
泉町の人の動き

【世帯数 】 787世帯

【人 口】1738人
男 863人 女 875人

令和２年８月末現在
■発 行 八代市泉支所

■編 集 泉支所地域振興課 ℡67－2111

■発行日 令和２年１０月１日

※口座振替をご利用の方は、事前に口座の残高をお確かめください。
【問合せ】地域振興課 市民サービス係 電話６７－２１１１

令和２年１０月１２日（月）納期限のもの
◆市県民税（特別徴収） ２０９期
◆農業集落排水使用料 ９月分（８月使用分）
◆浄化槽使用料 ９月分（８月使用分）
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5年に一度の日本で最も重要な統計調査「国勢調査」が、10月1日に実施されます。国勢調査は、

1920年（大正9年）にはじまり、今年100年目を迎える大切な調査です。これまでも生活環境の改善

や防災計画など、わたしたちの生活に欠かせないさまざまな施策に役立てられてきました。

国勢調査員が全世帯に調査書類を届けておりますので、回答のご協力をお願いします。また、調査票

が届いていない世帯は、国勢調査八代市実施本部（文書統計課内） 電話43-5022へ連絡をお願いしま

す。

■インターネット回答期間 令和２年９月１４日（月）～１０月７日（水）
■調査票（紙）での回答期間 令和２年１０月１日（木）～１０月７日（水）

スマートフォン、タブレット、パソコンを利用できる人はインターネット回答が簡単で便利です。
【３つのポイント】
◎インターネット回答期間中は24時間回答できます。
◎国に直接回答が送信されるため、回答内容が調査員に見られることはありません。
◎紙の調査票の提出が不要となります。

かんたん便利なインターネット回答をご利用ください

●国勢調査では、金銭の要求、銀行口座の暗証番号やクレジット番号を聞くことはありません。
●国勢調査を装った不審な訪問者や電話などに注意してください。
●国勢調査員は写真付きの調査員証を携行していますので、不審に
思ったら調査員証の提示を求めてください。

国勢調査を装った不審な調査に注意

●国勢調査員はマスクを着用し、除菌スプレーを携行しています。
●国勢調査員と世帯との接触回数を減らすため、インターネット回
答への協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染拡大防止として

本年度も五家荘地域一帯において、紅葉シーズンの一方通行規制を行います。規制箇所は、昨年と
一部変更します。詳細については泉支所だより１１月号でお知らせします。当該地域にお住まいの皆
様方には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。

◆一方通行規制日時 令和２年１１月１日（日）・８日（日）・１５日（日）１０時～１６時

※今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、紅葉シーズンのイベントは実施しません。

今年6月に厚生労働省より接触確認アプリがリリースされ、iPhoneやアンドロイドのスマートフォ
ン端末の利用者は、個別にダウンロードできるようになりました。この接触確認アプリは、新型コロ
ナウイルス感染症の感染者と接触した可能性について、通知を受け取ることができる、スマートフォ
ンのアプリです。
本アプリは、利用者本人の同意を前提に、スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥース）を利
用します。電話番号等の個人情報や、位置情報を取得しないなど、プライバシーに最大限配慮した仕
組みになっています。
新型コロナウイルス感染症の陽性者が、保健所から通知された処理番号を本アプリに入力すると、
アプリの利用者は、陽性者と過去14日間に1メートル以内、15分以上の濃厚接触していた可能性に
ついて、通知を受けることができます。アプリの通知を受け、かつ息苦しさ等の症状がある場合には、
検査の受診など保健所のサポートを受けることが可能となります。
本アプリは利用者が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待されますので、ぜひ積極
的にご活用いただくようお願いします。 ※詳細は厚生労働省のホームページを御確認ください。

