
1旬 報 湯 前

旬報
湯前

VOL.1310

【暮らしの情報をあなたに届ける情報誌】

４/１

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　

税務町民課

早期発見のために健康診断を
75 歳以上の人

75 歳以上の人は本町で集団健診を受けられます。健
康と病気の早期発見のために年１回は検査しましょ
う。くわしくは問合先にお尋ねください。

▶日程：５月 11 日（火）～ 14 日（金）
　※地区ごとに日にちが違います。

▶費用：基本健診 800 円、歯科健診…無料
▶会場：湯前町農村環境改善センター
▶申込方法：５月７日（金）までに保健福祉課へ電話
問  税務町民課  保健医療係

税務町民課

国民年金制度を知りましょう
日本年金機構

国民年金制度を動画で紹介しています。下の QR コー
ドから読み取れます。ぜひご覧ください。国民年金の
加入方法と保険料は下の URL から確認してください。

▶動画内容：
　❶年金制度やメリット
　❷保険料の納付方法
　❸学生納付特待制度
　❹免除・納付特待制度
　❺臨時特例免除制度
▶ URL：https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/
　20kanyu.html

今年の桜は例年以上に早く咲きました。令和３年度もよろしくお願いします。
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建設水道課

危険なブロック塀撤去しませんか

地震発生時の人身事故防止や避難経路確保のために危
険な塀の撤去などにかかる費用を補助します。
※塀 : ブロック塀や組石造、レンガ造など

▶対象となる塀：次のすべてに当てはまる塀
　❶道路や避難場所に面する
　　※道路は緊急輸送道路や通学路、避難経路のみ対象です。

　❷道路の高さから 80cm 以上か塀自体が 60cm 以上
　❸点検で安全対策が必要と判断された
　❹建築基準法に違反していない
▶対象となる費用：塀の診断・撤去・改修にかかる費用
▶補助：費用の３分の２
　※上限 : 塀の長さ１m あたり８万円で１敷地あたり 20 万円

▶相談期限：８月 31 日（火）
問  建設水道課  管理係

保健福祉課

手話を学びませんか
手話奉仕員養成講座
聴覚障がいを持つ人の社会参加と生活を支援するため
に講座が開かれます。手話を学んでみませんか。

▶受講資格：
　高等学校以上の学力があり手話通訳活動が可能な人
▶日程：毎週水曜日　19:00 ～ 21:00
　入門過程…４月７日（水）～８月４日（水）
　基礎過程…８月 25 日（水）～翌年３月 30 日（水）
▶場所：人吉商工会議所会館（人吉市南泉田町 3-3）
▶料金：7600 円
▶定員：入門過程 15 人　基礎過程 10 人
▶申込期間：４月７日～５月 19 日の水曜
▶申込方法：会場に行き、講師に申し込み
問  一般財団法人熊本県ろう者福祉協会　
　　☎ 096（383）5587

建設水道課

世帯が変わるときは必ず届出を
下水道使用料
対象に当てはまるときは必ず届出をしてください。

▶届出対象：
　❶下水道を使用開始・再開・休止・廃止する
　❷世帯人数が変わる
　❸転入・転出する
　※転出先からの一時的な帰宅や長期入院などのときは問合先に相
　　談してください。

▶使用料：
　基本料金（1200 円）+（900 円×世帯人数）+ 消費税
　※店舗などは別で人数を算定します。
　※６人目以降は１人あたり 450 円

▶その他：
　・下水道に油を流すと詰まりの原因となります。油
　　を使った後は凝固剤を使うか、新聞紙などに吸収
　　させ燃えるゴミに捨てましょう。
　・水に溶けない物（タオル、下着など）を下水道に流
　　すとマンホールポンプ故障の原因になります。
問  建設水道課  管理係

建設水道課

下水道接続を補助   
水洗便所改造・新設工事費等助成

住宅の新築や空き家の改修で下水道接続工事をする人
は補助の対象となることがあります。工事を予定して
いる人は事前に相談してください。

▶対象：
　・下水道区域内で住宅の新築をする人
　・空き家を購入して下水道接続工事をする人
▶対象とならない例：
　・下水道供用開始から３年経過している土地で、以
　　前からその土地に住んでいた人が新築するとき
　・すでにこの補助を利用した人が同じ土地で新築・
　増改築するとき
▶相談期限：11 月 30 日（火）
問  建設水道課　

