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【暮らしの情報をあなたに届ける情報誌】

10/15
市外（内）    0966（43）
役場 ☎ 4111　   B&G海洋センター ☎ 4555
保健センター ☎ 4112　中央公民館  ☎ 2050　

◆今号の１枚

↑令和２年７月豪雨で被災し、運休している「くまがわ鉄道」。現在、復旧に向けた準備が進められています。

企画観光課

作業にご協力ください
くま川鉄道沿線除草作業

くま川鉄道の運休の影響で線路沿いの雑草がひどく
茂っています。景観の保全と今後の鉄道復旧のために
除草・清掃作業を行います。皆さんのご協力をお願い
します。

▶日時：10 月 25 日（日）　７:00 ～１時間程度
　雨天のときは 11 月１日（日）に延期
▶受付：当日６:30 ～　湯前駅舎前
　※保険に必要ですので、必ず受け付けしてください。

▶作業内容：線路沿いの除草・清掃
▶作業場所：湯前駅～新鶴羽駅の線路沿い
▶その他：
　・道具などは各自で準備してください。
　・団体での参加もお待ちしています。事前に企画観
　　光課にご連絡ください。

税務町民課

11月30日（月）までに申請を
令和２年７月豪雨の

り災証明と被災証明の申請を受け付けています。まだ
申請していない人は早めに申請してください。

▶り災証明：住家の被害程度を証明するもの
▶被災証明：家屋や家屋以外の工作物（倉庫・車庫・
　農地・農機具など）などの被災した事実を証明する
　もの
▶申請：次の書類などを税務町民課に提出
　❶ り災・被災証明申請書　※税務町民課にあります。

　❷ 被災状況が分かる写真
　※印鑑と本人確認ができるもの（運転免許証など）が必要です。

▶申請期限：11 月 30 日（月）
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保健福祉課

無料の悩みごと相談
心配ごと、行政合同相談所

▶日時：10 月 22 日（木）　13:30 ～ 16:00
▶場所：保健センター
▶心配ごと相談員：右田　秀美（行政相談員兼務）
　　　　　　　　　永山　治美
　　　　　　　　　山浦　たか子
▶相談内容（例）：家庭内のこと、借地借家、相続遺言、
　人権問題、金銭問題、その他悩みごとなど
▶その他：
　・秘密は固く守られ相談は無料です。
　・事前に連絡すると待ち時間なく相談が受けられま
　　す。時間、場所なども相談に応じます。
問  ❶ 湯前町社会福祉協議会　☎ 0966（43）4117
　  ❷ 保健福祉課（保健センター内）

保健福祉課

令和２年７月豪雨義援金を支給します

令和２年７月豪雨で被災した人を対象に熊本県からの
義援金を支給します。

▶対象：り災証明書で住家の被害が準半壊か一部損壊
　の判定を受けた世帯
　※申請者が居住している住家のみ対象です。

▶支給額：５万円
▶申請：次の書類を保健福祉課に提出
　❶ 令和２年７月豪雨義援金申請書
　❷ り災証明書の写し ※税務町民課で申請。

　❸ 振込先が分かるものの写し（世帯主名義）
問  義援金について：保健福祉課
　  り災証明書について：税務町民課

保健福祉課

成年後見人について学びませんか

成年後見制度への理解を深め、親族後見人や市民後見
人として活躍する人材を育成するために成年後見人養
成講座が開催されます。

▶対象：次のすべてに当てはまる人
　※市民後見人養成講座の受講者も受講可能です。

　❶ 人吉球磨圏域に住んでいる
　❷ 成年後見制度や福祉活動に理解と熱意があり、
　　 心身ともに健康
　❸ 社会貢献に意欲がある
▶日程：

日　時 科　目 講　師

12 月
12 日（土）

８:30 ～
９:00

開講式

センター職員

オリエンテーション

９:15 ～
12:15

2030 年、 人 吉 球 磨
の様子はこう変わる

くまもと健康支援
研究所

13:00 ～
15:00

高齢者・障がい者の
人権

熊本県弁護士会
15:10 ～
17:10

成年後見制度をめぐ
る法律

13 日（日）

８:30 ～
10:30 成年後見制度概論

成年後見センター
リーガルサポート10:40 ～

12:40 任意後見

13:30 ～
15:30 法定後見 司法書士

▶場所：人吉市総合福祉センター２階　中会議室
▶料金：無料
▶定員：20 人
▶申込先：
　・湯前町社会福祉協議会　・人吉市社会福祉協議会
　※申込書は保健福祉課と湯前町社会福祉協議会にあります。

▶申込期限：11 月 30 日（月）  ※定員に達し次第締め切り。

問  人吉球磨成年後見センター
　  ☎ 0966（24）8800
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税務町民課

