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◆今号の１枚

企画観光課

11月７日（土）から土曜日運行開始
くま川鉄道代替輸送バス

くま川鉄道代替バスは 11 月７日（土）から土曜日も運
行します。時刻表など、くわしくは町かくま川鉄道の
ホームページで確認してください。
※学生の優先利用にご協力ください。

▶対象者：「通学定期乗車券」や「通勤定期乗車券」、「回
　数乗車券」を持っている人  ※現金での乗車はできません。

▶運行本数：上り、下りともに午前２便、午後３便
問  くま川鉄道　☎ 0966（23）5011
　  HP：https://www.kumagawa-rail.com/

↑幻想的な光につつまれる里宮神社（昨年 11 月）

企画観光課

里宮神社紅葉ライトアップ

里宮神社で紅葉のライトアップを行っています。縁結
びの神社として名高い神社で幻想的な世界を感じてみ
ませんか。

▶期間：11 月８日（日）～ 14 日（土）
▶時間：18:00 ～ 22:00
▶場所：里宮神社
問  企画観光課 地域おこし協力隊
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農林振興課

農林業支援制度

❶ 農林業経営持続化支援事業
▶対象者：次のすべてにあてはまる法人か個人事業者
　・町内に住所があり、農林業を営んでいる
　・新型コロナの影響で連続する前年同３カ月比で売
　　上が15％以上減少した
　・町税などを滞納していない
　・商工業経営持続化支援金を受給していない
▶対象期間：ことし１月～ 12 月
　※１月～６月が前期、７月～ 12 月が後期。

▶交付額：連続する前年同３カ月比の売上減少額の
　３分の１
▶上限額：次のいずれかの額
　・事業者が町内在住で町内で農林業を営んでいる
　　…60 万円　※前期 30 万円、後期 30 万円。

　・事業者が町外在住で町内に事業所があり町内で
　　農林業を営んでいる…30 万円　※１年間で 30 万円。

▶申請期限：翌年２月 12 日（金）

❷ 優良肉用子牛生産緊急対策事業
▶対象者：平均価格が 70 万円（税込）を下回った球磨
　家畜市場セリ市に出荷した法人か個人事業者
▶対象期間：ことし１月～ 12 月
▶交付額：１万円（１頭）

❸ 優良肉用肥育牛生産安定対策事業
▶対象者：肉用牛肥育経営安定交付金制度が発動され
た月に出荷した法人か個人事業者
▶対象期間：ことし１月～ 12 月
▶交付額：肉用牛肥育経営安定交付金額を除いた額の
　２分の１　※上限額：１万 5000 円（１頭）

❹ 果樹振興補助事業
▶対象者：町内に中心となる農地がある農家
▶対象経費：販売目的で２㌃以上、新植や改植をした
　ときの苗木購入費用
▶補助額：経費から消費税を除いた額の２分の１以内

❺ 鳥獣被害防止策事業
▶対象者：町内に協定農用地以外の農用地がある人
▶対象経費：２㌃以上の協定農用地以外の農用地に設
　置する防止柵の材料費
▶補助額：経費から消費税を除いた額の２分の１以内
　※上限額：30 万円（１戸）

❻ 作物規模拡大等支援事業
▶対象者：町内に中心となる農地がある人
▶対象経費：販売目的で５㌃以上、新規作付か規模拡
　大したときの種苗購入費用
　※水稲と飼料作物は除く。JA で購入した種苗に限る。

▶補助額：経費から消費税を除いた額の２分の１

❼ 高齢者園芸施設導入事業
▶対象者：町内に中心となる農地がある 65 歳以上の人
▶対象経費：販売目的で導入する小規模ビニールハウ
　スの購入費　※中古は対象外。設置費用などは対象外。

▶補助額：経費から消費税を除いた額の２分の１以内
　※上限額：30 万円

❽ 農業研修補助事業
▶対象者：次のすべてに当てはまる人
　・町内に中心となる農地がある
　・過去３年以内に本補助を受けていない
▶対象経費：研修に必要な交通費などの費用
　※国や県などから助成があるときは助成金額を除いた額。

▶補助額：経費から消費税を除いた額の２分の１以内
　※上限額：５万円（国内）、10 万円（国外）

【対象者の要件（❷～❽共通）】
※他に個別の要件があります。

・町内に住所があり、町税などを滞納していない

税務町民課

11 月の町税・使用料の納期限

▶対象：
　・固定資産税（２期）　　・国民健康保険税（６期）
　・後期高齢者医療保険料（５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：11 月 25 日（水）
　※残高不足に注意してください。

▶納期限：11 月 30 日（月）
問  税務町民課：固定資産税、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

