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税務町民課

被保険者証を郵送しました
国民健康保険・後期高齢者医療保険

８月１日以降は新しい被保険者証を使いましょう。受
け取っていない人は郵便受けを確認してください。

▶国民健康保険の人：
　・新しい被保険者証はクリーム色です。
　・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：
　・新しい被保険者証は黄色です。
　・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も郵送しています。
▶その他：古い被保険者証と認定証は自宅で処分する
　か役場に返してください。
問  税務町民課  保健医療係

保健福祉課

８月 22日（日）川をきれいに
湯前町クリーン作戦

「くまもと・みんなの川と海づくりデー」として県内一
斉に美化清掃活動を行います。皆さまの参加をお待ち
しています。

▶日時：８月 22 日（日））６:00 ～７:00
　※各地区で現地集合、現地解散です。

▶場所：各地区にある河川と水路沿い
▶活動内容：河川と水路沿いのゴミ拾い
▶持参物：軍手、飲み物、タオルなど
　※ゴミ袋は区長さんを通じて支給します。

▶その他：
　・地区ごとに別日程で実施可能です。
　・雨天のときは中止します。

風鈴の音を聞いて暑い夏を乗り切りましょう
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農林業経営持続化支援金
▶条件：次のすべてに当てはまること
　・農林業を営み、町内に住所がある法人か個人事業者
　・令和元年度と比べて連続する３カ月の売上げが
　　15% 以上減った
　・町の商工業経営持続化支援金を受給していない
　・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：ことし４月から翌年２月までの間で令和元
　年の同３カ月比の売上減少額の３分の１
　（上限 30 万円）　※上限まで申請可。

農林業を支援
新型コロナウイルス感染症対策

農林振興課

就農に必要な栽培技術や経営のノウハウを学べる農
業研修を実施しています。仲間とともに農業を始めて
みませんか。

▶研修コース・研修期間・募集人数：

研修コース 研修期間 募集人数

プロ経営者コース
（野菜専攻）

４月～翌年３月
（週５日） 10 名程度

実践農業コース
 １組：野菜栽培と
 　　　作物栽培
 ２組：野菜栽培専攻

４月～ 12 月
（週３日）

各組
20 名程度

▶募集期間：
　前期 : ９月 21 日（火）～ 10 月 29 日（金）
　後期 : 翌年１月５日（月）～ 28 日（金）
問  農業大学校研修部  ☎ 096（248）6600

新規就農支援研修生を募集します
農業大学校

農林振興課

農地を農地以外に利用することを農地転用といいます。
自分の農地を農地転用するときは問合先への許可申請
が必要です。

▶対象：
　❶自分の所有する農地を転用するとき
　❷所有者以外の人が農地を転用するとき
　※許可できないときもありますので、予定している人は事前に
　　問合先へお尋ねください。

▶その他：無断で農地転用をすると法律違反になりま
　す。工事の中止や原状回復の命令が出されます。
問  農林振興課  農業委員会

農地転用には許可が必要です

農林振興課

農林振興課

転作現地確認を行います
農家の皆さんへ

転作現地確認を行います。立て札の配布があった人は
現地の見やすいところに立ててください。

▶日程：

日にち日にち 対象地区対象地区

８月２日
（月）

浜川、下城、古城、浅鹿野、牧良、
上猪、中猪、山ノ口、辻、野中田１・２・３、

上村、下染田、下里

８月３日
（火）

田上、下村、馬場、瀬戸口、
上里１・２・３、植木

企画観光課

19 周年記念感謝祭
ふれあい交流センター「湯～とぴあ」
▶期間：８月４日（水）～ 12 日（木）９:00 ～ 17:00
▶場所：ふれあいセンター「湯～とぴあ」特産品販売所
▶抽選：500 円以上の買い物で１回（空くじなし）
　※景品がなくなり次第、抽選終了となります。

問  湯～とぴあ  ☎ 0966（43）4143

企画観光課

商工業者を支援
熊本県事業継続・再開支援一時金
飲食店への時短要請や県民への不要不急の外出・移動
の自粛で影響を受けた中小企業者などに県から支援が
あります。ぜひ活用してください。

（１）　一時交付金
▶条件：ことし５月・６月の売上が前年か前々年と比
　べて 30% 以上 50% 未満減少していて、次のいず
　れかに当てはまる事業者
　❶時短要請の飲食店と取引がある
　（例）農業者、飲食料品・割りばし・おしぼりなどを
　　　飲食店に提供している業者
　❷不要不急の外出・移動の自粛で影響を受けた
　（例）旅館、観光施設、タクシー事業者など
▶支援額：法人…上限 10 万円 / 月
　　　　　個人…上限５万円 / 月

（２）　酒類販売事業者への上乗せ交付
▶条件：ことし５月・６月の売上が前年か前々年と比
　べて 30% 以上減少していて、国の「月次支援金」か
　一時交付金の条件❶、❷のいずれかに当てはまる事業者
　※終日酒類販売停止要請に応じた熊本市の飲食店との取引があること。

▶支援額：
　・売上が 70% 以上減少
　　法人…上限 40 万円 / 月
　　個人…上限 20 万円 / 月
　・売上が 50% 以上 70% 未満減少
　　法人…上限 20 万円 / 月
　　個人…上限 10 万円 / 月
　・売上が 30% 以上 50% 未満減少
　　法人…上限 10 万円 / 月
　　個人…上限５万円 / 月

▶申請方法：原則電子申請　※郵送も可能です。

▶申請期限：９月 30 日（木）　※当日消印有効。

問  県コールセンター（平日 9:00 ～ 17:00）
　  ☎ 096（387）1515

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
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保健福祉課

