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企画観光課

商品券を使って商工業者を支援しましょう
くらし応援券・もっとおいしか券を配布

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町民の生活応援と町内商工業者を支援するために「ゆのまえくらし
応援券」と「ゆのまえもっとおいしか券」を配布します。

▶配布時期：６月中旬から簡易書留で郵送
▶使用期間：７月１日（木）～９月 30 日（木）
▶その他：
　・使用期間前に商品券が手元に届いたときも使用で
　　きるのは７月１日（木）からです。
　・再発行はできません。
問  企画観光課  商工観光係

▶対象者：４月 20 日時点で本町に住民票がある人
▶配布額：
　❶くらし応援券
　　１人あたり 5000 円分（500 円券× 10 枚）
　　※全店舗で使用できる共通券 2500 円分、本町商工会会員店
　　　舗のみで使用できる券 2500 円分です。

　❷もっとおいしか券
　　１人あたり 3000 円分（500 円券×６枚）
　　※飲食店や食品を扱うお店で使用できる商品券 3000 円分です。

くらし応援券・おいしか券の見本です。届くまでしばらくお待ちください。
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税務町民課

６月の町税・使用料の納期限

▶対象：
　・町県民税（１期）　　　　・介護保険料（２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：６月 25 日（金）
　※残高不足に注意してください。

▶納期限：６月 30 日（水）
問  税務町民課：町県民税、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

税務町民課

予約が必要です
マイナンバーカード休日交付・電子証明書更新

【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
▶日時：６月 27 日（日）   ９:00 ～ 12:00
　※予約状況によって延長します。

▶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。

▶日時：６月 27 日（日）   ９:00 ～ 12:00
　※予約状況によって延長します。

▶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
▶その他：
　・休日交付を希望する人は税務町民課に連絡して
　　ください。
　・５月１日現在の本町の交付率は 24.5%、県内は
　　29.6%、全国では 30.0% です。

総務課

災害時用の携帯電話を設置しました

昨年の豪雨で固定電話の回線が切れたため、災害時用
に携帯電話を１台設置しました。

▶電話番号：080-1040-6722
▶その他：固定電話が繋がらないときのみ応答

保健福祉課

標語を応募しませんか
児童虐待防止推進月間

11 月は「児童虐待防止推進月間」です。児童虐待問題への理解を一人一人が深め、意識啓発を目的に標語を募集し
ます。

▶募集内容：児童虐待問題に関するもので意識啓発にふさわしく、覚えやすい標語
▶応募資格：どなたでも応募可能
▶応募方法、応募先、申込期限：６月 30 日（水）　※当日消印有効。

郵便で申込 電子メールで申込

個人応募 作品と郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、電話番号を記入

学校などで
複数人の作品を
まとめて応募

　・１作品ごとに必ず学校名、学年、氏名、年
　　齢を記入
　・作品を書いた紙（応募数分）、連絡先（学校の
　　郵便番号、住所、電話番号、担当者氏名）
　　を書いた紙を同封

　・作品を一覧表にまとめる
　・一覧表には作品ごとに学校名、学年、年齢、
　　氏名を記入
　・一覧表の余白やメール本文に必ず連絡先（学
　　校の郵便番号、住所、電話番号、担当者氏名）
　　を記入

応募先
　〒 310-0004
　茨城県水戸市青柳町 3896 番地
　東水戸データーサービス株式会社標語募集担当宛

　gekkan-hyougo@e-hds.com
　※メールの題名は「標語の応募」にしてください。
　※ファイル添付は Word、Excel、一太郎、テキスト形式
　　のいずれかです。

※学校以外でまとめて応募することも可能です。

▶発表：最優秀作品（厚生労働大臣賞）は本人通知、厚生労働省ホームページなどで発表
▶表彰：11 月７日（日）開催予定の「子どもの虐待防止推進全国フォーラム」で賞状を渡す予定
　※開催延期や中止になることがあります。

▶注意すること：
　・自分で作った未発表の作品に限ります。
　・作品は 1 人につき１作品のみ応募可能です。　※２作品以上応募したときは無効とします。

　・応募作品は返却しません。
▶その他：
　・決定した標語は啓発ポスターなど、児童虐待防止推進月間の広報や啓発活動などに使用します。
　・著作権は厚生労働省に帰属します。
問  厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室
　  ☎ 03（5253）1111　（内線 4898）

保健福祉課

オペレーターを通じて会話できます
電話リレーサービス

聴覚障がいなどがある人の電話をサポートするサービ
スです。オペレーターが通訳します。くわしくは問合
先のホームページで確認してください。

▶提供開始：７月１日（木）　※事前に利用登録が必要です。

▶ HP：https://nftrs.or.jp/
問  日本電話リレーサービス
  　☎ 03（6275）0910　FAX:03（6275）0913
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企画観光課

