お知らせ

日は、

納期限と
口座振替日のお知らせ
９月
①国民
 健康保険税（４期）
②後期
 高齢者医療保険料
（３期）
③保育
 料（９月分）
の納期限および口座振替日で
す。忘れずに納めましょう。
口座振替をご利用の場合は
残高の確認をお願いします。
●問い
 合わせ先＝①～②税務
課☎内線２１５・２１６、
０３３３

●内容
①講演
②高校生意見発表（各市１名）
③総決起大会
●問い合わせ先＝東九州道・
中心市街地対策課☎内線４ 
３７

臨時福祉給付金のご案内
①消費税率引き上げによる低
所得者支援の暫定的・臨時
的給付金支給事業
●支給対象者＝平成 年度分
の住民税が課税されていな
い方
※市内または市外にかかわら
ず課税者に扶養されている
方や生活保護を受給してい
る方などは除く。

付金（

歳以上）の支給を

受けた方は除く。

※旧法の国民年金、厚生年金、
共済年金の障害年金（１，

２級）受給者は対象です。

一方、旧法の遺族年金受給
者は対象外。

●支給 額 ＝ 一 人 に つ き 金 ３
０，０００円（１回限り）
《①②共通事項》

●基準日＝平成 年１月１日
●申請期間＝９月 日から平

年３月 日まで
成

年９月

年

月

協力をお願いいたします。

●工事開始＝平成

●運転 開 始 ＝ 平 成
（予定）

●問い合わせ先＝串間ウイン 
ド ヒ ル（ 株 ） ☎
０６１ 

０

障がい理解のための

ハンドブック活用のご案内

本市では、障がいの有無に

よって分け隔てられることな

く、互いに尊重し合いながら、

共に生きる社会の実現に向け、

消 の 推 進 に 関 す る 法 律 」（ い

「障害を理由とする差別の解
（市民病院隣）

および「串間市障がい者計画」

串間風力発電所

建設工事開始のお知らせ

に基づき、障がいや障がいの

ある人に対する市民の理解を

促進するための啓発などに取

は、串間市本城・都井の稜線

奈川県相模原市の障がい者支

そのような中、７月末に神

り組んでいます。
②障害・遺族基礎年金受給者
向け福祉給付金事業

沿いに串間風力発電所の建設

者が殺傷されるという痛まし

援施設において、多数の入所
措置）の支給対象者のうち、 

い事件が発生しました。

得の高齢者支援臨時福祉給

※基礎
 年金受給者以外は対象
になりません。また、低所

しますが、皆さまのご理解ご

行などでご迷惑をおかけいた

工事期間中は建設車両の通

厳にふさわしい生活を営める

の尊厳が重んぜられ、その尊

権を享有する個人として、そ

障がいのある人が、基本的人

このようなことは決してあ

障害基礎年金または遺族基

からの離隔距離を確保するな
総決起大会が開催されます。

年４月・５月分の

28

受給がある者）

（平成

どなたでもご自由に参加でき
ますので、ぜひご来場くださ
い。
●日時
 ＝ 月１日（土）午後
２時半～４時半
●会場
 ＝串間市文化会館

慮し計画しております。

ってはならないことであり、

本事業に当たっては、民家

工事を開始いたします。

串間ウインドヒル（株）で

わゆる「障害者差別解消法」）

●問い合わせ先＝福祉事務所
社会福祉係☎
８７３０

●申請場所＝串間市総合保健
福祉センター内社会福祉係

10

28

32

72

－

65

●支給対象者＝平成 年度臨
時福祉給付金（簡素な給付

●支給額＝一人につき金３，
０００円（１回限り）

15

－

③福祉事務所こども政策係
☎

東九州自動車道建設促進
日南・串間・志布志地区
総決起大会の開催について
東九州自動車道の早期整備
に向けて、日南市・串間市・
志布志市の３市合同で地域住

29

ど、周辺環境との調和に努め
礎年金を受給している方

るとともに、自然環境へも配

民の熱意を中央に届けるべく

28

15

72

28

28

72
－

September 2016

☎（代表）0987-72-1111
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必要と考えております。

