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町内 39 カ所で実証実験中です。

農林振興課

スマート田んぼダムの実証実験中

水害対策として「田んぼダム」の能力を発揮するため
に水田の排水栓をスマートフォンなどを使って遠隔操
作で開閉できる機器を導入し、豪雨前の落水や豪雨中
の貯留を一斉に管理して雨水流出量のピークをカット
し河川や水路の急上昇を防ぐための実験を行っていま
す。

▶対象地区：田上、上村、馬場
▶注意すること：
　・実験用の機械に触ると故障する恐れがあります。
　　関係者以外は触らないでください。
　・故障などを発見したときは問合先に連絡してくだ
　　さい。
問  農林振興課
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▶申込用紙の入手方法
　❶役場総務課で受け取る
　❷表に「湯前町職員採用試験申込請求」と朱書し、
　　140 円切手を貼った返信用封筒を同封し郵送
　❸ホームページからダウンロード
▶申込用紙の提出方法
　❶直接役場に持参する
　❷表に「湯前町職員採用試験申込」と朱書し、84 円
　　切手を貼った返信用封筒を同封し簡易書留郵便
　　で送付
▶受験票について
　申込者には８月 20 日（金）までに受験票を送付しま
　す。届かないときは問合先にお尋ねください。

▶一次試験の準備物
　・受験票
　・筆記用具（HB 鉛筆、消しゴムなど）
　　※時計機能のみの時計は持参可能です。

▶二次試験
　（期日）10 月下旬予定
　（内容）人柄内容についての個別面接
　（発表）合格者に通知、役場掲示板に掲示、
　　　　ホームページに掲載
▶給与など
　・一般事務（高校卒）　初任給 15 万 600 円以上
　・初任給は最終学歴や職歴を基に決定
　・期末勤勉手当、通勤手当などの支給有り
▶申込・問合先
　湯前町役場総務課
　〒868-0621  熊本県球磨郡湯前町1989-1
　※開庁時間：平日  ８:30～17:00

申込期間

７月26日( 月)

平日  ８:30～17:00
※郵送は当日消印有効。

日時９月19日( 日)

場所 湯前町保健センター
熊本県球磨郡湯前町1984

一次試験

　　　　8:30～

職　種 試験内容 出題内容

一般事務 教養試験 　一般知識（社会・人文、自然、時事）
　文書理解、判断・数的推理、資料解釈　　　　　　　　　　　40 題（２時間）

社会福祉士 専門試験 　社会福祉概論（社会保障・介護を含む）
　社会学概論、心理学概論　　　　　　　　　　　　　　30 題（１時間 30 分）

共通

適性試験
（事務適性・一般性格診断） 　作業能力（適応性、正確さ、迅速さなど）、職務・職場への適応性

作文試験 　文章での表現能力の審査

▶一次試験内容

区　分 職　種 採用予定人数 受験資格

高等学校
卒業程度 一般事務 ５人程度 　昭和 56 年４月２日～平成 16 年４月１日生まれ

資格免許職 社会福祉士 １人程度 　昭和 56 年４月２日以降に生まれ、社会福祉士の資格を持つ
　※令和４年３月までに資格取得が見込まれる人も対象です。

▶採用予定数・受験資格

※共通受験資格 … ❶日本国籍を有する　❷地方公務員法第 16 条各号に当てはまらない
　　　　　　　　  ❸本町職員として懲戒免職の処分を受け、処分から２年経過していない

令和３年度
湯前町職員
採用試験案内
湯前町役場総務課 「A

エーアイ

I」にはない

「愛
あい

」のある人材が必要です

８月13日( 金)
～
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保健福祉課

住宅の新築・リフォームを補助
球磨川流域CO2削減住宅補助金
▶対象：申請者が町内に所有か住んでいる住宅
　※店舗型併用住宅は住宅部分のみです。

▶補助額：対象建材費の３分の１以内（上限 30 万円）
　※建材費は窓・ガラス・断熱材です。

▶申し込み：問合先に電話で申し込み
▶申込期限：翌年１月 31 日（月）
▶その他：問合先でも個別相談を受け付けています
問  CO2 削減住宅補助金サポートセンター
　  ☎ 096（385）0771