10 月の町税・使用料の納期限

▶対象：
　・町県民税（３期）　　　・介護保険料（４期）
　・国民健康保険税（５期）
　・後期高齢者医療保険料（４期）
　・水道使用料　　　　　・下水道使用料
　・住宅使用料　　　　　・インターネット使用料
　・保育料　　　　　　　・湯前町奨学金返還金
▶口座振替日：10 月 26 日（月）
　※残高不足に注意してください。

▶納期限：11 月２日（月）
問  税務町民課：町県民税、介護保険料、
　　　　　　　  国民健康保険税、
　　　　　　　  後期高齢者医療保険料
　  建設水道課：水道、下水道、住宅使用料
　  総務課　　：インターネット使用料
　  保健福祉課：保育料
　  教育課　　：湯前町奨学金返還金

保健福祉課

災害支援について相談できます
どのような支援があるか知りたい、どこに相談したらよ
いかわからないなど困っている人は相談してください。

▶相談先：総務省熊本行政評価事務所
　　　　　☎ 0120（133）145
▶時間：８:30 ～ 17:15

保健福祉課

のら猫にエサを与えないでください

エサやりは飼い主が責任をもって行うものです。飼っ
ていない猫へのエサやりは行わないでください。

▶飼い主の人へ：室内飼育、避妊去勢手術などをして
　大切に飼いましょう。
　※のら猫の避妊去勢手術費用の補助があります。くわしくは問合
　　先にお尋ねください。

問  人吉保健所　☎ 0966（22）3108

保健福祉課

悩みや不安を相談しませんか？

新型コロナの影響などで、今後の生活に不安を感じて
いる人や悩みを抱えている人で身近な人に相談できな
い人は、役場に相談するか厚生労働省のホームページ
をご覧ください。

▶厚生労働省ホームページ：
　悩み相談　厚生労働省　検索

➡
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教育課

文化財を大切にしましょう

文化財に土足であがった跡が残っていました。汚した
り壊したりしないよう気を付けましょう。不審者や不
審な物を見かけたときはお知らせください。

建設水道課

必ず検査を受けてください
浄化槽の法定検査

浄化槽の管理が適正か、浄化槽がきちんと機能してい
るかを確認するために必ず法定検査を受けましょう。
くわしくは建設水道課にお尋ねください。

【新たに浄化槽を設置した人】※７条検査

▶検査回数：設置後３～８カ月以内に１回

【浄化槽を設置している人】※ 11 条検査

▶検査回数：年に１回

企画観光課

協力事業者を募集
ふるさと納税

「ふるさと納税」で本町に寄附した人には、町の魅力
や PR につながる特産品をお礼品として進呈していま
す。お礼品の提供に協力していただける事業者を募集
しています。くわしくはお問い合わせください。

問  企画観光課　ふるさと納税係

税務町民課

11月８日（日）午前中に交付します
マイナンバーカード休日交付・電子証明書更新

※休日は混雑するため待ち時間が発生することがあります。時間に
　余裕をもってお越しください。

【マイナンバーカード休日交付】
▶対象者：申請後マイナンバーカードを受け取ってい
　ない人
▶時間：９:00 ～ 12:00
▶場所：税務町民課窓口
▶準備物：
　・ハガキ（個人番号カード交付・電子証明書発行通
　　知書兼照会書）
　・本人確認書類（上のハガキに書いてあります）
　・通知カード

【電子証明書更新】
▶対象者：電子証明書の有効期限が切れている人か有
　効期限まで３カ月以内で更新を希望する人
　※有効期限…発行日から５回目の誕生日まで。期限の３カ月前か
　　ら更新可能です。

▶申請：パスワード（６桁以上の英数字と４桁の数字）
　を確認して税務町民課で申請
問  税務町民課 町民係
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住宅名 戸　数 地　区 規　模 月額家賃 構造など

高見住宅 １戸 野中田３ ３DK 10,600 円～
20,800 円

簡易耐火２階建
（浴槽・給湯設備は入居者負担）

下京手住宅 ２戸 上村 ２K 5,000 円～
8,000 円

簡易耐火平屋建
（浴槽・給湯設備は入居者負担）

▶条件：
　① 住む場所に困っていることが明らかで、同居親
　　 族（予定でも可）がいる
　② 町税・使用料などを滞納していない  
　　 ※連帯保証人も同じです。

　③ 入居・同居する人が暴力団員でない
　④ 所得
　　 一般世帯：月額 15 万 8000 円以下
　　 高齢者・障がい者世帯：月額 21 万 4000 円以下
　⑤ 単身者で、60 歳以上や障がい者など
▶入居可能日：11 月中旬予定