６月 30日（水）までです
商工業者支援制度
次の２つの制度について申請期限が迫っています。ぜ
ひ活用してください。

（１）　雇用維持奨励金
▶条件：次のすべてに当てはまること
　・町内で事業を営んでいる
　・雇用調整助成金の緊急対応期間に熊本労働局から
　　助成金の支給決定を受けている
　・暴力団でない
　・町税などの滞納がない
　・他市町村で同様の補助金などを受給していない
▶交付額：10 万円　※申請は１回のみ。

▶申請期限：６月 30 日（水）

（２）　新しい生活様式対応商品開発補助金
　　　※開発する前に申請が必要です。

▶条件：次のすべてに当てはまること
　・町内で事業を営んでいる
　・暴力団でない
　・町税などの滞納がない
▶対象経費：交付決定日から翌年２月 28 日（月）まで　
　に支出した経費（税抜）
▶上限額：※申請は１回のみ。

　❶テイクアウトメニュー開発…15 万円
　❷インターネット販売やふるさと納税返礼品の開発
　　…30 万円
▶申請期限：６月 30 日（水）
問  企画観光課  商工観光係

保健福祉課

水中運動をしてみませんか

水中では浮力が働き足や腰に負担をかけずに運動する
ことができます。普段運動できない人におすすめです。
※顔を水につけることはありません。

▶日程：７月６日～９月 14 日までの毎週火曜日
▶時間：10:00 ～ 12:00
▶場所：B&G 海洋センタープール
▶料金：100 円（毎回：プール利用料）
▶定員：25 人程度
▶準備物：水着・水泳帽子
▶講師：公立多良木病院
▶申し込み：保健福祉課に電話で申し込み
▶申込期限：６月 30 日（水）

保健福祉課

無料の悩みごと相談

▶日時：６月 24 日（木）　13:30 ～ 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）

保健福祉課

無料の依存症相談
アルコール・薬物・ギャンブルなど

専門的な助言を聞いて、正しい知識を身につけません
か。1 人で抱え込まず、ぜひ相談してください。

▶対象者：本人、家族、支援者など
▶日時：６月 24 日（木）　10:00 ～ 12:00
▶場所：八代保健所（八代市西片町 1660）
　※ 10 月 : 人吉、12 月 : 八代で開催予定です。

▶申し込み：電話で事前に申し込み
　※受付時間は平日９:00 ～ 16:00 までです。

▶その他：問合先でも個別相談を受け付けています
問  熊本県精神保健福祉センター
　  ☎ 096（386）1166

「新しい生活様式」の熱中症予防のポイントを踏まえ、
健康管理に気をつけましょう。

❶暑さを避ける
　換気扇を回したりや窓を開けて換気をし、エアコン
の温度設定を調節する。暑い日は無理をしない。
❷外せるときはマスクを外す
　気温や湿度が高い中でマスクを着けると熱中症の
　リスクが高くなる。屋外などで人と十分な距離（少
　なくとも２ｍ以上）が確保できるときはマスクを外
　すようにする。
❸こまめに水分補給をする
　のどがかわく前に水分補給、１日 1.2㍑を目安に水
　分を取る。大量に汗をかいたときは塩分を補給。
❹日ごろから健康管理を
　体温測定、健康チェックをし、体調が悪いときは無
　理せず自宅で休む。
　※高齢者や子ども、障がいがある人は熱中症になりやすいです。
　　周りの人から積極的な声かけをお願いします。

農作業中の熱中症対策をしましょう

農林振興課

保健福祉課

７月13日（火）までに申し込みを
金婚・ダイヤモンド婚夫婦表彰

対象となるご夫婦は申し込みをお願いします。

▶対象：金婚（結婚 50 年）…昭和 46 年に結婚した夫婦
　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ婚（結婚 60 年）…昭和 36 年に結婚した夫婦
　※事実婚の夫婦も対象です。

▶表彰式：９月 10 日（金）
▶場所：湯前町保健センター
▶申込方法：電話、FAX
▶申出事項：氏名、年齢（夫婦とも）、住所、結婚年月日
▶申込期限：７月 13 日（火）
問  保健福祉課（保健センター内）

企画観光課

ゆのまえ漫画フェスタは中止します

毎年 11 月に開催していた「ゆのまえ漫画フェスタ」
は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止と決定
しましたのでお知らせします。

保健福祉課

ひとり親家庭を支援しませんか
熊本県ひとり親家庭福祉協議会

新型コロナウイルス感染症や災害などによる負担を減
らすための支援にも取り組んでいます。支援してみた
い人、入会してみませんか。

▶入会方法：問合先に電話か QR コードから申し込む
問  熊本県ひとり親家庭福祉協議会  てとてとて
  　☎ 096（331）6735
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▶職種：
　❶介護予防専門スタッフ（兼介護認定調査員）
　❷社会福祉士
▶任用期間：７月１日（木）～翌年３月 31 日（木）
▶募集人員・勤務条件：表のとおり