より一層推進していくことが

て、市民の皆さまへの理解を

よう、さまざまな機会を通じ

の際はぜひご覧ください。

いますので、市役所にお越し

の展示、啓発資料の配布を行

期間中は、看板・ポスター

き出しが早く、好物である稲

たため、ジャンボタニシの動

３～４月の気温が高く推移し

続けて多い状況にありました。

の稚苗期と重なり、被害が多
発したと考えられます。

市では、それぞれの障がい

●問い
 合わせ先＝総務課総務
係☎内線３１４・３１９

ごとにその特徴やどのような
対策としては、石灰窒素の
（福島地区・泉町）

配慮が必要かなどについて紹

ゆう き

散布が有効です。地域での一

時半およ

で人に迷惑をかけない素直

願いします。

※事前に都城年金事務所へ予
約（１カ月前から可）をお

所３階大会議室

な子に育ってほしいですね。

10月16日 井上仲町店・井手産商串間店・井手都井店

新市町村振興宝くじ
で、ジャンボタニシ対策でお

「オータムジャンボ宝くじ」  斉防除が最善策となりますの

発売のご案内

悩みの方は、ＪＡはまゆうま
でご相談ください。

今年のオータムジャンボ宝
くじの賞金は、１等・前後賞

ださい。

分～

名（先着順）

熊本理事長 竹下元子さん
●定員＝女性

もできたみたいです。健康

※予約受付時間＝平日午前８
時半～午後５時 分
●申込・問い合わせ先＝総合  持参するもの

●申込方法＝ 月 日（木）
までに電話またはメール

のが大好き。９月から保育

な人間関係や生き方に悩み、

日常生活の中でのさまざま

ます。ぜひご参加ください。

町周辺地区の史跡巡りを行い

を実施しています。今月は仲

●集合場所＝市役所駐車場

●問い合わせ先＝串間市ウォ
ーキングクラブ事務局☎
１２９１

無料相談
①人権相談＝ 月３日（月）
午前 時～午後３時・市役
所１階Ｂ会議室
②年金相談＝ 月６日（木）
午前 時～午後３時・市役

都城年金事務所
☎０９８６

２５７１

☎内線２２５・２２６

②市民生活課市民係

☎内線３１４・３１９

●問い
 合わせ先
①総務課総務係

※請求内容により、必要書類
が異なります。

◇その他

※委任状は市民生活課年金窓
口にもあります。

認をさせていただきます

※この場合、代理の方の身分
（ 免 許 証・ 保 険 証 な ど ） 確

記入し、押印してください。

所・生年月日❸依頼内容を

の基礎年金番号・氏名・住

の関係❷依頼する方（本人）

※委任状は便せんなどに❶代
理人の氏名・住所・本人と

◇委任状（本人以外の方が代
理相談する場合）

事前に都城年金事務所への
政策課地域振興係☎内線３

電話確認をお勧めします。
３１、 メ ー ル：
cpromo@
◇年金手帳、年金証書など
city.kushima.lg.jp

ウォーキングで
健康づくりしませんか
串間市ウォーキングクラブ
では、疾病予防と健康増進を

生きづらさを抱えていません

図るため、毎月ウォーキング

か。フェミニスト心理カウン
セラーがともに考え、女性の
皆さんの抱える悩みを軽くす
日（火）

るお手伝いをします。
月

分～２時半
分～４時半

る車のおもちゃがお気に入

＊休日在宅医は変更になる場合があります。受診する前に医療機関もしくは
テレフォンサービス（☎ 23-9999）にて必ずご確認ください。

介した「障がい理解のための
ハンドブック」を、福祉事務
所自立支援係の窓口に常備し
また、県公式ホームページ
合わせて５億円です。この宝

ております。
に も 掲 載 し て お り ま す の で、

●問い合わせ先＝ＪＡはまゆ 
う営農指導課☎
０４６ 

本

潮環境センターまでお越しく

します。ご希望の方は直接黒

していた食器類を無料で提供

旧都井岬観光ホテルで使用

食器類を無料提供します

４

くじの収益金は、市町村の明
るいまちづくりや環境対策、

ダウンロードしてご活用くだ
さい。

３億円×
１億円×

本

●抽せ
 ん日＝ 月 日（金）
【オータムジャンボ宝くじ】
・１等
・前後賞各

時

72-4786

佐藤 皓平さん・祐紀さんの長男

10月30日 片平本町店・津曲北方店・井手都井店

●問い
 合わせ先＝福祉事務所  高齢化対策など地域住民の福
自立支援係☎
０３３３  祉向上のために使われます。
●発売
（内線５０２・５０３・５

 期間＝９月 日（月）
～ 月 日（金）

月６

午前

～

●受渡日時＝９月 日（木）

月 日（金）の平日、

地）

●受渡場所＝黒潮環境センタ
ー（南郷町榎原甲８７１番

（発