保健福祉課

福祉タクシー利用券を発行

▶対象：ことし４月１日時点で本町に住所があり、次
　のいずれかに当てはまる人
　※運転免許証には二輪も含みます。

　❶ 65 歳以上で運転免許証を持っていない
　　※年度内に 65 歳になる人も対象です。

　❷身体障害者手帳（１級・２級）、療育手帳（A1・
　　A2）を持っている
　　※年齢など他の条件はありません。

　❸❷以外の等級の手帳か精神障害者保健福祉手帳を
　　持ち、運転免許証を持っていない
　　※年齢の条件はありません。

▶料金：無料
▶持参物：印鑑
▶申請場所：湯前町保健センター
▶申請期間：４月１日（木）～
問  保健福祉課

保健福祉課

発達障がいへの理解を
発達障害啓発週間
日本では４月２日～８日を「発達障害啓発週間」として
います。発達障がい（自閉症スペクトラム、ADHD な
ど）は生まれつきの脳の障がいで物事の認知や学び方
に違いがありますが、周りの理解や支援などで持って
いる力を伸ばすことができます。障がいを正しく知る
ことが支援の第一歩となります。1 人ひとりの違いを
認め支えあえる社会を作りましょう。

問  熊本県南部発達障がい者支援センターわるつ　
　　☎ 0965（62）8839

建設水道課

浄化槽の設置に補助

生活排水による水質汚染を防ぐため、浄化槽を設置す
る人に補助金を交付します。

▶対象地域：下水道計画区域外
▶浄化槽の補助金額：
　33 万 2000 円（５人槽）
　41 万 4000 円（７人槽）
▶加算額：
　33 万円（現在汲み取り式の人）
　23 万円（現在単独浄化槽の人）
▶申請期限：11 月 30 日（火）
問  建設水道課  管理係

建設水道課

耐震改修しませんか？
木造住宅の建替予定の人

▶対象：昭和 56 年５月 31 日以前に建てられた旧耐
　震基準の戸建て木造住宅に住んでいて、本年度中に
　建替えを予定している人
▶相談期限：８月 31 日（火）
問  建設水道課  管理係

保健福祉課

はり・灸施術費を助成します

くわしくは問合先にお尋ねください。

▶対象者：本町に住所がある人
▶助成額：１回 500 円（年 24 回分まで）
　※施術先では 500 円を差し引いた金額を支払ってください。

▶利用場所：人吉球磨にある施術機関
▶期間：助成券発行日から翌年３月 31 日まで
▶申込場所：湯前町保健センター
▶持参物：印鑑
▶申込期限：翌年３月 31 日（木）
問  保健福祉課
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総務課

踏切前では必ず一旦停止を！

現在くま川鉄道は運休中ですが点検車両などは運行し
ます。法律で定められたとおり踏切前では必ず一旦停
止してください。
※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

保健福祉課

親族後見相談会を開催

くわしくは問合先にお尋ねください。

▶対象者：親族後見人や親族後見申立を検討している人
▶日程：偶数月の第３木曜日
▶時間：13:30 ～ 16:00
▶場所：人吉市総合福祉センター
▶料金：無料
▶相談時間：60 分程度
▶申込方法：問合先に電話で事前予約
問  人吉球磨成年後見センター　☎ 0966（24）8800

税務町民課

病院は正しく受診しましょう

休日や夜間の救急外来が増え、緊急性が高い患者の治
療に影響があります。皆さんが安心して受診できるよ
うに体調がよくないときは軽い症状でも昼間のうちに
受診しましょう。

▶その他：
　・かかりつけの医者や薬局を持ち、不安があるとき
　　はかかりつけに相談する
　・同じ病気で複数の病院を受診すると医療費が増え
　　るだけでなく検査や薬で身体に悪影響を与えるこ
　　とがある
　・ジェネリック医薬品を希望するときは「ジェネリ
　　ック医療品希望カード」を出すか医師に相談する
問  税務町民課  保健医療係

保健福祉課

男性料理教室に参加しませんか？
65 歳以上の人
ひとり暮らしの人や調理を学んでみたい人など料理の
腕を磨いて健康を維持しませんか。

▶対象者：本町に住んでいる 65 歳以上の男性
▶日程：毎月第２・４月曜日　
▶時間：10:00 ～ 12:00
▶料金：200 円（１回 )
▶持参物：エプロン、三角きん
▶場所：湯前町保健センター
▶申込方法：問合先に電話で申し込み
問  保健福祉課

税務町民課

令和３年度　町税・使用料の納期

▶納期：給与や年金から天引き（特別徴収）の人は別です
　※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、奨学金返還金は毎月です。