有毒植物での食中毒に注意

有毒植物での食中毒が国内で発生しています。種類が
確実に判断できないものは絶対に食べないでください。
※食中毒になってしまったときは原因の植物を持って早急に医療機
　関に行ってください。

クサウラベニダケ
引用：厚生労働省 HP

クワズイモ
引用：厚生労働省 HP

税務町民課

12月６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

教育課

町内駅伝は中止します

12 月６日（日）に予定していた「第 49 回湯前町内駅伝
大会」は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
します。
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▶応募要件：❶～❺に当てはまる人
　❶おおむね 20 歳以上 45 歳以下（応募日現在）
　❷現在、三大都市圏※１などの条件不利地域※２以外
　　に住んでいて、 任用後に本町に住民票を移して移
　　住できる
　❸日常的に普通自動車を運転している
　❹地域になじみ、住民と一緒に地域おこしに取り組
　　む意欲がある
　❺パソコン（Word・Excel など）の一般的な操作が
　　できる
　※１：埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・岐阜県・愛知県・三重県・

　　　京都府・大阪府・兵庫県・奈良県のこと。

　※２：総務省「特別交付税措置に係る地域要件確認表」で確認できます。

　※原則、指定した住宅に入居してもらいます。（実家に住む人以外

　　は家賃のみ町が負担）

　※活動に使用する車は町が準備します。

　※引っ越しにかかる費用は自己負担です。

▶申込資格：次のいずれにも当てはまらない人
　・禁固刑以上の刑に処せられ、その執行が終わって
　　いない
　・本町職員として懲戒免職の処分を受けてから２年
　　経過していない
　・日本国憲法や政府を暴力で破壊することを主張す
　　る政党や団体を結成し加入している
▶申込方法：「地域おこし協力隊応募用紙」「住民票（写
　し）」「運転免許証（写し）」を企画観光課へ提出（持参
　か簡易書留郵便で郵送）
　※申込書は企画観光課で受け取るか町ホームページからダウンロード

▶申込期限：12 月 25 日（金）　※当日消印有効。

▶選考方法：
　（第１次）書類選考
　※応募日から１週間程度で結果をお知らせします。

　（第２次）面接選考（第１次選考合格者のみ）
　※面接後２～３週間程度で結果をお知らせします。

　※新型コロナの影響で第２次の選考方法を変えることがあります。

▶申込先：〒 868-0621　湯前町 1989-1
　　　　　企画観光課　企画振興係

まちづくりの原動力、推進力となるような人材として
「地域おこし協力隊」を募集します。U・I・J ターンを
考えている家族や知り合いなどへおすすめください。

▶職種：地域おこし協力隊
▶任用期間：翌年２月１日～令和４年１月 31 日
　※１年ごとに更新、最長３年まで延長可能。

▶仕事内容：移住定住促進に関する活動
　（活動例）
　・移住を希望する人の相談対応、お試し住宅を活用
　　した企画と運営
　・空き家バンクの運営
　・サイト「ゆのまえかじり」の運営など
▶勤務条件：

