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保健福祉課

妊婦の検査費用を助成します
新型コロナウイルス検査
▶対象：
① 分娩予定日の約２週間前の妊婦
② ①が検査を受けた医療機関
　 ※医師の判断で検査が必要な場ときや保険適用で検査を受けた
　　ときは対象外です。

▶対象：昨年８月１日～ことし３月 31 日の間に行っ
　た新型コロナウイルス検査
▶助成金：上限２万円
▶申請：必要書類を３月 31 日までに問合先に提出
　※書類は問合先ホームページからダウンロードしてください。

問 熊本県子ども未来課　☎ 096（333）2209

↑市房山にうっすらと雪が積もりました（１月７日 16:00 頃市房ダムからの景色）

税務町民課

生活習慣を改善・早めに予防
特定健診（国民健康保険）を受けましょう
生活習慣病発症・重症化防止のために特定健診を受け
ませんか。くわしくは税務町民課にお尋ねください。

▶対象者：40 歳～ 74 歳で国民健康保険証を持って
　いる人
▶期間：２月 19 日（金）まで
　※平日のみ。２週間前までに予約が必要です。

▶受付時間：７:30 ～７:45　※時間厳守。

▶場所：公立多良木病院　総合健診センター「コスモ」
▶費用：3000 円
▶準備物：保険証、問診票、検尿
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▶日程表

税務町民課

確定申告相談会

月 日　 地区

２月

８日（月） 浜川

９日（火） 中里１・２

10 日（水） 下城、野中田１

12 日（金） 古城

15 日（月）
浅鹿野

16 日（火）

17 日（水） 中猪、上村

18 日（木） 上猪、野中田２

19 日（金）
野中田３

22 日（月）

24 日（水） 田上

25 日（木） 上染田

26 日（金） 下村

３月

１日（月） 下染田

２日（火） 馬場

３日（水） 瀬戸口

４日（木） 下里

５日（金） 上里１・２

８日（月） 植木

９日（火）
上里３

10 日（水）

11 日（木）

予備日12 日（金）

15 日（月）

▶場所：湯前町役場　洋会議室
▶時間：９:00 ～ 11:30、13:30 ～ 16:00
▶準備物：
　・マイナンバーカードか通知カードと身分証明書
　・口座届出印、通帳　※口座振替や還付手続で必要です。

　・必要書類（機械などの取得日、価格などが分かる
　　書類、帳簿、領収書、通帳など）
　・生命保険料や地震保険料の支払証明書
　・給与、報酬、賃金、国民年金、厚生年金などの源
　　泉徴収票
　・医療費の明細書　※医療費控除を受けられる人のみ。

　・住宅取得控除証明書　※税務署から届いた人のみ。

▶その他：
　・必ず指定された日に来てください。
　・新型コロナ感染拡大防止のため車の中での待機や
　　マスク着用などにご協力ください。タクシーで来
　　た人や待機場所がない人は相談してください。
　・領収書は事前に項目ごとに分けるなどまとめてお
　　いてください。
　・収入がない人も保険料などの算定で申告が必要で
　　す。必ず世帯全員申告してください。
　・収入が給与のみ（年金のみ）の人は申告する必要は
　　ありません。くわしくは税務町民課までお尋ねく
　　ださい。

税務町民課

確定申告の控除額が変わります

くわしくは国税庁ホームページ（https://www.nta.
go.jp/）で確認するか問合先にお尋ねください。

▶青色申告特別控除額：
　65 万円から 55 万円に引き下げ
　※ e-Tax での電子申請か電子帳簿保存を行うと 65 万円の控除が
　　受けられます。
　※ 10 万円の青色申告特別控除についてはこれまでと同じです。

▶基礎控除額：
　38 万円から 48 万円に引き上げ
問  人吉税務署　☎ 0966（23）2311 ※自動音声案内

税務町民課

１月の町税・使用料の納期限

▶対象：
　・町県民税（４期）　　・国民健康保険税（８期）
　・後期高齢者医療保険料（７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：１月 25 日（月）
　※残高不足に注意してください。

▶納期限：２月１日（月）
問  税務町民課：町県民税、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

障がい者控除を受けられます
確定申告

▶対象者：認定基準日（申告対象の年の 12 月 31 日）
　において 65 歳以上で次のいずれかに当てはまる人
　※要介護認定の有効期間に認定基準日が含まれている人のみ。対
　　象者が死亡したときは死亡日を認定基準日とします。

　❶要介護認定などを受けていて認定調査票、主治医
　　意見書などで障がいの程度が分かる
　※過去に要介護認定を受け有効期間が切れている人で、職員訪問
　　や入院状況などで障がいの程度が分かる人も含みます。

