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保健センター ☎ 4112　中央公民館  ☎ 2050　

◆今号の１枚

↑９月 13 日（日）に湯前中学校体育大会が、午前中終了・観覧テントなしなどの特別な形で開催されました。

保健福祉課

10月15日（木）までに申請を
被災した家などの解体・撤去費用補助

令和２年７月豪雨で被災した家などの解体・撤去費用
に補助があります。対象となる人は期限までに必ず申
請してください。くわしくは問合先にお尋ねください。

▶対象：
　❶り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「半壊」の判定を
　　受けた家など
　❷生活環境を守るために撤去が必要と認められる家
　　など　※被災証明書が必要です

▶補助額：基準に当てはめて計算した額と支払済み額
　の低い方の額　※償還払いになります。

▶申請：解体・撤去前に問合先に相談
　※対象となることを確認後、申請書を渡します。

▶申請期限：10 月 15 日（木）
問  保健福祉課
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保健福祉課

こころの悩みを相談してみませんか

自分のことや家族、友人、近所の人などのことを専門
の医師に相談できます。心の悩みや気になることを相
談してみませんか。くわしくは保健福祉課にお尋ねく
ださい。

▶相談例：
　・落ち込んでいて何もやる気が出ない
　・最近、物忘れがひどくなった
　・知り合いが最近ぼーっとしていて心配

保健福祉課

認知症のことで悩んでいませんか

上球磨地域包括支援センターで認知症の医療相談を
行っています。認知症のことで困っていることなどご
相談ください。

▶対象者：本人、家族、民生委員、介護支援専門員など
▶対応者：吉田病院（熊本県認知症疾患医療センター）
　の精神保健福祉士や看護師
▶日時：毎月第４火曜日　10:00 ～
▶場所：上球磨地域包括支援センター
　　　　（公立多良木病院  本館３階）
　※自宅訪問をすることもあります。くわしくは予約のときにお尋
　　ねください。

▶予約：問合先に電話で予約
問  上球磨地域包括支援センター　
　  ☎ 0966（42）6006

保健福祉課

早期発見・早期対応のために
認知症初期集中支援チーム

上球磨地域では社会福祉士や保健師、認知症専門医で
チームを作り、認知症疑いの人や認知症の人、その家
族の初期対応のサポートを行っています。

▶対象者：40 歳以上で認知症が疑われ、在宅で生活
　している次のような人
　・医療、介護サービスを受けていないか中断している
　・サービスを受けているが対応に困っている
▶支援を受けるまでの流れ：
　❶問合先に相談
　❷支援が必要なときはチーム員が自宅を訪問
　❸必要に応じて介護や医療に繋げるために集中的に
　　支援を行う（６カ月）
問  ❶保健福祉課  介護保険係
　  ❷上球磨地域包括支援センター　
　　  ☎ 0966（42）6006

総務課

11月15日（日）は町議会議員選挙です

総務課

立候補予定者説明会を行います
湯前町議会議員選挙

立候補予定者説明会を行いますので立候補を予定して
いる人は参加してください。

▶日時：10 月 15 日（木）　13:30 ～
▶場所：湯前町役場　洋会議室
▶準備物：筆記用具、印鑑
問  選挙管理委員会（総務課内）

総務課

湯前町議会議員選挙の立会人を募集

▶業務内容：投票所で投票事務に立ち会う
▶期間：11 月 11 日（水）～ 15 日（日）　　いずれか１日
▶時間：（期日前）　　８:30 ～ 20:00
　　　　（当日）　　７:00 ～ 18:00
▶場所：（期日前）　湯前町保健センター
　　　　（当日）　　各投票所
▶報酬：（期日前）　     9600 円
　　　　（当日）　　１万 900 円
　※源泉徴収後の金額をお渡しします。