８月２７日（木）、久連子古代の里で飼育されていた久連子鶏10
羽が、「平家の里」に新設された鶏舎に引っ越しました。久連子鶏
は、漆黒の羽と小さな角状の鶏冠（とさか）、著しい鼻孔の突起が
特徴的で、久連子地区でのみ飼育されていた珍しい鶏です。90cm
もの長さになる黒い尾羽は久連子古代踊り（国選択無形民俗文化財）
の「シャグマ」と言われる花笠に使用されます。これまで久連子鶏
の飼育は、主に久連子地区の住民の方や古代の里で行っていました
が、今年度より古代の里が市の直営施設となり、常駐する職員がい
ないため、古代の里で飼育していた鶏を「平家の里」で飼育するこ
ととなりました。
引っ越し作業は、久連子鶏保存会長の寺川直繁さん（久連子）や
「平家の里」の指定管理者である一般社団法人 五家荘地域プロジェ
クトの職員、泉支所職員が行い、新鶏舎での久連子鶏の飼育が始まりました。
なお、今後は、災害や天敵などから久連子鶏を守るため、久連子地区外の五家荘地域の方にも飼育に
ご協力いただく予定です。

▲新しい鶏舎で過ごす久連子鶏

▲熊本県ホームページより

１０月から、「岩奥～落合線」と「古園～落合線」の乗合タクシーの運行ダイヤと頻度が変更され
ます。詳細は、広報やつしろ１０月号をご覧ください。

【問合せ】企画政策課 電話３３－４１０４
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令和2年度特定健診・各種がん検診が以下のとおり行われています。年に1度は健診を受けて、自

分の体と生活習慣に向き合いましょう。

複合健診（集団健診）：希望する健（検）診を、1日で受診する集団健診です

《健診内容・料金表》

健（検）診項目 対象年齢 内容 自己負担金

特定健診（国保加入者） 40歳～74歳 身長・体重・腹囲・血液検査・検尿・血圧・心電図・眼底など 500円

後期高齢者健診 75歳～ 身長・体重・血液検査・検尿・血圧測定など 800円

肺がん・結核検診
（＋喀痰検査） 40歳～

胸部のエックス線検査
痰の検査（問診の結果、必要な方のみ）

400円
800円

大腸がん検診 40歳～ 便の中の潜血を調べる検査 500円

胃がん検診 40歳～ 胃のエックス線検査（バリウム） 1,500円

腹部超音波検診 40歳～ 腹部の超音波検査（エコー） 1,100円

乳がん検診（女性のみ）
40歳～49歳
50歳～

マンモグラフィ（2方向）
マンモグラフィ（1方向）

1,600円
1,200円

子宮頸がん検診（女性のみ） 20歳～ 視診・内診・頸部細胞診 1,200円

《実施期間》
【八代市鏡保健センター】
11月 3日（火）、22日（日）
12月12日（土）、14日（月）、22日（火）、26日（土）、27日（日）、28日（月）

【八代市保健センター】
10月10日（土）、31日（土）
11月 3日（火）、 7日（土）、 8日（日）、 9日（月）
12月11日（金）、12日（土）、13日（日）、14日（月）

【千丁コミュニティセンター】
12月 5日（土）、6日（日）、23日（水）、24日（木）、25日（金）

医療機関健診（個別健診）

《健診内容・料金表》

《実施期間（期限）》
・特定健診、後期高齢者健診 ：令和3年1月31日まで
・乳がん検診、子宮頸がん検診：令和２年11月30日まで
・大腸がん検診 ：令和3年1月31日まで
・大腸がん検診（郵送検診） ：令和２年12月1日から令和3年2月28日まで
・高齢者歯科健診 ：令和3年1月31日まで