月 軽自動車税 町県民税 固定資産税 国民健康保険税 後期高齢者
医療保険料 介護保険料

４月 １期 １期

５月 全期

６月 １期 ２期

７月 １期 ２期 １期

８月 ２期 ３期 ２期 ３期

９月 ４期 ３期

10 月 ３期 ５期 ４期 ４期

11 月 ２期 ６期 ５期

12 月 ３期 ７期 ６期 ５期

１月 ４期 ８期 ７期

２月 ４期 ８期 ６期

３月

▶納付書発送：毎月 15 日（休日のときは直前の平日）
▶口座振替：毎月 25 日、12 月のみ 20 日（休日のときは直後の平日）
▶納期限：毎月末日、12 月のみ 25 日（休日のときは直後の平日）
問  税務町民課：軽自動車税、町県民税、固定資産税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料
　  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
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保健福祉課

偏見や差別をなくしましょう
新型コロナウイルス感染症
差別は許されるものではありません。差別に悩んでい
る人などは相談窓口や問合先に相談してください。

▶事例：
　・感染を理由に解雇された
　・回復したのに出社を断られた
　・病院で感染者が出たことを理由に子どもの登園を
　　断られた
　・感染者が出た学校の生徒や家族の来店を断った
　・感染者の個人情報を特定し SNS などで公表する
　・無症状や無自覚で行った店から賠償を強要される
▶相談窓口：
　法務省  ☎ 0570（003）110
　厚生労働省  ☎ 0120（565）653
　文部科学省  ☎ 03（5253）4111
　法テラス  ☎ 0570（078）374
　日弁  ☎ 0570（783）110
問  保健福祉課

保健福祉課

シルバー作品展の作品募集

８月 24 日（火）～ 29 日（日）まで展示します。愛情を
込めて作った作品を展示しませんか。

▶出品部門：日本画・洋画・写真・書・彫刻・工芸
▶資格：
　４月１日時点で 60 歳以上の県内在住のアマチュア
▶出品数：１人１点
▶展示場所：熊本県立美術館  分館
▶申請方法：申込書を問合せ先に提出
　※申込書は保健センターにあります。

▶申請期限：６月 18 日（金）
問  一般財団法人  熊本さわやか長寿財団
　　☎ 096（354）3083

保健福祉課

悩みを話してみませんか

不安やストレス、精神的な病気や依存症のことなど気
軽に相談してください。

▶場所：❶人吉保健所
　　　　❷多良木町多目的研修センター
　※❷は７月・11 月・２月の第２木曜日、５月・９月・１月の
　　第４金曜日になります。

▶日程：❶第２木曜日
　　　　❷第４金曜日
▶時間：14:00 ～ 15:00
▶定員：１日２人まで
▶申込方法：問合先に事前予約
問  ❶人吉保健所  ☎ 0966（22）3107
　  ❷保健福祉課

保健福祉課

子どもの医療費を助成します

くわしくは問合先にお尋ねください。

▶対象者：本町に住んでいる０歳～ 18 歳の人
▶対象期間：18 歳になる年度末まで
▶助成内容：医療費（医科・歯科・調剤・補装具）の一部
　※予防接種や診断書などの保険適用外費用、自費分、入院時差額室料・食事療養費、交通事故などにより第３者からの賠償費などを除きます。
　※高額医療費、家族附加金などの給付金などがあるときはそれを除いた額を助成します。

▶助成方法：

種　類

外　来 入　院

人吉球磨地域 人吉球磨以外 人吉球磨地域 人吉球磨以外

青色の受給者証所持者 自己負担なし 窓口で一部支払いし
問合先へ申請 自己負担なし 窓口で一部支払いし

問合先へ申請

ピンク色の受給者証
所持者 自己負担なし 窓口で一部支払いし

問合先へ申請
窓口で一部支払いし

問合先へ申請

▶持参物：
　・医療機関の証明を受けた申請書か領収書　※申請書は問合先にあります。

　・印鑑　※スタンプ印は使用できません。

　・高額療養費支給決定通知書や付加給付支給決定通知書
　　※支給されたときは加入している健康保険に問い合わせてください。

▶申請期限：受診した月から数えて６カ月間
　※オンライン診療や電話診療などは対象外です。

▶その他：
　・毎月 15 日までに申請した分を最終水曜日に指定の口座に振り込みます
　　※最終水曜日が休日のときは直前の平日に振り込みます。

　・住所や加入している健康保険などの登録内容が変わったときは届出が必要です
　　※保険証・受給者証・印鑑を持参してください。

問  保健福祉課

保健福祉課

介護用品の購入を補助

対象の人に紙おむつなどの介護用品の購入を補助しま
す。くわしくは問合先にお尋ねください。

▶対象者：本町に住所があり次のすべてに当てはまる人
　❶要介護４か５と認定され、身体か精神の障がいで
　　排せつなどの介護が必要
　❷老人福祉施設などに入所していない
　❸要介護者と介護者の世帯員に滞納がない
▶支給額：
　ひと月にかかった費用の 10 分の９（上限 5625 円）
▶申請方法：申請書を問合先に提出
　※申請書は問合先にあります。

