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特設行政相談所を開設します

全国一斉「行政相談週間」に合わせて、阿蘇市では行政相談委員による一日特設行政相談を開催します。
国や地方自治体の行政に関する意見、要望などありましたら、お気軽にご相談ください。

　行政相談委員への電話相談は、日中いつでも受け付けています。

問総務課 総務係　☎ 22-3111

●と　き　10 月 21 日㈬
　　　　　午前 10 時～午後 3 時
●ところ　 市役所 2 階会議室

※相談は無料です。
※秘密は固く守られます。 井　重男

☎ 22-3790

行政相談委員

小野 眞由美
☎ 32-2812

岩下 哲郎
☎ 24-2620

　 
交通事故で死亡・負傷された場合に見舞金を支給します

市民の皆さんが、交通事故により死亡や負
傷された場合、実際に入院や通院をした

期間に応じ、交通災害見舞金を支給する交通
災害共済制度があります。

　支給には市への請求手続きが必要
です。交通事故発生後１年以内に、本
人（死亡の場合は遺族）の請求によ
り、内容を審査し支給を決定します。

問政策防災課 防災交通係　☎ 22-3232

●請求手続きに必要なもの

①災害見舞金請求書
②事故状況報告書
③印鑑
④交通事故証明書（コピー可）
⑤診断書、診療報酬明細書（コピー可）
⑥住民票

区分 災害の程度 見舞金の額

１等級 死亡 １５万円

２等級 180 日以上治療を要した傷害 ６万円

３等級 90 日以上 180 日未満の治療
を要した傷害 ４万円

４等級 30 日以上 90 日未満の治療を
要した傷害 ２万５千円

５等級 10 日以上 30 日未満の治療を
要した傷害 ２万円
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開かれた市政を目指し「市政報告会」を開催します

問政策防災課 秘書広報係 ☎ 22-3232

市の施策に対する理解や信頼を深め、市民の皆さ
まが市政への興味や関心を持っていただくこと

を目的に、市内 11 ヶ所で「市政報告会」を開催します。
　市政がより身近なものになるよう、市長をはじめ
副市長、教育長、阿蘇医療センター院長、各部長が市
民の皆さまに直接お会いし、市が現在取り組んでい
る諸施策を分かりやすく説明します。
　また、市民の皆さまからの質問や意見もお受けし
ながら意見交換を行います。
※マスクの着用、手指消毒等の感染症対策にご協力
ください。