　❷要介護認定などを申請中で認定調査票、主治医意
　　見書などで障がいの程度が分かる
▶認定基準：
　❶障がい者控除

身体障がい
（３～６級）か

知的障がい
（軽・中度）

＋

 障がい高齢者… 
 日常生活自立度ランクＡ以上

 認知症高齢者…
 日常生活自立度ランクⅡ以上

　❷特別障がい者

身体障がい
（１～２級）か

知的障がい
（重度）

＋

 障がい高齢者… 
 日常生活自立度ランクＣ以上

 認知症高齢者…
 日常生活自立度ランクⅣ以上

▶申込方法：障がい者控除対象認定書交付申請書を問
　合先に提出　※申請書は問合先にあります。

※ランクＡ…ほぼねたきり状態
　ランクＣ…ねたきりで全介助状態
　ランクⅡ…日常生活に支障をきたすが誰かが注意していれば自立
　　　　　　できる状態
　ランクⅣ…日常生活に支障をきたし常に介護を必要とする状態

問  保健福祉課 介護保険係（保健センター内）
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保健福祉課

嘱託職員を募集します
湯前町社会福祉協議会
▶職種・採用予定数：調理員１人
▶勤務先：湯前保育園（湯前町 2460 番地）
▶必要免許：調理師免許
▶勤務日数：月 20 日（週 40 時間以内）
▶給与等：規則に基づいて支給（昇給、通勤手当、賞与、
　退職金、社会保険などあり）
▶申込方法：履歴書を湯前町社会福祉協議会に提出
　※履歴書の様式は問いません。

▶応募期限：１月 29 日（金）
▶選考内容：書類選考、面接
▶採用日：令和３年４月１日
問  ❶湯前町社会福祉協議会　☎ 0966（43）4117
　  ❷湯前保育園　☎ 0966（43）2024

保健福祉課

無料の悩みごと相談

▶日時：１月 28 日（木）　13:00 ～ 16:00
▶場所：湯前町保健センター
▶相談員：
　心配ごと相談員　右田  秀美（行政相談員兼務）
　　　　　　　　　永山  治実
　人権相談員　　　金山  充
▶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  福祉係（保健センター内）

▶対象住宅

建設水道課

町営住宅の入居者を募集します

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 1 万 600 円～
2 万 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 5000 円～
8500 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：２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：１月 29 日（火）17:00
▶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。

▶住宅位置図：

●
高見住宅

湯前中学校

湯前小学校

●
下京手住宅

企画観光課

地元の旬を味わおう
2021奥球磨グルメフェア開催中
湯前町、多良木町、水上村の飲食店 14 店舗が地域の
特産品を使った料理を提供しています。スタンプラ
リーも同時開催。大人から子どもまで楽しめます。ぜ
ひおいしい料理を食べてください。

▶対象店舗：　※値段は税込み。
　湯前町…ゆのまえ温泉湯楽里
　　　　　・猪チゲ鍋セット（1200 円）
　　　　　兼田製菓舗
　　　　　・いちご棒（350 円）
　　　　　ユノカフェ
　　　　　・いちごヨーグルトパフェ（600 円）
　　　　　・いちごのスムージー（450 円）
　　　　　レストラン徳丸
　　　　　・ミニチャンポンとミニカツカレーセット
　　　　　  （1380 円）
　　　　　魚八
　　　　　・かって丼（450 円～）
　多良木町…川辺製菓本舗、まつ藤、新辰巳、
　　　　　　レストランピザピノ
　水上村…お食事よねもと、お食事・酒楽やまちゃん、
　　　　　小さなレストランふきのとう、郷商店、
　　　　　水上村物産館水の上の市場
▶期間：３月 21 日（日）まで

保健福祉課

１人で悩まず相談を
DV相談ナビ

女性の約３人に１人、男性の約５人に１人は配偶者か
ら「身体的暴行」「心理的攻撃」「経済的圧迫」「性的強要」
のいずれかを受けたことがあり、女性の約７人に１人
は何度も受けています。相談することで解決方法が見
つかるかもしれません。

 ▶ DV 相談ナビ：☎ #8008
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◆年金相談（予約制）（１/15～２/５）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123