各種健診は、電話にてお申し込みください。 集団健診は、ご希望の日程にそえない場合があります。
対象年齢は令和２年４月～令和３年３月に到達する満年齢です。

【申込・問合せ先】
八代市鏡保健センター 電話５２－５２７７ ／ 八代市保健センター 電話３２－７２００

健（検）診項目 対象年齢 内容 自己負担金

特定健診（国保加入者） 40歳～74歳 身長・体重・腹囲・血液検査・検尿・血圧・心電図・眼底など 500円

後期高齢者健診 75歳～ 身長・体重・血液検査・検尿・血圧測定など 800円

乳がん検診（女性のみ）
40歳～49歳
50歳～

視触診・マンモグラフィ（2方向）
視触診・マンモグラフィ（1方向）

2,800円
2,100円

子宮頸がん検診（女性のみ） 20歳～ 視診・内診・頸部細胞診 1,800円

大腸がん検診
大腸がん検診（郵送検診）

40歳～ 便の中の潜血を調べる検査 600円

高齢者歯科健診 75歳～ 歯周病、噛み合わせ等を調べる検査 400円

秋の行楽シーズンを迎えていますが、有毒な野生キノコが成長する時期でもあり、毎年、毒キノコ
を原因とする食中毒が発生しています（平成25年には、県内で死亡事故も発生しています）。食べ
られるキノコと毒キノコの判別は難しく、素人判断はとても危険です。キノコ狩りにお出かけの際は、
食べられるキノコであると確実に判断できないキノコは、採ったり、食べたりしないように十分注意
してください。
毒キノコ（食用のキノコと確実に判断できないキノコ）は絶対に、採らない！食べない！売らな

い！人にあげない！でください。もし、キノコを食べて体調が悪くなったら、すぐに医師の診察を受
けてください。

●令和元年8月には、公園に自生していたキノコを食べたことによる
食中毒が発生しています。

●近年、農作物直売所等で販売されていたキノコや野菜に有毒キノコ
等が混じって販売され、購入者がそれを食べ食中毒を起こした事例
があります。農産物直売所の管理者や農作物直売所にキノコ等を出
荷する生産者は、出荷・販売の際には十分に気を付けてください。

【レストラン特別メニュー】

■いずみの一汁彩菜 椎茸と鶏肉の三色そぼろ丼とぷっくり椎茸の肉詰め天ぷらセット

椎茸と鶏肉の三色そぼろ丼 ／ だご汁 ／ 小鉢２品 ／ 椎茸の肉詰め他天ぷら盛り合わせ
漬物 ／ デザート 計７品 １，０８０円（税込）

期間：令和２年１０月１０日（土）～２０日（火）

■粘滑御膳（ねばぬめごぜん）

とろろ飯 ／ なめこ＆山芋の揚物 ／ なめこ＆山芋の小鉢 ／ なめこ＆山芋の茶碗蒸
なめこ汁 ／ 漬物 ／ デザート 計７品 １，６５０円（税込）

期間：令和２年１０月２４日（土）～１１月８日（日）

◆営業時間 ショップ （平日） 9時～16時 （土日祝日）9時～17時
レストラン（平日） 11時～16時 ※オーダーストップ15時30分

（土日祝日） 11時～20時 ※オーダーストップ19時
【問合せ】ふれあいセンターいずみ 電話６７－３５００ （定休日：毎週水曜）

鳥獣による被害から作物等を守るため、以下のとおり防護柵設置事業を実施します。要望される地
区は書類の作成をお願いします。

■防護柵 金網柵 高さ２ｍ×２０ｍ巻き、ワイヤーメッシュ ２ｍ×２ｍ、鹿ネット など
■事業費 自力施工の場合は防護柵資材代を補助（県の予算配分額により、地元負担もあり）
■要 件 生産・販売している農家３戸以上の一塊の農地を囲む。

箱わなと併用できるよう狩猟免許者を確保すること。
地元による管理など。
※道、山、川で区切って囲えるようになりました。

■期 限 令和２年１１月３０日（月）
■その他 要望される地区は書類の作成をお願いします。

（要望される地区には書類を送付します。）

【問合せ】東陽農林水産地域事務所 電話６５－２１１４

▲熊本県ホームページより