開催地区 期　　日 会　　　場

黒川・役犬原地区 １０月　１日 ㊍ 阿蘇小学校体育館

狩尾地区 １０月　５日 ㊊ 尾ヶ石東部体育館

永水・跡ケ瀬・的石地区 １０月　７日 ㊌ 阿蘇西小学校体育館

波野地区 １０月　９日 ㊎ 波野体育館　※

山田地区 １０月１２日 ㊊ 山田体育館　

内牧地区 １０月１４日 ㊌ 阿蘇体育館　※

古城地区 １０月１６日 ㊎ 古城体育館　※

中通地区 １０月１９日 ㊊ 中通体育館　※

坂梨地区 １０月２０日 ㊋ 坂梨体育館　※

宮地地区 １０月２７日 ㊋ 一の宮体育館　※

※新型コロナウイルス感染症対策のため、例年の会場から広い会場へと変更となっている地区があります。
※どの会場でも参加できます。

昨年の市政報告会の様子昨年の市政報告会の様子

●時間　午後７時 ~ ９時
●開催日・会場
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日時 場所

11月 1日
㈰

  9:00 ～   9:10 波野支所

  9:20 ～   9:30 すずらん公園休憩所

  9:50 ～ 10:05 坂梨公民館

10:15 ～ 10:30 就業改善センター

10:45 ～ 10:55 古城公民館

11:05 ～ 11:15 中通公民館

11:25 ～ 11:35 山田公民館

12:45 ～ 13:05 内牧支所

13:15 ～ 13:25 狩尾 2 区公民館

13:35 ～ 13:45 大阿蘇環境センター未来館

14:00 ～ 14:10 旧乙姫小学校正門前

14:25 ～ 14:40 眼科古嶋医院東側駐車場

14:50 ～ 15:00 役犬原コミュニティセンタ―

15:10 ～ 15:30 市役所本庁

狂犬病予防注射 １1 月 1 日㈰に巡回

狂犬病予防注射の巡回を次の日程で行います。
今年度、注射を受けていない生後 91 日以上

の犬は必ず受けてください。また、未登録の犬は注
射会場で登録できますので、この機会をご利用く
ださい。

〇 今年度すでに接種している場合は、今回の注射
対象になりません。

〇 犬の死亡、譲渡等により登録犬を飼育しなく
なった場合は、市民課までご連絡ください。

狂犬病は、ほぼすべての哺乳類に
感染する病気であり、国内での発

症や蔓延を防止するため、法律で義務付
けられている注射です。違反した場合は、
20 万円以下の罰金が課せられます。

問市民課 生活衛生係　☎ 22-3135

① 最寄りの巡回場所以外でも予防注射を受ける事ができます。
②今年度の注射巡回は今回で最後です。
③ 巡回日に注射できない場合は、動物病院や獣医師に直接依頼し

必ず注射を受けてください。
　（診察代等は、各動物病院でご確認ください。）

一頭あたり
①登録料 ３，０００円

②注射代 ２，８００円

③注射済票代 ５００円

【未登録の犬の注射】
①登録料＋②注射代＋③済票代＝ 6,300 円

【登録済の犬の注射】
②注射代＋③済票代＝ 3,300 円

●料金●巡回日程

※ 身体的距離の確保、マスクの着用、手指消毒等の新型コロナウイ
ルス感染症対策にご協力ください。
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ことし最後の住民健診（複合健診）が始まります

問健康増進室（一の宮保健センター）　☎ 22-5088

年に１回、健診を受けてご自身の身体や生活習慣を見つめ直しましょう。健診の費用を市が一部助
成していますので、一般的な費用に比べお得に受けることができます。

※今年度は新型コロナウイルス感染症予防のため、健診場所の変更などさまざまな対策を行います。

健診名
（健診項目・内容） 対象者 自己

負担額
実際にかかる
健診料金

30歳代健康診査
診察、血液・尿検査、心電図等

阿蘇市国保加入者で今年度 30歳 ~39 歳になる人
（妊婦を除く） 500円 9,020円

特定健康診査
診察、血液・尿検査、心電図等

阿蘇市国保加入者で今年度 40歳 ~74 歳になる人
（妊婦を除く） 500円 9,020円

後期高齢者健康診査
診察、血液・尿検査等

後期高齢者医療加入の人 800円 9,955円

肝炎ウイルス検診
※これまでに受診した方は対象外です

40 歳以上の人（今年度 41歳・46歳・51歳・56歳・
61歳・66歳・71歳になる人は無料） 400円 2,530円

前立腺がん検診　採血 50歳以上の男性 300円 1,683円

胸部レントゲン検診 40 歳以上の人（妊婦を除く） 300円 1,925円

胃がん検診
バリウムを飲んでレントゲン撮影

40歳以上の人（妊婦を除く） 700円 4,840円

大腸がん便潜血検査
2 日分の便検査

40歳以上の人 300円 1,727円

腹部超音波検診
上腹部の検査

30歳以上の人 600円 3,630円

子宮頸がん検診 20歳以上の女性（H11.4.2～H12.4.1生まれの人は無料） 600円 4,180円

乳がん
検診

乳房超音波検査 30 歳以上の女性 400円 2,970円

乳房レントゲン検査
マンモグラフィ

40歳以上の女性
（妊婦を除く・S54.4.2 ～ S55.4.1 生まれの人は無料） 800円 5,170円

●�過去３年間に、秋の健診を受けたことがある人
には健診セット（問診票など）を 10 月上旬に送
付します。今回、初めて健診を希望される人は、
事前にお申込みください。

●�子宮頸がん検診について
　�今年度 20～ 49歳になる人（S46.4.2 ～H13.4.1
生）は、阿蘇市指定医療機関で検診を受けること
ができます。指定医療機関で子宮頸がん検診をご
希望の人は、必要書類をお渡ししますので事前に
一の宮保健センタ―までお申込ください。

●�本年度すでに健診を受けた人は、重ねて受ける
ことができません。

健診日 健診実施場所
11 月 4 日㈬ 波野体育館

11 月 5 日㈭・6 日㈮ 一の宮体育館
（一の宮図書館隣）

11 月 7 日㈯ 一の宮保健センター
（阿蘇市役所東側）

11 月 8 日㈰～ 12 日㈭ 阿蘇体育館
（第 2 体育館・武道場）

●健診日程

●健診内容と自己負担額

これだけの負担
で健診できます


