、防災対策や火山防災教育を行うなど、“ずっと住み
続けたい”安心安全なまちづくりを進めています。

　避難場所・経路の確認や非常持出品
の準備など、一人一人の災害への備え
が、「住み続けられるまちづくり」の
推進につながります。それぞれができ
ることから始めましょう！

【政策企画課☎216-1106D216-1108】

みんなで取り組む
Ｓ
エス
Ｄ
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Ｇ
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ズ

SDGｓ未来都市・鹿 児 島 市