▶定員：16 人
▶応募資格：本町の選挙人名簿に登載され、選挙権が
　ある
▶応募方法：投票立会人申込書を提出
　※総務課で受け取れます。印鑑が必要です。

▶その他：応募者には日程調整後に通知します。応募
　者多数のときは抽選を行います。
問  選挙管理委員会（総務課内）

次の日程で投票所を開設しますので投票をよろしくお
願いします。

▶開設日時：
　（当日）
　11 月 15 日（日）　　７:00 ～ 18:00
　（期日前・不在者投票）
　11 月 11 日（水）～ 14 日（土）　　８:30 ～ 20:00
▶投票所：
　（当日）　　入場券に記載されている投票所
　（期日前投票）　　湯前町保健センター
▶開票：11 月 15 日（日）　19:00 ～
　　　　B&G 海洋センター体育館
問  選挙管理委員会（総務課内）

総務課

１日無料行政相談所を開設

行政への意見や要望など相談してください。相談は無
料で秘密は固く守られます。

▶日時：10 月 15 日（木）　10:00 ～ 15:00
▶場所：桜十字ホールやつしろ　１階多目的ホール
　　　　（八代市新町５-20）
問  熊本行政評価事務所　☎ 096（324）1662

保健福祉課

ご協力お願いします
医療機関でワクチン接種する人へ

医療機関でインフルエンザワクチンを接種する人に、
時期をずらしての接種をお願いしています。より必要
となる人が確実に接種できるよう、ご協力お願いします。

▶接種時期の区分：※日程はあくまで目安です。

　（10 月１日～）
　❶ 65 歳以上
　❷ 60 ～ 64 歳で慢性高度心・腎・呼吸器機能不全
　　者など
　（10 月 26 日～）
　上の❶、❷以外の人
▶その他：
　・必ず電話で予約をしてください。
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税務町民課

年金生活者に支援
年金生活者支援給付金

年金などの収入やその他の所得が基準以下の年金受給
者は給付金が受け取れます。くわしくは問合先にお尋
ねください。

▶対象者：
　❶老齢基礎年金受給者で次のすべてに当てはまる人
　　・65 歳以上
　　・世帯全員が非課税
　　・年金収入とその他の所得の合計が約 88 万円以下
　❷障害・遺族基礎年金受給者で次に当てはまる人
　　・前年所得が約 462 万円以下
▶申請方法：日本年金機構から送付される通知に同封
　してある請求書を提出
　※対象者にのみ 10 月中旬頃届きます。

問  ❶八代年金事務所　　☎ 0965（35）6123
　  ❷ねんきんダイヤル　☎ 0570（05）1165

企画観光課

退職金共済制度を導入しませんか

従業員のために、国の助成がある中小企業退職金共済
制度を導入しませんか。くわしくは「中退共」で検索し
てください。
問  中小企業退職金共済事業本部　
　  ☎ 03（6907）1234

税務町民課

産前産後の保険料免除があります
国民年金保険料

次の❶、❷に当てはまる人は産前産後期間の国民年金
保険料が免除されます。すでに支払っている人には全
額返金されます。くわしくは税務町民課にお尋ねくだ
さい。

▶対象者：
　❶国民年金第１号被保険者※である
　　※ 20 歳以上 60 歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族・
　　　学生・無職の人

　❷平成 31 年２月１日以降に出産した
　　※死産、流産、早産を含みます。

▶免除期間：
　出産予定日か出産日の月の前月から４カ月間
　※多児妊娠の人は出産予定日か出産日の月の３カ月前から最大
　　６カ月間

▶申請方法：次の書類を税務町民課に提出
　（出産前の申請）
　・国民年金被保険者関係届書
　　※税務町民課窓口で受け取るか日本年金機構のホームページか
　　　らダウンロード。

　・母子手帳など出産予定日が分かるもの
　（出産後の申請）
　・国民年金被保険者関係届書

税務町民課

登録内容を確認してください
トラクターやフォークリフトなど

小型特殊自動車の台帳を整備するために対象者に通知
を送付しています。通知が来たときは小型特殊自動車
の登録内容を確認し必要な手続きを行ってください。
通知が来ていない人でも小型特殊自動車を持っている
人は正しい登録をしてください。くわしくは問合先に
お尋ねください。
※手続きがないときは自宅などを訪問して確認することがあります。