勤務日 　週５日（原則、月～金曜日）

勤務時間 　週 35 時間

勤務場所 　企画観光課など

休日 　土・日・祝日・年末年始
　※休日出勤のときは休日の振り替えで対応。

報酬額 　月額 18 万 5161 円

諸手当 　通勤手当

昇給制度 　あり

休暇 　年次有給休暇や夏季休暇などの特別休暇

社会保険 　社会保険・厚生年金保険・雇用保険に加入

労災保険 　労働災害補償保険か非常勤公務災害補償制度

その他 　健康診断・ストレスチェックあり
　学歴や職歴で給与の増額あり

任用根拠 　地方公務員法第 22 条の２に規定のある「会計
　年度任用職員」としての任用

企画観光課

地域おこし協力隊を１人募集します

◆年金相談（予約制）（11/12 ～ 12/５）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123

日 場　所 時　間

16日
（月）  人吉市社会福祉協議会 ９:30 ～

17:00

18日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～

17:00

25日
（水）  多良木町役場（町民相談室） ９:00 ～

17:00

30日
（月）  人吉市社会福祉協議会 ９:30 ～

17:00

12月

２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

12日
（木）  健康マージャン 13:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

13日
（金）  レクリエーションダンス 19:30 ～ 改善センター

（中会議室）

16日
（月）  フラワーアレンジメント 19:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

17日
（火）  書道 ９:30 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

18日
（水）  水彩画 ９:30 ～ 改善センター

（中会議室）

20日
（金）  ３B体操 13:00 ～ 改善センター

（中会議室）

23日
（月）  社交ダンス 19:30 ～ 改善センター

（中会議室）

24日
（火）  書道 ９:30 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

25日
（水）  パソコン・タブレット 13:30 ～ 中央公民館

（パソコン室）

26日
（木）

 そば打ち 10:00 ～ 中央公民館
（調理室）

 健康マージャン 13:00 ～ 中央公民館
（視聴覚室）

27日
（金）

 水彩画 ９:30 ～ 改善センター
（中会議室）

 レクリエーションダンス 13:30 ～ 改善センター
（中会議室）

12月

１日
（火）  書道 ９:30 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

２日
（水）  パソコン・タブレット 13:30 ～ 中央公民館

（パソコン室）

３日
（木）  カラオケ ９:30 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

◆生涯学習（11/12 ～ 12/５）
※日程が変更となることがあります。

日 内　容 場　所 時　間

25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）（11/12 ～ 12/５）

※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

保健福祉課

消費生活トラブルはすぐに相談
消費者ホットライン 188

「悪徳商法にだまされた」「お試し購入のはずが定期購
入になっていた」などの消費者トラブルや災害・コロ
ナウイルスに関連するトラブルなど１人で抱え込まず
相談してください。

▶相談先：消費者ホットライン 188　
　　　　　☎ 188（局番無し）
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◆健康相談・健康教室（11/12 ～ 12/５）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

13日
（金）  下村区いきいき健康教室 10:00 ～ 下村区公民分館

16日
（月）

 総合健康相談
 ※毎週月曜日

９:00 ～ 湯前町保健センター

 古城区いきいき健康教室 10:00 ～ 古城区公民分館

17日
（火）  上村区いきいき健康教室 10:00 ～ 上村区公民分館

24日
（火）

 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

 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

26日
（木）  中里２区健康相談 13:30 ～ 中里２区公民分館

30日
（月）  下里区いきいき健康教室 10:00 ～ 下里区公民分館

12月

１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

３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　〇三角巾

４日
（金）  上里１区いきいき健康教室 10:00 ～ 上里１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（11/12 ～ 12/５）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

13日
（金）

 インフルエンザ予防接種
 ▶古城、上染田、桜の里
 ※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

16日
（月）

 インフルエンザ予防接種
 ▶野中田３、中里１、中里２
 ※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

18日
（水）

 幼児歯科検診
 ▶２歳以上の３、７、11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

19日
（木）

 インフルエンザ予防接種
 ▶野中田２、田上
 ※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

20日
（金）

 インフルエンザ予防接種
 ▶下里、植木、下城
 ※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

24日
（火）

 インフルエンザ予防接種
 ▶馬場、上里１
 ※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

30日
（月）

 インフルエンザ予防接種
 ▶上里３、浜川
 ※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

12月

１日
（火）

 ３カ月児健診
 ▶R２年８月生 

13:00 ～ 多良木町保健センター
　〇母子手帳　
　〇問診票

３日
（木）

 ６カ月児健診
 ▶R２年５月生

12:50 ～ 多良木町保健センター
　〇母子手帳
　〇問診票

４日
（金）

 インフルエンザ予防接種
 ▶上猪、中猪、野中田１
 ※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。
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人　口 /3763人　
男 /1764人　女 /1999人
世帯数 /1576戸
※ 10/31 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（11/12 ～ 12/５）
※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

15 日
（日）

水上
古城クリニック 44-0321

クスノキ薬局桜の里店 47-8123

あさぎり
やまむら医院 45-0005

エスエス堂きりん本町薬局 45-6330

錦
高田内科医院 38-3677

高階誠心堂錦調剤薬局 38-4940

人吉
球磨病院 22-3121

あおい調剤薬局 32-7677

22 日
（日）

湯前
そのだ医院 43-2063

犬童薬局 43-3903

錦 田中医院 38-0061

人吉

しらおく内科クリニック 25-1550

たけだ眼科クリニック 23-3096

増田クリニック小児科 22-3570

高階誠心堂薬局本店 22-4633

高階誠心堂薬局いずみだ店 24-8370

五日町薬局 23-6228

23 日
（月） 多良木

宮原医院 42-2082

仁田畑クリニック 42-1123

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

23 日
（月）

多良木
山口薬局ピーチ店 42-7712

ひご薬局多良木店 49-1011

人吉

田中医院 24-6127

田中クリニック 22-7222

たかはし小児科内科医院 24-2222

高階誠心堂薬局かわらや店 24-5171

鬼木調剤薬局 22-7122

たんぽぽ薬局 23-6170

29 日
（日）

多良木
渡辺医院 42-2541

高階誠心堂薬局たらぎ店 42-1117

あさぎり
やまむら医院 45-0005

エスエス堂きりん本町薬局 45-6330

錦
酒瀬川内科 38-0050

つばめ薬局 25-2500

人吉

辻循環器内科 24-8888

たかみや医院 24-5611

みらい薬局 24-4611

きりん薬局西間店 24-6336