 売総額４２０億円・
ユニットの場合）

９５９０
び午後１時～４時半

内科

●講師＝ＮＰＯ法人ウィメン
ズ・カウンセリングルーム

10月30日 谷村内科医院

こうへい

10月23日 谷口本町店・井上大束店・井手都井店

０ ４）

いきいきふれあいリレー
日（火）から

啓発展を開催します
９月
日（木）まで、市役所１階ロ
ビーにて「いきいきふれあい

☎０９８５

リレー啓発展」を開催します。 ●問い
 合わせ先＝（公財）宮
崎県市町村振興協会企画課
この啓発展は、県内全市町

村において、人権啓発パネル
展示などを開催することによ
り、同和問題をはじめとする
※無くなり次第終了となりま
すのでご了承ください。

ジャンボタニシの発生状況

●問い合わせ先＝黒潮環境セ

ンター☎
１５６０

着順）
●参加料＝無料（一時保育あ
り・要予約）
●申込方法＝電話・ＦＡＸま
たはメール

７５９１、

●申込・問い合わせ先＝宮崎
県男女共同参画センター
☎０９８５

ＦＡＸ０９８５
１８ 
３３、メール： info@mdan
jo.or.jp

女性の皆さんに贈る

75-1234

いので助かります。音の鳴

内科

●日時＝ 月２日（日）午前
９時集合（申込不要です）

こころの健康回復セミナー

小児科・アレ 71-1112

園に行くようになりお友達
給 油 店 名
日

ジャンボタニシの
現状と対策について

と認識をより一層深めること
が、平年に比べ昨年、今年と

日）

いたします。

集

10月16日 のだ小児科医院

りで、パパの軽トラに乗る

日曜給油店

月

人権問題に対する県民の理解
を目的に行われています。

●対象＝串間市在住・在勤の
女性 名程度（要申込・先

●申込
 ・問い合わせ先
宮崎地方法務局日南支局
９１２５

毎月第３水曜日（９月

串間温泉いこいの里では、

串間温泉いこいの里
休館日のお知らせ

☎

●料金
 ＝無料

※要電
 話予約（平日午前８時
半～午後５時 分）

全国一斉！
法務局休日相談所開設
法務局では、人権相談や登
記相談などの常設相談所を開
設し、人権問題、登記手続お
よび法律問題などについて相
談を受けています。
今回、仕事などの都合によ
り常設相談所をご利用いただ
けない方に対し、休日相談所
を開設することになりました。 を休館日としておりますが、
日（水）と

公証人、司法書士、土地家屋

法務局職員、人権擁護委員、 ９月の休館日は
調査士がご相談をお受けしま
●問い合わせ先＝串間温泉い

こいの里☎
２０００

す。秘密は厳守しますので、
安心してご相談ください。

募
女性による

男女共同参画の視点による

71-3411

泣きもなく、手がかからな

10月23日 本城診療所

72

・土地
 ・建物の売買、贈与、
相続などの登記
・建物
 新築、土地の地目変更、
隣地との境界問題

提言講座 くしま

地域コミュニティづくり

・いじ
 め、体罰、セクハラな
どの人権問題、近隣間のト
ラブル

●日時＝
▽講演

午後１時
午後２時

▽個別カウンセリング

●場所＝市総合保健福祉セン
ター研修室および相談室

分間、２名まで
●日程
 ＝ 月１日～翌２月末
までの期間（計８回）

●演題＝夫・パートナー関係
を考える

※一人

●会場
 ＝串間市総合保健福祉
センター

加をお待ちしています。

くしたい」という皆さんの参

座 を 開 催 し ま す。「 串 間 を よ

・婚姻・離婚など戸籍の届出、 地域コミュニティづくりの学

習を経て、提言発表を行う講
成年後見制度
公正証書作成、定款認証

・遺言
 、任意後見契約などの
●日時
 ＝ 月２日（日）午前
時～午後４時

日（金）

●場所
 ＝宮崎地方法務局日南
支局
●予約
 締切＝９月

内科

初めての子育てですが、夜

内科・小児科 72-5202

13

10月 9日 酒井串間店・三協西小路店・津曲北方店・井手都井店

15

10月 9日 吾社クリニック

（平成27年８月23日生）

10月10日 中島医院

佐藤 諒人くん

74-1187

さ

とう

りょう と

すくすく
のびのび
話
電
科
療
診
医 療 機 関
日

月

72

32

－ －
60
－

10月 2日 坂元串間店・井上大束店・井手都井店

－
23
－

－

18

21

内科
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15
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21