問  保健福祉課
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農林振興課

トラクター運転時に確認を

基準を超えるトラクターで公道を走るときには免許が
必要です。トラクターと運転免許証を必ず確認してく
ださい。

▶必要免許：
　❶小型特殊免許・普通免許
　　トラクターに農作業機をつけたときに
　　全長 4.7m 以下、全高 2.0m 以下、
　　全幅 1.7m 以下、時速 15km/h 以下
　❷大型特殊免許（農耕用）
　　次の基準に一つでも当てはまるとき
　　全長 4.7m 超えるもの、全高 2.0m 超えるもの、
　　全幅 1.7m 超えるもの、時速 15km/h 超えるもの
▶その他：無免許運転は免許の取り消し（交通違反点
　数 25 点）になります。

農林振興課

大特・けん引運転免許取りませんか
農業機械を運転する人
運転操作技術向上のための講座が県立農業大学校で開
催されます。最終日の試験に合格すると大特やけん引
の運転免許が取得できます。

▶対象者：次のいずれかに当てはまる人
　❶専業農家
　❷第一種兼業農家の構成員で年間 150 日以上自営農
　　業している
　❸農業生産法人などの構成員で大型特殊車両の農業
　　機械を運転・操作する
▶資格：
　大特取得希望者…普通免許
　けん引取得希望者…大特免許
▶日程：
　大特…６月～翌年２月までの指定された４日間
　けん引…７月～翌年２月までの指定された４日間
▶申込期間：４月９日（金）～ 30 日（金）に申込書を
　問合先に提出　※申込書は農林振興課にあります。

▶その他：受講希望者には町の補助があります。
　くわしくは農林振興課にお尋ねください。
問  球磨地域振興局  農業普及・振興課
　  〒 868-8503  人吉市西間下町 86-1
　　☎ 0966（24）4129

農林振興課

アナグマ捕獲用わなを貸し出します

個人の農地や住宅のアナグマ被害を防止ぐために、捕
獲用の箱わなを貸し出します。

▶貸出個数：１人１基
▶貸出期間：最大 1 カ月
▶料金：無料
▶申請方法：申請書と捕獲許可書を農林振興課に提出
▶その他：箱わながないときは順番待ちになります。

交通規制のお知らせ（１）

町道災害復旧工事のため交通規制を行います。大変ご迷惑をおかけしますがご協力お願いします。

▶場所：❶町道蓑谷線（上猪）、❷町道沓川線（浅鹿野）、❸町道浅鹿野線（浅鹿野）
▶規制：全面交通止め　※夜間は開放します。

▶期間：４月１日（木）～ 12 月 28 日（火）
▶施工業者：❶❸ ㈲グリーンテック  ☎ 0966（43）3745　❷河内産業  ☎ 0966（42）2039
問  建設水道課　災害復旧係

建設水道課

蓑谷ため池
全面交通止め

浅鹿野公民分館

牧良川

❶町道蓑谷線（上猪）

❷町道沓川線（浅鹿野）

❸町道浅鹿野線（浅鹿野）

農林振興課

作業員を募集します
多良木葉たばこ共同乾燥組合
▶勤務先：多良木町八日原（たばこ共同乾燥施設）
▶必要免許：なし
▶勤務期間：５月中旬～８月上旬　８:30 ～ 17:00
▶給与等：日給 6400 円（手当あり）
▶申込方法：農林振興課に電話
▶申込期限：４月 23 日（金）
▶選考内容：面接選考
問  多良木町葉たばこ共同乾燥組合  会長  松嶋
　  ☎ 0966（42）3880