▶確認内容：
❶「農耕用等」か「その他」か
　農耕用等に記載があるもの以外はすべてその他

農耕用等の例
（税額 2400 円）

その他の例
（税額 5900 円）

 ・トラクター
 ・農業用薬剤散布車
 ・コンバイン
 ・田植え機
 ・型式認定番号「農 0000 号」

 ・フォークリフト
 ・ショベルローダ
 ・ロードローラ
 ・草刈作業車
 ・堆肥散布車

❷規格内の車両か
　次の表の制限を超える車両は大型特殊自動車となり
　固定資産税での申告が必要

長さ 幅 高さ 最高速度 総排気量

農耕用等 制限なし 制限なし 制限なし 35km/h
未満 制限なし

その他 4.7 ｍ
以下

1.7 ｍ
以下

2.8 ｍ
以下

15km/h
以下 制限なし

問  税務町民課  町民税係

総務課

不動産トラブルを無料で相談できます

司法書士や土地家屋調査士が不動産トラブルの相談に
応じます。

▶相談例：
　・隣との境界が分からなくなっている
　・建物を解体した後の手続きが分からない
　・相続が発生したら何をすればよいのか
▶日時：10 月 24 日（土）　10:00 ～ 16:00
▶電話相談：096（364）0800　※当日のみ利用可能です。

▶面談相談：問合先に前日までに電話で予約
　（会場）❶熊本県司法書士会館２階
　　　　　（熊本市中央区大江４丁目４番 34 号）
　　　　 ❷玉名市文化センター第１研修室
　　　　　（玉名市繁根木 88 番地１）
問  木村円香司法書士事務所　☎ 0965（62）9444

建設水道課

牧良川の土砂を搬出しています

令和２年７月豪雨で牧良川に土砂が堆積したため、土
砂の搬出工事を行っています。工事期間中ご迷惑をお
かけしますがご協力お願いします。

▶工事期間：１カ月程度（予定）

企画観光課

ゆのまえ得々商品券は完売しました

湯前町商工会が７月に発行した「ゆのまえ得々商品券」
は完売しました。使用期限がありますのでお早めに使
用してください。

▶使用期限：12 月 31 日（木）
問  湯前町商工会　☎ 0966（43）3333

教育課

奥球磨ロードレース大会開催延期

翌年１月 17 日（日）に開催を予定していた「第９回公
認奥球磨ロードレース大会」は新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため来年度に延期します。
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◆健康相談・健康教室（10/１～ 20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