日 場　所 時　間

18日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～

17:00

20日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～

17:00

25日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～

17:00

27日
（月）  多良木町役場（町民相談室） ９:00 ～

17:00

※日程が変更となることがあります。

日 内　容 場　所 時　間

27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）（１/15～２/５）

※日程が変更となることがあります。

※ジョブカフェ・球磨ブランチ　☎ 0965（22）0555

◆健康相談・健康教室（１/15～２/５）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

18日
（月）

 総合健康相談 9:00 ～ 11:30 湯前町保健センター

 金色の会（男性料理教室） 10:00 ～ 〃
　〇エプロン　〇三角きん
　○200円

 野中田２区健康相談 13:30 ～ 野中田２区公民分館

21日
（木）

 １歳児育児相談
 ▶R元年11、12月生
 ▶R ２年１月生

9:30 ～ 12:00 湯前町保健センター

22日
（金）  下村区健康相談 13:30 ～ 下村区公民分館

26日
（火）

 健康運動（コンディショニング） 10:00 ～ 12:00 湯前町保健センター

 上村区健康相談 13:30 ～ 上村区公民分館

28日
（木）  中里２区健康相談 13:30 ～ 中里２区公民分館

29日
（金）  ほんわり会（介護者の集い） 13:30 ～ 湯前町保健センター

２月

２日
（火）  健康運動（コンディショニング） 10:00 ～ 12:00 湯前町保健センター

４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

※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（１/15～２/５）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

20日
（水）

  幼児歯科検診
 ▶２歳以上の１、５、９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

２月

２日
（火）

 ３カ月児健診
 ▶R２年10月生

13:00 ～ 多良木町保健センター
　〇母子手帳　
　〇問診票
　○子どもノート

４日
（木）

 ６カ月児健診
 ▶R２年７月生

〃 〃 〃

※日程が変更となることがあります。

総務課

競争入札参加資格申請を受け付けます

令和３・４年度の人吉球磨広域行政組合が発注する建
設工事、測量・建設コンサルタントや物品調達に係る
競争入札参加資格申請書を受け付けます。くわしくは
問合先にお尋ねください。

▶書類：問合先のホームページからダウンロード
▶申請方法：郵送のみ
▶受付期間：２月１日（月）～２月 28 日（日）
　※当日消印有効。

問  人吉球磨広域行政組合 総務課契約係
　　☎ 0966（23）2311

総務課

踏切は必ず一旦停止を！

現在くま川鉄道は運休中ですが点検車両などは随時運
行します。法律で定められたとおり踏切前では必ず停
止をしてください。
※道路交通法第 33 条第１項
　車両などは踏切を通過しようとするときは踏切の直前（道路標識な
　どで停止線が設けられているときはその停止線の直前。以下この
　項において同じ）で停止し、かつ安全であることを確認した後で
　なければ進行してはならない。ただし信号機の表示する信号に従
　うときは踏切の直前で停止しないで進行することができる。　

問  多良木警察署　☎ 0966（42）4110

総務課

感電事故を無くしましょう

感電事故防止のため電線付近での凧揚げや電柱・鉄塔
に上らないようお願いします。凧が電線にかかったと
きは問合先にお尋ねください。

問  九州電力送配電株式会社 人吉配電事務所
　　☎ 0120（986）958

２月

１日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～

17:00

３日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～

17:00
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人　口 /3752 人　
男 /1759人　女 /1993人
世帯数 /1573戸
※ 12/31 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（１/15～２/５）
※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

17 日
（日）

湯前
そのだ医院 43-2063

犬童薬局 43-3903

多良木
上球磨クリニック 42-5868

たらぎ調剤薬局 43-0221

人吉

光永医院 22-2366

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

エスエス堂薬局瓦屋店 22-6550

まえだ薬局 23-2987

五日町薬局 23-6228

24 日
（日）

多良木
宮原医院 42-2082

山口薬局ピーチ店 42-7712

錦
酒瀬川内科 38-0050

つばめ薬局 25-2500

人吉

堤病院附属九日町診療所 22-2251

みなみ眼科 22-6820

さくら調剤薬局九日町店 22-2162

31 日
（日）

多良木
渡辺医院 42-2541

高階誠心堂薬局たらぎ店 42-1117

錦 ほづみ皮膚科医院 26-5300

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

31 日
（日） 人吉

みのだ内科循環器科 28-3111

三浦整形外科医院 22-3401

人吉医療センター小児科 22-2191

さくら調剤薬局西間店 22-8850

さくら調剤薬局
医療センター前店 32-9657

日 内　容 時　間 場　所

15日
（金）  ３B体操 13:00 ～ 改善センター

（中会議室）

18日
（月）  フラワーアレンジメント 19:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

19日
（火）  書道 ９:30 ～ 改善センター

（中会議室）

20日
（水）

 水彩画 ９:30 ～ 改善センター
（中会議室）

 パソコン・タブレット 13:30 ～ 中央公民館
（パソコン室）

22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）

27日
（水）  パソコン・タブレット 13:30 ～ 中央公民館

（パソコン室）

28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 ～ 改善センター
（中会議室）

29日
（金）  水彩画 ９:30 ～ 改善センター

（中会議室）

２月

２日
（火）  書道 ９:30 ～ 改善センター

（中会議室）

３日
（水）  パソコン・タブレット 13:30 ～ 中央公民館

（パソコン室）

◆生涯学習（１/15～２/５）

※日程が変更となることがあります。