保健福祉課

レディース健診の日程

▶日時：
　❶９月２日（木）13:30 ～ 14:00 受付
　❷９月 13 日（月）13:30 ～ 14:00 受付
　❸９月 15 日（水）13:30 ～ 14:00 受付
　❹９月 21 日（火）13:30 ～ 14:00 受付
▶場所：公立多良木病院　総合健診センター「コスモ」
▶内容：

健診名 料金 対象者

子宮がん検診 1600 円 20 歳以上

乳がん検診 2300 円 20 歳以上

骨粗しょう症検診 1200 円 30 歳以上

※乳がん検診は超音波検診、マンモグラフィ検査、甲状腺検査です。
※ 70 歳以上は無料です。

▶申し込み：希望の日時を問合先に連絡
▶申込期限：７月 27 日（火）
問  保健福祉課  保健係（保健センター内）

保健福祉課

７月連休のごみ収集のお知らせ

▶燃えるゴミ：

日 町内収集 クリーンプラザへの
搬入

22日
（木） × ×

23日
（金） × ×

24日
（土） × ×

25日
（日） × ○

※祝日に収集するのは月曜日のみです。

問  保健福祉課

保健福祉課

狂犬病予防集団注射は秋に実施します

▶日時・場所：

日　程 時　間 会　場

９月 29 日（水）

９:00 ～ 10:00

湯前町農村環境
改善センター

湯前町
保健センター

10:10 ～ 11:10

野中田１区
公民分館

上村区公民分館

10 月２日（土） ９:00 ～ 10:00

湯前町農村環境
改善センター

湯前町
保健センター

10 月 23 日（土） ９:00 ～ 10:00 湯前町
保健センター

▶その他：
　・予診票は９月に送ります。
　・日程が合わないときは個別に動物病院で接種でき
　　ます。病院での接種に予診票が必要か各病院に確
　　認してください。
　・犬の登録と年１回の予防注射は義務です。
　・飼い犬の譲渡や死亡したときは届出が必要です。
問  保健福祉課

保健福祉課

無料の悩みごと相談

▶日時：７月 15 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　　　山内  美知枝
▶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

夜間に医療電話相談ができます

夜間の急病やけがに対して医療機関受診の必要性や応
急手当などの助言と対応可能な医療機関の情報提供を
受けることができます。

▶対象者：15 歳以上の県内在住か滞在者
　※ 15 歳未満は子ども医療電話相談（#8000）を利用してください。

▶相談方法：#7400 に電話
　※ダイヤル回線・IP 電話・光電話は 03-6667-3385 に電話。

▶相談員：看護師、医師

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早めに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

保健福祉課

電話相談者になりませんか
ボランティア電話カウンセラー受講者募集
一定の研修を受けたボランティアカウンセラーが心に
悩みを抱える人の気持ちを減らすお手伝いをする電話
相談を行っています。あなたも電話カウンセラーにな
りませんか。

▶対象者：20 歳以上の県内在住者
▶期間：８月から翌年３月まで
▶開講日：８月５日（木）　18:30 ～
　※ 11 月４日までは毎週木曜日 18:30 ～ 20:30 にあります。

▶場所：オンライン受講可能
▶料金：月 2000 円　※月謝制です。

▶申請方法：問合先に電話
▶申請期限：７月 20 日（火）
問  公益社団法人熊本県精神保健福祉協会
　　☎ 096（285）6884

保健福祉課

収集方法変わります
ペットボトルキャップ

リサイクルセンターで収集していたペットボトルの
キャップは今後燃えるゴミで出してください。これま
でのご協力ありがとうございました。
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保健福祉課

12 ～ 64歳以下の新型コロナワクチン接種情報

６月下旬に接種券、予診票、日時などを郵送しています。キャンセルする時は必ず問合先に連絡してください。

▶その他：
　・接種券ははがさず、事前に予診票に記入して持ってきてください。
　・16 歳未満は保護者同伴です。同伴ができないときは当日代理人同伴のもと、委任状の提出をお願いします。
　・ワクチンの入荷状況で日程を変更することがあります。
問  保健福祉課  保健係（保健センター内）

保健福祉課

低所得者の子育て世帯に給付金

１【生活支援特別給付金（その他世帯分）】
食費などの支出が増えている世帯への支援を行うため
に給付金を支給します。くわしくは厚生労働省ホーム
ページで確認してください。