募集人員 　各１人

仕事内容

　❶介護予防専門スタッフ（兼介護認定調査員）
　・介護認定調査
　・介護予防事業の運営補助、実施
　・地域の通いの場などでの介護予防事業の活動
　・各種会議などに出席し介護予防事業担当者と
　　して意見を述べる
　・パソコン（ワード、エクセル、メール）の操作

　❷社会福祉士
　・相談業務
　・社会福祉に関すること
　・各種会議などに出席し社会福祉士として意見
　　を述べる
　・パソコン（ワード、エクセル、メール）の操作

勤務日 　週５日（原則、月～金曜日）

勤務時間 　週 30 時間

勤務場所 　湯前町保健センター

休日
　土日・祝日
　※休日出勤のときは、休日の振り替えで対応

報酬額
　❶月額 13 万 9045 円
　❷月額 16 万 8309 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

▶申込資格：地方公務員法第 16 条で次のいずれかに
　当てはまる人は申し込みできない
　・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：「湯前町会計年度任用職員任用申込書」
　を問合先に提出（持参か簡易書留郵便で郵送）
　※申込書は問合先で受け取ってください。
　※写真は申し込み前３カ月以内に撮影した鮮明なもので縦４㌢、横３
　　㌢、上半身、正面向き、脱帽のものを使い、裏に氏名を記入。
　※提出書類は返却しません。（不備などで受け付けできないものを除く）
　※受付期間外に提出されたものは受理しません。
　※記載された個人情報は選考と任用手続き以外では使用しません。

▶申込期限：６月 23 日（水）　※当日消印有効。

▶選考方法：面接
　※日時は個別にお知らせします。
　※申込者が多いときは書類選考を行います。
　※結果は後日お知らせします。

▶任用後の注意点：
　・勤務態度や適性能力を確認するため１カ月の条件
　　付採用期間を設け、この期間に職務遂行能力の適
　　性が低いと判断されたときは、採用の取り消しや
　　他の職種への変更をすることがあります。
　・職務上、知り得た秘密や個人情報を在職中はもち
　　ろん退職後も第三者に漏らしてはいけません。
▶その他：申込者は候補者名簿に年度内登録し、人材
　が必要となったときは名簿から書類選考を行い連絡
　することがあります。
問  保健福祉課

保健福祉課

介護予防専門スタッフ（兼介護認定調査員）と社会福祉士を募集します　
本町の会計年度任用職員

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

◆検診（６/15～７/５）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

15日
（火）

 幼児健診
 ▶H28年６、７月生
 ▶H29年10、11月生
 ▶H30年10、11月生
 ▶R元年10、11月生

13:00 ～ 湯前町保健センター
　〇母子手帳
　○問診票

16日
（水）

  幼児歯科検診
 ▶２歳以上の２、６、10月生
 　※幼児健診と重なるときは案内しません。

９:00 ～ 〃
　〇母子手帳
　〇歯のアンケート

※日程が変更となることがあります。

◆健康相談・健康教室（６/15～７/５）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

18日
（金）  上里１区生き生き健康教室 10:00 ～ 上里１区公民分館

21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

 下里区生き生き健康教室 10:00 ～ 下里区公民分館

23日
（水）  辻区生き生き健康教室 10:00 ～ 辻公民分館

25日
（金）  下城区生き生き健康教室 10:00 ～ 下城区公民分館

28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

※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。

日 内　容 場　所 時　間

23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）（６/15～７/５）

※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



8 旬 報 湯 前

人　口 /3711人　
男 /1737人　女 /1974人
世帯数 /1563戸
※５/31 現在

◆休日当番医と当番薬局（６/15～７/５）
※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

20 日
（日）

あさぎり

増田耳鼻咽喉科クリニック 45-8001

犬童内科胃腸科医院 45-1125

やまむら医院 45-0005

清風薬局サンロード免田店 49-9600

くるみ薬局 49-9630

エスエス堂きりん本町薬局 45-6330

人吉

願成寺ごんどう医院 22-4700

小林脳神経外科 24-8331

ひまわり薬局 22-1023

27 日
（日）

多良木

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

あさぎり

東病院 45-5711

岩井クリニック 49-2181

岡原けんこう堂薬局 45-6023

きりん薬局岡原店 45-1280

おかざき薬局 49-2905

人吉

球磨病院 22-3121

たかみや医院 24-5611

あおい調剤薬局 32-7677

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

４日
（日）

多良木
犬童耳鼻咽喉科 43-0777

きりん薬局原田店 42-6900

相良 権頭医院 36-0008

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

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 32-9657

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

◆年金相談（予約制）（６/15～７/５）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123

日 場　所 時　間

16日
（水）  多良木町役場（町民相談室） ９:00 ～

17:00

21日
（月）  人吉商工会議所　小会議室 ９:30 ～

17:00

23日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～

17:00

28日
（月）  人吉商工会議所　小会議室 ９:30 ～

17:00

30日
（水）  多良木町役場（町民相談室） ９:00 ～

17:00

７　月

５日
（月）  人吉商工会議所　小会議室 ９:30 ～

17:00

※日程が変更となることがあります。

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


