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令和 2年 7月豪雨により被災された人に対する
医療と介護保険利用料の一部負担金の取扱い

　令和 2 年 7 月豪雨災害に伴う国民健康保
険・後期高齢者医療・介護保険利用料の一部
負担金の猶予または免除について、適用期間
が６月 30日㈬まで延長されました。
　被災された人（右の免除の要件に該当する
人）は、６月末日まで医療と介護保険利用料
の一部負担金（自己負担分）は免除になりま
す。
　免除の要件の（１）から（５）いずれかに
該当する人は、医療機関や施設などの窓口で
保険証と免除証明書を提示することで医
療や介護保険利用料の窓口負担について支払
いが不要となります。
※免除証明書２月までに申請され、すでに証
明書をお持ちの人は手続き不要です。
※免除証明書が必要な人は役場で免除申請の
手続きが必要です。

申請・問い合わせ　　保健医療課住民医療係（国民健康保険・後期高齢者医療）☎（32）1139
　　　　　　　　　　　　 住民福祉課福祉係（介護保険）☎（32）1112

申請に必要なもの

〔一部負担金の免除申請〕
 　・一部負担金免除申請書
　 ・罹災証明書の写し
　 ・被保険者証
　 ・印鑑

  国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険
の被保険者で、(1) ～ (5) のいずれかに該当
する人
 （1）住家の全半壊、全半焼、床上浸水又は
これに準ずる被災をした人
 （2）主たる生計維持者が死亡し又は重篤な
傷病を負った人
 （3）主たる生計維持者の行方が不明である人
 （4）主たる生計維持者が業務を廃止し、又
は休止した人
 （5）主たる生計維持者が失職し、現在収入
がない人
　 ※床下浸水の人は対象外となります。

免除の要件

免除の対象とならないもの

　・入院時の食事代や差額ベット代
　・その他保険診療外の費用
　・入所時の食費、居住費

紙面の中で日付に年号がないものはすべて「令和３年」です。また問い合わせなどについて、市外局番がないものは「0966」です。



球磨村会計年度任用職員を募集します

職種 採用
人数

勤務場所及び
業務内容

勤務時間・休暇 必要資格

新型コロナ関連
事務補助 １名

球磨村役場で新型コロナ
ウイルスワクチン接種関
連の業務に従事します。

【勤務時間】
午前８時 30 分～
午後４時 30 分
1 日 7 時間勤務

【休暇】
土日祝日・年末年始
有給休暇・特別休暇

普通自動車免許
（AT 限定可）
エクセル・ワードが
使える人

ふれあいサロン
健康教室指導員 １名

球磨村役場でふれあいサ
ロン又は健康教室で高齢
者の介護予防・運動指導
業務に従事します。

普通自動車免許
（AT 限定可）

教育委員会
事務補助
（給食事務）

1名
村内小中学校で給食関連
事務及び給食調理の補助
業務に従事します。

【勤務時間】
1 日 7 時間勤務
各学校の勤務時間と
なります。

【休暇】
土日祝日・年末年始
有給休暇・特別休暇

普通自動車免許
（AT 限定可）

スクールバス
運転手 ８名

小中学校児童生徒の送迎
に係るスクールバス運転
の業務に従事します。

中型自動車免許

一勝地温泉かわ
せみ事務員 １名

会計年度任用職員とし
て、一勝地温泉かわせみ
関連の事務を行います。

【勤務時間】
1 日 7 時 間 以 内 で
勤務時間を割り振り
ます。

【休暇】
1 週 間 5 日 勤 務 で
勤務日を割振りま
す。
有給休暇・特別休暇

普通自動車免許
（AT 限定可）
エクセル・ワードが
使える人

一勝地温泉かわ
せみ清掃作業員 ４名

会計年度任用職員とし
て、一勝地温泉かわせみ
の温泉や周辺施設の清掃
を行います。

普通自動車免許
（AT 限定可）

１　職種及び採用人数など

２　給与など
　　　初任給（1 日 7 時間勤務時　報酬月額／毎月 21 日支払）月額 131,000 円～（学歴に応じて決定）
　　　その他手当など　通勤手当等を支給。社会保険及び雇用保険適用。
３　任用期間
　　　令和３年４月１日㈭～令和４年３月 31 日㈭



４　応募手続き
　　　受付期日：３月８日㈪～３月 19 日㈮まで（ 土日を除く）
　　　受付時間：午前８時 30 分～午後５時
　　　申込先　球磨村役場総務課　※申込用紙は村公式ウェブサイトと総務課に備え付けてあります。
５　試験の内容及び日時等
　　　試験内容：面接試験と自己紹介カードなどによる書類選考
　　　日時：３月 29 日㈪　午前９時～（予定）　場所：球磨村役場　３階談話室