全面交通止め

全面交通止め
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建設水道課

交通規制のお知らせ（２）

【橋の補修工事】
橋の補修工事のため交通規制を行います。大変ご迷惑
をおかけしますがご協力お願いします。

▶場所：❶瀬戸口橋、❷梅木橋
▶規制：全面交通止め　
▶期間：４月１日（木）～５月 31 日（月）
　※実際の交通規制は期間中の約２週間程度です。

▶施工業者：
　❶ ㈲グリーンテック  ☎ 0966（43）3745
　❷ ㈲ふじもと  ☎ 0966（43）3745
問  建設水道課　整備係

【舗装補修工事】
道路の舗装補修工事のため交通規制を行います。大変
ご迷惑をおかけしますがご協力お願いします。

▶場所：❶町道浜川中猪線、❷町道松原上車線
▶規制：片側交通止め　
▶期間：５月 31 日（月）まで
　※規制開始前に予告看板でお知らせします。

▶施工業者：
　❶ ㈲ふじもと  ☎ 0966（43）3745
　❷ 青木建設㈱  ☎ 0966（43）2166
問  建設水道課　整備係

国道 219 号線

牧良川

至　国道 219 号線

至　浜川

育苗センター
至　多良木町

❶瀬戸口橋

❷梅木橋

❶町道浜川中猪線

❷町道松原上車線

◆健康相談・健康教室（４/１～４/20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

５日
（月）

 総合健康相談
 ※毎週月曜日開催

9:00 ～ 11:30 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）
 ※毎週月曜日開催

10:00 ～ 12:00 〃

８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
　○母子手帳　　○問診票
　〇エプロン　　〇三角きん

12日
（月）

 金色の会（男性料理教室） 10:00 ～ 湯前町保健センター
　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

※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（４/１～４/20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

８日
（木）

 ３カ月児健診
 ▶R２年12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

 ６カ月児健診
 ▶R２年９月生

12:50 ～ 〃 〃

20日
（火）

 幼児健診
 ▶H28年４、５月生
 ▶H29年８、９月生
 ▶H30年８、９月生
 ▶R元年８、９月生

13:00 ～ 湯前町保健センター
　〇母子手帳
　○問診票
　〇歯のアンケート　

※日程が変更となることがあります。コメリ　湯前店

至　瀬戸口公民分館

保健福祉課

児童手当の支給申請を
公務員を退職・出向する人へ
▶対象者：退職や出向などで公務員でなくなる人
▶手続期間：退職日の翌日から 15 日以内
▶その他：申請が遅れると遅れた分の児童手当を受け
　ることができません
問  ❶勤務先の児童手当担当窓口
　  ❷居住している市区町村の児童手当担当窓口

保健福祉課

自宅での介護を支援
在宅介護者支援

▶対象者：本町に住所がある人で、ねたきりか認知症
　の高齢者と同居し、１年以上自宅で介護している人
▶金額：月額 5000 円
　※病院、老人ホームなどに 15 日以上入院・入所した月は対象外です。

▶申請方法：認定申請書を問合先に提出
　※申請書は問合先にあります。

▶その他：ねたきりや認知症の基準など、くわしくは
　問合先にお尋ねください。
問  保健福祉課

全面交通止め

全面交通止め

片側交通止め

片側交通止め
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人　口 /3746人　
男 /1756人　女 /1990人
世帯数 /1572戸
※２/28 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：❶ QR コードを読み込む ❷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（４/１～４/20）
※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

渡辺医院 42-2541

公立多良木病院小児科 42-2560

高階誠心堂薬局たらぎ店 42-1117

ファーコス薬局多良木いちご 42-6888

山口薬局 42-2123

錦 小川整形外科医院 38-3455

人吉

ひとよし内科 24-1211

豊永耳鼻咽喉科医院 22-2031

クスノキ薬局御茶園店 32-9183

ココ薬局 22-7995

11 日
（日）

多良木
上球磨クリニック 25-1550

たらぎ調剤薬局 23-3096

錦
脳神経外科小林クリニック 38-5670

百太郎薬局 28-8123

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

人吉

浜田醫院 22-3415

人吉皮膚科医院 22-6211

人吉けんこう堂薬局 22-1020

高階誠心堂薬局西間店 22-7880

18 日
（日）

多良木 横山医院 42-2132

相良
緒方医院 35-0131

くま薬局 35-1300

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

18 日
（日） 人吉

外山胃腸病院 22-3221

ふかみ耳鼻咽喉科 24-1126

増田クリニック小児科 22-3570

五日町薬局 23-6228

まえだ薬局 23-2987

宝来調剤薬局 22-6884

◆年金相談（予約制）（４/１～４/20）

※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123

日 場　所 時　間

５日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～

17:00

７日
（水）  多良木町役場（町民相談室） ９:00 ～

17:00

12日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～

17:00

14日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～

17:00

19日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～

17:00

※日程が変更となることがあります。

◆就労支援相談（予約制）（４/１～４/20）

※日程については分かり次第お知らせします。

※ジョブカフェ・球磨ブランチ　☎ 0966（22）0555