15

28
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－
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－
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10月 2日 英医院
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休日在宅医
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・あなたの名義を貸してく
ださい

秋の全国交通安全運動

●運動期間
９月 日（水）
～９月 日（金）
●運動の基本
子どもと高齢者の交通事
故防止
●運動の重点
○脇見・ぼんやりなどの漫
然運転追放および歩行者
優先運転の推進
○夕暮 れ 時 と 夜 間 の 歩 行
中・自転車乗用中の交通
事故防止
○全席シートベルトとチャ
イルドシートの正しい着
用の徹底
○飲酒運転の根絶
○自転車の安全利用の推進
○高速道路の安全利用促進

FAX：0987-72-6727

印刷/㈲志布志新生社印刷串間支店

①台風接近時には気象情報
の把握に努めよう
②非常用持出バッグを準備
し、すぐに持ち出せる場
所に保管
③避難場所・経路を確認し、
早めの避難

台風シーズンに備え
家族で確認しよう

30

警察署だより

串間警察署
☎ 72 ー 0110

環境

電話：0987-72-1111

21

健康

問い合わせ先

特殊詐欺目的の
不審電話多発中！

警察署
だより

宮崎県内において、高齢
者を狙った特殊詐欺目的の
不審な電話が多発していま
す。悪質な手口による詐欺
被害を防止するために次の
手口に注意してください。
①オレオレ詐欺
・携帯電話番号が変わった
・風邪をひいて喉の調子が
悪い
②還付金詐欺
・医療費などの還付金があ
る
・手続きをするので指定す
るＡＴＭに行ってくださ
い
③架空請求詐欺
・パンフレットが届いてい
ませんか
・老人施設、株券の購入権
利が当たりました

2016年９月15日発行（毎月2回1日・15日発行）
発行/串間市役所 編集/総務課秘書広報係 〒888-8555 宮崎県串間市大字西方5550番地

挙げられます。
医療費抑制のため、早期発
見のための健（検）診受診や
かかりつけ医を持つことなど
をお勧めしています。今年の
４ 月 か ら は「お く す り 手 帳 」
を持って同じ「かかりつけ薬
局」で薬を処方してもらうと、
少し支払額が安くなる制度が
施行されました。薬の管理も
してもらえて一石二鳥です！
ぜひ、かかりつけ薬局を持ち
ましょう。

お知らせ版
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地球の

「医療費節約テクニック」

42
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ち

の

かかりつけ薬局
平成 年度、串間市国保の
一般被保険者一人当たりの年
間医療費は約 万円。昨年度
と比べて大幅に上がってしま
いました。
これは、重症化してからの
高度医療費や入院費によるも
ののほか、同じ病気で複数の
医療機関に受診したり、同じ
効能の内服薬や湿布などを大
量にもらうことが原因として
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ンドルナイトinくしま」が開催されま
す。今年は、小中高生のエコメッセー
ジ発表や、祈りの灯篭などを行う予定
です。
家の電気を消して、キャンドルの明
かりを見ながら地球温暖化防止のため
に私たちができることを、家族や友人
と一緒に考えてみませんか。
●問い合わせ先
市民生活課生活環境係☎内線２５３
キャンドルナイトinくしま
環境省では、２００３年から地球温
暖化防止のため、「ＣＯ₂削減／ライト
ダウンキャンペーン」を実施していま
す。これらの取り組みは、ライトアッ
プに慣れた日常生活の中、電気を消す
ことでいかに照明を使用しているかを
実感し、地球温暖化問題について考え
ていただくことを目的としています。
串間市でも、10月９日（日）に「キャ
い

医療介護課健康増進係☎72ー0333
（内線517）

問い合わせ先

健康通信
じゃが じゃが