▶対象者：次の❶、❷に当てはまる人
　❶３月 31 日現在で 18 歳未満の児童（障がいがあ
　　る児童は 20 歳未満）がいる人
　　※ことし４月１日から翌年２月 28 日までに生まれた児童も対
　　　象です。
　❷❶のほか、ことし４月分の児童手当や特別児童扶
　　養手当の支給を受けている人で、本年度の住民税
　　（均等割）が非課税の人。もしくはことし１月１日
　　以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計が
　　変わり、今年度分の住民税非課税相当の収入と認
　　められる人（家計急変者）
　　※ひとり親世帯の人でも対象になるときがあります。

▶対象外：県から５月に子育て世帯生活支援特別給付
　金（ひとり親世帯分）の支給を受けている人
▶支給額：児童１人あたり５万円
▶申請方法：
　❶対象に当てはまる人は申請不要です。７月中旬以
　　降に通知を発送します。
　❷対象に当てはまる人は８月以降に申請が必要です。
　　くわしくは後日ホームページなどでお知らせします。
　　※スケジュールの都合で変更になることがあります。

▶申請期限：翌年２月 28 日（月）予定

２【生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）】
実情を踏まえた生活の支援のために給付金を支給しま
す。

▶対象者：次の❶・❷のいずれかに当てはまる人
　❶公的年金給付などを受けていて児童扶養手当を受
　　けていない人
　　※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る人に限ります。

　❷新型コロナウイルス感染症の影響で家計が変わ
　　り、直近の収入が児童扶養手当の対象水準に下
　　がった人。
▶対象外：県から５月に児童扶養手当の支給を受けて
　いる人
▶支給額：児童一人あたり５万円
▶申請方法：保健福祉課に申請
▶申請期限：翌年２月 28 日（月）

保健福祉課

食生活を学びませんか
食生活改善推進員養成講座受講生募集

メタボリックシンドロームをはじめとする生活集団の予防として基本的な食生活を学ぶ機会を多良木町・あさぎり
町と合同で養成講座を開催します。食を楽しく学び、受講後は食生活改善推進員として地域の健康づくりに役立て
てみませんか。

▶日時・内容・場所：８月～ 10 月で８回開催

時　間 内　容 場　所

８月４日（水） 開講式、総論・健康と栄養・食生活 あさぎり町保健センター

８月 25 日（水） 災害時に備えよう！
簡単パッククッキング 多良木町保健センター

９月８日（水） 生活習慣病の知識
メタボリックシンドロームについて（調理実習含む） 湯前町保健センター

９月 17 日（金） 食事プラン（バランスのとれた献立）
昼食メニュー生活習慣病の知識 あさぎり町保健センター

９月 29 日（水） 食品衛生について（食中毒・食品表示など）
調理実習 多良木町保健センター

10 月８日（金） 身体活動、運動・腸活で健康な生活を
（運動実技・講話） 湯前町保健センター

10 月 21 日（木） 歯と口腔に関する生活習慣について
（調理実習含む） あさぎり町保健センター

10 月 29 日（金）
生活習慣病予防のための食事（調理実習含む）

推進員活動とは
閉講式

多良木町保健センター

※講師の都合などで日時を変更するときがあります。

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

▶対象者：４月 20 日時点で本町に住民票がある人
▶使用期限：９月 30 日（木）
▶使用店舗：配布しているチラシの裏面やのぼり旗・ポスターを掲示している店
問  企画観光課  商工観光係

▶時間：９:30 ～ 12:00
▶定員：10 名程度
▶料金：無料
▶準備物：各講座で伝えます
▶申込方法：問合先❸に電話で申し込み
▶申込期限：７月 21 日（水）

問  ❶あさぎり町保健センター  ☎ 0966（45）7216
　  ❷多良木町保健センター  ☎ 0966（42）1100
　  ❸保健福祉課（保健センター内）
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教育課

B&G水辺の安全教室を開催

落水時の対処法などを学ぶ水辺の安全教室を開催しま
す。どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。

▶日時：７月 22 日（木・祝）　9:30 ～ 11:30（予定）
▶会場：B&G海洋センタープール
▶定員：30 名
　※子ども会で参加するときは保護者や役員の皆さんも安全学習の
　　趣旨を理解して参加してください。