▶申し込み：次の書類を建設水道課に提出
　・申込用紙　
　 ※建設水道課で受け取るかホームページからダウンロード。

　・（入居・同居者）住民票、所得証明書、納税証明書
　・（連帯保証人）所得証明書、納税証明書
▶提出期限：10 月 30 日（金）午後５時
▶その他：
　・申し込みが多い場合は、選考委員会の意見を参考
　　に決定します。
　・うその記載があったときは失格とします。
　・水道使用料、下水道使用料は別に手続きが必要です。
　・湯前町インターネット接続サービス利用可能です。
　　（月額 3500 円）　　※別に手続きが必要。

建設水道課

町営住宅の入居者を募集します
高見住宅・下京手住宅

●
高見住宅

湯前中学校

湯前小学校

●
下京手住宅
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◆年金相談（予約制）（10/15 ～ 11/５）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123

日 場　所 時　間

19日
（月）  人吉市社会福祉協議会 ９:30 ～

17:00

21日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～

17:00

26日
（月）  人吉市社会福祉協議会 ９:30 ～

17:00

28日
（水）  多良木町役場（町民相談室） ９:00 ～

17:00

11月

２日
（月）  人吉市社会福祉協議会 ９:30 ～

17:00

４日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～

17:00

※日程が変更となることがあります。
日 内　容 時　間 場　所

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）

21日
（水）  水彩画 ９:30 ～ 改善センター

（中会議室）

22日
（木）  健康マージャン 13:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

23日
（金）  レクリエーションダンス 13:30 ～ 改善センター

（中会議室）

29日
（木）  そば打ち 10:00 ～ 中央公民館

（調理室）

30日
（金）  水彩画 ９:30 ～ 改善センター

（中会議室）

11月

５日
（木）  カラオケ ９:30 ～ 改善センター

（中会議室）

◆生涯学習（10/15 ～ 11/５）
※日程が変更となることがあります。

日 内　容 場　所 時　間

28日
（水）

 若者サポートステーション
 湯前出張相談会

湯前駅
レールウイング内
展示体験販売施設

13:30 ～
16:30

◆就労支援相談（予約制）（10/15 ～ 11/５）

※日程が変更となることがあります。
※若者サポートステーションやつしろ　☎ 0965（37）8739

◆検診（10/15 ～ 11/５）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

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

21日
（水）

 幼児歯科検診※１
 ▶２歳以上の２、６、10月生

９:00 ～ 湯前町保健センター
　〇母子手帳　
　〇歯のアンケート

11月

２日
（月）

 インフルエンザ予防接種
 ▶上村、下染田
 ※申込者

指定の時間 湯前町保健センター
　〇予防接種手帳
　〇予診票

※日程が変更となることがあります。
※１：幼児健診と重なるときはお呼びしません。
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◆健康相談・健康教室（10/15 ～ 11/５）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

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）

 総合健康相談
 ※毎週月曜日

９:00 ～ 11:30 湯前町保健センター

 野中田2区健康相談 13:30 ～ 野中田２区公民分館

21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

26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

27日
（火）

 野中田３区いきいき健康教室 10:00 ～ 野中田３区公民分館

 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

 瀬戸口区いきいき健康教室 13:30 ～ 瀬戸口区公民分館

28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

29日
（木）  中里２区いきいき健康教室 10:00 ～ 中里２区公民分館

30日
（金）  浅鹿野区いきいき健康教室 13:30 ～ 浅鹿野区公民分館

11月

２日
（月）  馬場区いきいき健康教室 10:00 ～ 馬場区公民分館

４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

５日
（木）  中猪区いきいき健康教室 10:00 ～ 中猪区公民分館

※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。
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人　口 /3763人　
男 /1763人　女 /2000人
世帯数 /1574 戸
※９/30 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（10/15 ～ 11/５）
※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

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

25 日
（日）

あさぎり

東病院 45-5711

岡原けんこう堂薬局 45-6023

きりん薬局岡原店 45-1280

相良
緒方医院 35-0131

くま薬局 35-1300

人吉

あいだ診療所 25-1651

愛甲産婦人科麻酔科医院 22-4020

増田クリニック小児科 22-3570

五日町薬局 23-6228

11 月

１日
（日） あさぎり

たかの眼科 47-2550

くるみ薬局 49-9630

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

１日
（日）

多良木

犬童耳鼻咽喉科 43-0777

公立多良木病院小児科 42-2560

きりん薬局原田店 42-6900

ファーコス薬局
多良木いちご 42-6888

山口薬局 42-2123

人吉

伊津野医院 22-3066

掛井眼科医院 22-3383

みずき薬局 24-6971

高階誠心堂薬局本店 22-4633

３日
（火）

あさぎり

犬童内科胃腸科医院 45-1125

岩井クリニック 49-2181

くるみ薬局 49-9630

おかざき薬局 49-2905

球磨 球磨村診療所 32-0377

人吉

岡医院 22-3371

河野産婦人科医院 24-3838

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