問い合わせ　総務課総務係　☎（32）1111

村道通行規制

　下記の区間において災害復旧工事のため規制
を行います。ご迷惑おかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。
規制区間　村道渡大槻線（水篠地区～糸原地区間）
規制内容　片側交互通行（終日）
規制期間　３月１日㈪～６月末（予定）

問い合わせ　昭和建設㈱☎（32）1156

防災無線施設整備工事

　下記の地域において、防災無線施設の工事を
実施します。工事期間中は、無線施設（屋外スピー
カー）の放送ができません。皆さまには大変ご
迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろ
しくお願い致します。

班名 工事予定期間

横井 ３月 15 日㈪～３月 29 日㈪

堤岩戸 ３月 15 日㈪～３月 29 日㈪

山口 ３月 22 日㈪～４月５日㈪

※家屋内の戸別受信機からの放送はできます。
※上記期間中のうち、一週間程度の工事となり
　ますが、天候などにより変更になる可能性が
　あります。
※上記期間中は、屋外拡声子局（屋外スピーカー）
　からの放送ができません。
問い合わせ
総務課防災交通係　☎ (32)1111
㈱富士通ゼネラル   ☎092（572）2111

球磨村診療所診療時間変更

　都合により診療時間を変更します。
　なお、変更期間中は院長不在のため代理の医
師が診察します。
変更期間　３月16日㈫～４月16日㈮
診療時間　午前９時～正午（火曜日～金曜日）
休診日　　月曜日、土曜日、日曜日
問い合わせ　球磨村診療所☎（32）0377

ケーブルテレビ加入の皆さんへ

　３月はケーブルテレビ利用料の納付月です。
納付書で支払いの人は３月 10 日㈬頃に納付書
を発送します。また、口座振替の人は３月 25
日㈭に指定口座から引き落とされますので準備
をお願いします。
問い合わせ　総務課管財係☎（32）1111



災害後に起こるこころとからだの変化に注意しましょう

　令和２年７月豪雨から８カ月が経過しまし
た。皆さんの体調はいかがでしょうか。まず
は今のご自身の健康状態を、災害が起こる前
の健康状態と比べてみてください。
　次に挙げる反応は、災害などで大きな
ショックを受けた直後に起こる反応です。そ
れらのほとんどは安心した生活を送ることで
自然に回復していきます。しかし、回復には
時間がかかりその程度も人それぞれです。
　現在もこのような反応が続き、それに悩ん
でいる人は 1 人で悩まずに相談機関へご相
談ください。

□　悲しさや寂しさが強い
□　イライラしやすくなる、怒りっぽい
□　仕事にとりかかる気になれない
□　気分が高揚してしまう
□　物事を悪い方向へ考えてしまいがち

気持ちの状態

□　眠れない、朝早くに目が覚める
□　悪い夢、変な夢を見ることが多い
□　食欲がない
□　下痢や便秘が続いている
□　疲れが取れず体がだるい
□　何もないのに胸がどきどきする

からだの調子

□　最近声を上げてわらったことがない
□　決断力が鈍くなった
□　人に会うのが面倒くさくなった
□　反応が遅くなる
□　表情が暗くなる
□　涙もろくなる
□　飲酒量が増えた

行動の変化

□　一人でいるのを怖がる、
　　大人と離れたがらない
□　いつもびくびく、ビックリしやすい
□　出来事のことを話したがらない
□　うまくいかないと悲観的になる
□　落ち着きがない、注意、集中力が難しい
□　できていたことができなくなる

子どもに起こりやすい

□　抑うつ傾向が目立つ
□　急に物忘れがひどくなる
□　夜間にうろうろと徘徊する
□　自分がどこにいるのかわからなくなる

高齢者に起こりやすい

●こころの相談
住民福祉課地域包括支援係
☎（32）1112　平日午前８時30分～午後５時15分
熊本県精神保健福祉センター
☎096（386）1166　平日　午前9時～午後4時
熊本いのちの電話
☎096（353）4343　24時間
熊本こころの電話　☎096（285）6688
午前10時～午後10時
よりそいホットライン
☎0120（279）338　24時間
●子どもの相談
熊本県八代児童相談所
☎0965（32）4426　平日８時30分～午後５時15分

1 人で悩まず相談機関へご相談ください