▶料金：無料
▶申込方法：問合先に電話
▶準備物：水着、水泳帽、ゴーグル、濡れてもいい
　T シャツ
▶その他：
　・７人乗りの B

ビ ッ グ サ ッ プ
IGSUP 体験を予定しています。

　・当日は午前の部（10:00 ～ 12:00）の利用ができま
　　せん。
　・アプリで水難事故を防ぐ基礎知識を学ぶことがで
　　きます。無料で使えます。自分の身は自分で守る
　　よう事前に学んでおきましょう。

水辺の安全学習アプリ
問  B&G海洋センター

教育課

ゲートボールで汗を流しませんか
ゲートボール協会

どなたでも参加できます。楽しい競技なので体験して
みませんか。

▶時間：毎日　８:00 ～ 11:00
▶場所：野中田２区ふれあい広場
▶料金：無料
▶準備物：動きやすい服装　※用具はあります。

問  B&G海洋センター

教育課

高校生などの通学費を補助

▶対象者：人吉市・球磨郡内の高等学校などに公共交
　通機関を使って子どもを通学させる保護者
▶補助率：３分の１以内
▶提出書類：次の書類を問合先に提出
　・申請書　※問合先にあります。

　・定期券の写し（くま川鉄道代替バス利用者）
　・定期券代の領収書（産交バス利用者）
　・通帳
　・印鑑
問  湯前町教育委員会

税務町民課

被保険者証を郵送します
国民健康保険・後期高齢者医療保険

ことしも被保険者証を郵送します。８月１日以降は新
しい被保険者証を使ってください。

▶国民健康保険の人：
　❶新しい被保険者証はクリーム色です。
　❷限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な人は
　　役場で手続きが必要です。
▶後期高齢者医療保険の人：
　❶新しい被保険者証は黄色です。
　❷現在、限度額適用・標準負担額減額認定証を持っ
　　ている人には新しい認定証（黄色）も郵送します。
▶その他：古い被保険者証と限度額適用・標準負担額
　減額認定証は自宅で処分するか役場へ返してください。
問  税務町民課  保健医療係

総務課

祝日が変更されています

▶日程：

祝日名 変更前 変更後

海の日 ７月 19 日（月） ７月 22 日（木）

スポーツの日 10 月 11 日（月） ７月 23 日（金）

山の日 ８月 11 日（水） ８月８日（日）

※ 8 月 9 日（月）は山の日の振替休日です。
※７月 19 日、８月 11 日、10 月 11 日は平日となります。

総務課

台風時の停電に備えましょう
九州電力送配電
▶停電への備え：
　強風で飛ばされるものはしっかり固定しましょう
▶災害が起きたら：
　・切れた電線は感電するので触らないでください
　・傷や水につかった電気器具、コードは火災の原因
　　となるので電気店などで点検しましょう
▶台風時：
　電話がつながりにくいのでパソコンやスマートフォ
　ンなどで停電情報を確認してください
▶メールサービス：
　台風による停電時には登録したメールアドレスに停
　電情報を配信します。登録方法はホームページで確
　認してください
問  九州電力送配電  ☎ 0120（986）958
　  https://www.kyuden.co.jp/td_index

総務課

消防設備士の試験あります

▶募集内容：

試験種類 試験日 場　所

甲種全類 第１回
９月５日（日）

熊本市

乙種全類 第２回
９月 12 日（日）

▶申請期間：

申請方法 試験日

書面 ７月 12 日（月）～ 19 日（月）

電子 ７月９日（金）～ 16 日（金）

▶願書配布場所：
　・消防試験研究センター熊本県支部
　・熊本市消防局
　・県内の消防本部
　・県総務部市町村、税務局消防保安課
問  （一財）消防試験研究センター熊本県支部
　  〒 862-0976
　  熊本市中央区九品寺 1-11-4　県教育会館 4 階
　  ☎ 096（364）5005

総務課

７月 13日（火）から発売
サマージャンボ宝くじ

▶期限：８月 13 日（金）
問  宝くじ公式サイト
　  https://www.takara
　  kuji-official.jp/brand
　  /jumbo/
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種　類 受験資格 試験日 場　所 試験内容 募集期間 合格発表