１日
（木）

 離乳食教室
 ※通知があった人

９:30 ～ 多良木町保健センター
　〇母子手帳　　〇問診票
　〇エプロン　　〇三角きん

５日
（月）

 総合健康相談
 ※毎週月曜日

９:00 ～ 11:00 湯前町保健センター

６日
（火）

 健康運動（コンディショニング）
 教室

10:00 ～ 12:00 湯前町保健センター

７日
（水）  水中運動教室 12:30 ～ 14:30

おおがスイミングスクール
人吉校

　〇水着　　　　〇水泳帽子

12日
（月）

 金色の会（男性料理教室）
 ※申込者

10:00 ～ 湯前町保健センター
　〇エプロン　　〇三角きん
　〇200円

13日
（火）

 健康運動（コンディショニング）
 教室

10:00 ～ 12:00 湯前町保健センター

14日
（水）  水中運動教室 12:30 ～ 14:30

おおがスイミングスクール
人吉校

　〇水着　　　　〇水泳帽子

16日
（金）  下城区いきいき健康教室 10:00 ～ 下城区公民分館

19日
（月）  野中田2区健康相談 13:30 ～ 野中田２区公民分館

※健康相談・健康教室に参加する人は健康手帳を持参してください。
※日程が変更となることがあります。

◆検診（10/１～ 20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

１日
（木）

 ６カ月児健診
 ▶R2年３月生

12:50 ～ 多良木町保健センター 　〇母子手帳　〇問診票など

６日
（火）

 ３カ月児健診
 ▶R2年６月生

13:00 ～ 多良木町保健センター 　〇母子手帳　〇問診票など

20日
（火）

 幼児健診
 ▶H31年２、３月生
 　H30年２、３月生
　 H29年２、３月生
　 H27年10、11月生

13:00 ～ 湯前町保健センター 　〇母子手帳　〇問診票など

※日程が変更となることがあります。

保健福祉課

祭壇を借りることができます

町内に住んでいる人の葬儀の時に祭壇を貸し出します。
くわしくは湯前町社会福祉協議会にお尋ねください。
※組み立てと撤去は社会福祉協議会が行います。

▶料金：2 万 5000 円（３日間）
問  湯前町社会福祉協議会　☎ 0966（43）4117

日 内　容 時　間 場　所

１日
（木）  カラオケ ９:30 ～ 改善センター

（中会議室）

６日
（火）  書道 ９:30 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

８日
（木）  健康マージャン 13:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

９日
（金）

 写真 10:00 ～ 中央公民館
（パソコン室）

 レクリエーションダンス 19:30 ～ 改善センター
（中会議室）

12日
（月）  社交ダンス 19:30 ～ 改善センター

（中会議室）

14日
（水）  民謡 13:00 ～ 改善センター

（中会議室）

16日
（金）  ３B体操 13:00 ～ 改善センター

（中会議室）

19日
（月）  フラワーアレンジメント 19:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

20日
（火）  書道 ９:30 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

◆生涯学習（10/１～ 20）
※新型コロナウイルスの影響で変更となることがあります。

◆年金相談（予約制）（10/１～ 20）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123

日 場　所 時　間

５日
（月）  人吉市社会福祉協議会 ９:30 ～

17:00

７日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～

17:00

12日
（月）  人吉市社会福祉協議会 ９:30 ～

17:00

14日
（水）  多良木町役場（町民相談室） ９:00 ～

17:00

19日
（月）  人吉市社会福祉協議会 ９:30 ～

17:00

※日程が変更となることがあります。

教育課

ご利用ありがとうございました
B&G海洋センタープール閉館

本年度のプール開館期間は終了しました。ご利用あり
がとうございました。

農林振興課

山火事を防ぐために

空気が乾燥し火災が発生しやすい季節になります。住
宅火災とともに山火事にも気を付けましょう。山火事
を防ぐために次のことに注意してください。
❶枯れ草などがある場所で焚き火をしない
❷風が強い時や空気が乾燥している時に焚き火や火入
　れをしない
❸火入れをするときは許可を取り、十分な体制をとる
❹たばこは指定された場所で吸い、吸い殻は必ず消す
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人　口 /3766人　
男 /1765人　女 /2001人
世帯数 /1575戸
※８/31現在

町の情報を L
ラ イ ン
INE でゲット

　
▶町公式 LINE の登録方法：① QR コードを読み込む ②アプリ　
　内のホーム画面で「湯前町」か「@yunomae」で検索

◆休日当番医と当番薬局（10/１～ 20）
※旬報配布後に医療機関が変更になることがあります。受診時は医療機関に確認してください。（市外局番：0966）

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

４日
（日）

多良木

横山医院 42-2132

公立多良木病院小児科 42-2560

ファーコス薬局
多良木いちご 42-6888

山口薬局 42-2123

錦 ほづみ皮膚科医院 26-5300

人吉

みのだ内科循環器科 28-3111

三浦整形外科医院 22-3401

11 日
（日）

多良木

仁田畑クリニック 42-1123

ひご薬局多良木店 49-1011

錦 小川整形外科医院 38-3455

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

11 日
（日） 人吉

愛生記念病院 22-6878

吉村皮ふ科医院 22-7555

人吉医療センター小児科 22-2191

さくら調剤薬局
医療センター前店 32-9657

18 日
（日）

あさぎり

増田耳鼻咽喉科クリニック 45-8001

やまむら医院 45-0005

清風薬局サンロード免田店 49-9600

錦

脳神経外科小林クリニック 38-5670

百太郎薬局 28-8123

人吉

人吉リハビリテーション
病院 24-6111

みのる診療所 24-7258