航空学生
 海・空：18 歳以上 23 歳未満
 ▶高卒か高専３年次修了した人
 　（見込みを含む）

（第１次）
９月 20 日（月）

熊本県合同庁舎
Ａ・Ｂ棟

筆記試験
適性検査

７月１日（木）～
９月９日（木）

（第１次）
10 月８日（金）

予備自衛官補
（一般・技能）

 一般：18 歳以上 34 歳未満
 技能：18 歳以上で国家免許資格な
 　　　どを持つ人
 ※年齢上限は 53 ～ 55 歳未満。（資格に
 　よって変わる）

一般：
10 月２日（土）

技能：
10 月３日（日）

健軍駐屯地
（熊本市）

筆記試験
口述試験
適性検査
身体検査

７月１日（木）～
９月 17 日（金） 11 月５日（金）

防
衛
大
学
校
学
生

一般
 18 歳以上 21 歳未満
 ▶高卒か高専３年次修了した人
 　（見込みを含む）

（第１次）
11 月６日（土）

　     ～７日（日）
問合先に

お尋ねください 筆記試験 ７月１日（水）～
10 月 27 日（木）

（第１次）
11 月 24 日（水）

防
衛
医
科
大
学
校
学
生

医学科
 18 歳以上 21 歳未満
 ▶高卒か高専３年次修了した人
 　（見込みを含む）

（第１次）
10 月 23 日（土）  

熊本県合同庁舎
Ａ・Ｂ棟 〃 ７月１日（水）～

10 月 13 日（水）
（第１次）

12 月２日（木）

看護科
 18 歳以上 21 歳未満
 ▶高卒か高専３年次修了した人
 　（見込みを含む）

（第１次）
10 月 16 日（土） 〃 〃 ７月１日（木）～

10 月６日（水）
（第１次）

11 月 12 日（金）

一般曹候補生
（第２回）

 18 歳以上 33 歳未満
 ※ 32 歳の人は生年月日によって対象外
 　となることがあります。

（第１次）
９月 18 日（土）

山江村役場
大会議室

筆記試験
適性検査

７月１日（木）～
９月６日（月）

（第１次）
10 月４日（月）

自衛官候補生
 18 歳以上 33 歳未満
 ※ 32 歳の人は生年月日によって対象外
 　となることがあります。

（第１次）
９月 18 日（土） 〃 筆記試験

適性検査
７月１日（木）～
９月６日（月） ー

総務課

自衛官を募集します

くわしくは問合先にお尋ねください。

▶募集内容：下の表のとおり
問  自衛隊熊本地方協力本部人吉地域事務所　☎ 0966（22）4704

◆検診（７/１～７/20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

８日
（木）

 ６カ月児健診
 ▶R２年12月生

12:50 ～ 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

※日程が変更となることがあります。

◆健康相談・健康教室（７/１～７/20）

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

12日
（月）

 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区生き生き健康教室 10:00 ～ 野中田２区公民分館

15日
（木）  心配ごと相談 13:30 ～ 16:00 湯前町保健センター

※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

14日
（水）  ジョブカフェ・球磨ブランチinゆのまえ  湯前駅レールウイング内展示体験販売施設 10:00 ～ 16:00

◆就労支援相談（予約制）（７/１～７/20）

※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　☎ 0966（22）0555

総務課

採用試験を実施します
人吉球磨広域行政組合

くわしくはホームページで確認してください。

▶試験日：第１次試験…９月 19 日（日）
▶申請期間：７月 26 日（月）～８月 13 日（金）　※土・日・祝を除きます。

問  人吉球磨広域行政組合  総務課　☎ 0966（23）3080
　  HP  https://www.hitoyoshikuma.com/
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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（７/１～７/20）
※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
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

11 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 こんどう整形外科 45-6555

錦
高田内科医院 38-3677

高階誠心堂錦調剤薬局 38-4940

人吉

田中医院 24-6127

田中クリニック 22-7222

高階誠心堂薬局かわらや店 24-5171

鬼木調剤薬局 22-7122

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

18 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

錦 田中医院 38-0061

人吉

堤病院 20-0200

外山胃腸病院 22-3221

増田クリニック小児科 22-3570

五日町薬局 23-6228

ひご薬局下林店 24-1400

まえだ薬局 23-2987

◆年金相談（予約制）（７/１～７/20）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123

日 場　所 時　間

５日
（月）  人吉商工会議所　小会議室 ９:30 ～

17:00

７日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～

17:00

14日
（水）  多良木町役場（町民相談室） ９:00 ～

17:00

19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