ハンセン病回復者と家族を支援
支援センター「りんどう」
県ではハンセン病回復者とその家族の相談、支援を目
的に支援センターを開設しました。くわしくは問合先
にお尋ねください。

▶受付時間：平日　９:00 ～ 16:00
▶内容：相談支援、啓発など
問  りんどう相談支援センター  ☎ 096（365）7606
　  HP:http://kumarindou-csw.com/

保健福祉課

入校生を募集します
鹿児島障害者職業能力開発校
▶対象者：障がいがある人
▶募集期間：８月２日（月）～９月 22 日（水）
▶募集科目：情報電子、グラフィックデザイン、建築
　設計、義肢福祉用具、OA 事務、アパレル、造形実務
▶試験場所：奄美市、熊本市、宮崎市、鹿児島障害者
　職業能力開発校（薩摩川内市入来町）
▶試験内容：筆記試験（国語・数学）、面接
▶授業料：無料
▶訓練期間：４月～翌年３月
▶申込方法：ハローワークで相談
問  鹿児島障害者職業能力開発校  
　  ☎ 0996（44）2206

保健福祉課

障がいでの差別をなくしましょう

県では「障害のある人もない人も共に生きる熊本づく
り条例」が施行されています。障がいを理由とする差
別をなくすことはすべての人々が暮らしやすい社会づ
くりにつながります。差別を感じたときは問合先に相
談してください。

（１）　不当な差別的取扱い
障がいを理由に正当な理由なくサービスの提供を拒
否、制限したり条件をつけられること
▶例：
　・本人を無視して介護者や付き添いのみに話しかける
　・必要がないのに介護者の同行を求めたり支障がな
　　いのに介護者の同行を拒んだりする

（２）　合理的配慮の不提供
障がいがある人から社会の中にあるバリアを取り除く
ための配慮を求められたとき、負担になりすぎない範
囲で配慮を行うこと
▶例：
　・段差があるときスロープなどを使って補助する
　・障がいの特性に応じた休憩時間の調整など柔軟な
　　対応をする
問  県庁「広域専門相談員」  （平日 9:00 ～ 17:00）
　  ☎ 096（333）2244  FAX:096（383）1739

保健福祉課

体験作文とポスターを募集します

障がいがある人への理解を広げるために「心の輪を広
げる体験作文」「障がい者週間のポスター」を募集しま
す。くわしくは熊本県ホームページで確認するか問合
先にお尋ねください。
※参加賞があります。

▶応募資格：
　作文…小学生以上
　ポスター…小学生、中学生
▶募集期限：９月３日（金）
問  県障がい者支援課  ☎ 096（333）2235

保健福祉課

ノミに気をつけましょう

▶気をつけること：
　・犬や猫などにつくノミが発生しています。野良犬
　　や野良猫に触らないようにしましょう。
　・飼い猫も刺されないよう室内で飼い、近隣の迷惑
　　にならないようにしましょう。

保健福祉課

アスベストを使った製品の処理に注意

アスベストを使った製品は「ごみ収集所」「クリーンプ
ラザ」には出せません。バスマットとコースターは販
売者やメーカーに問い合わせてください。

▶その他：
　・安全性を調査中の珪藻土製品は削ったり割ったり
　　せず自宅で保管してください。
　・通常で使う限りは健康上問題ありません。
　・心配なときはビニールなどに入れテープで口をふ
　　さいで保管してください。

保健福祉課

人権メッセージを募集します

くわしくは熊本県ホームページで確認するか問合先に
お尋ねください。

▶テーマ：
　やさしさを広げよう　～わたしの思いやり宣言～
▶期限：９月 10 日（金）  ※必着

▶応募方法：
　❶電子申請サービス
　　右の QR コードを読み取り、
　　必要事項を入力
　❷電子メール
　　右の QR コードを読み取り、
　　必要事項を入力
　❸郵送・FAX
　　応募用紙に必要事項を記入して送付
　　※応募用紙は県ホームページからダウンロードできます。

問  熊本県人権センター人権メッセージ募集係
　  〒 862-8570（県庁専用郵便番号・住所不要）
　  ☎ 096（333）2299  FAX:096（383）1206

電子申請用

電子メール用

保健福祉課

忘れていませんか
戦没者等の遺族の特別弔慰金
くわしくは熊本県ホームページで確認するか問合先に
お尋ねください。

▶対象者：次のいずれかに当てはまる人
　※❸、❹は戦没者が亡くなるまでに生まれていることが前提です。

　❶昨年４月１日までに戦傷病者戦没遺族等援護法で
　　弔慰金の受給権を取得した人
　❷戦没者等の子
　❸戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
　※戦没者等が亡くなったときの生計関係の要件によって順番が
　　替わります。

　❹❶～❸以外の戦没者等の三親等内の親族
　※戦没者等が亡くなるまで１年以上の生計関係があり、戸籍に
　　入っていた人に限ります。

▶支給額：年額５万円（５年間）
▶請求方法：保健福祉課へお尋ねください。
▶請求期限：令和５年３月 31 日（金）

保健福祉課

「児童福祉週間」標語を募集します

毎年５月５日～ 11 日は児童福祉週間です。来年度の
児童福祉週間の象徴となる標語を募集します。くわし
くは問合先にお尋ねください。

▶テーマ：
　❶夢と希望をもつ子どもたちを応援する標語
　❷未来に向けて子どもたちからのメッセージ
▶応募期間：８月１日（日）～９月 30 日（木）
問  （公財）児童育成協会　☎ 03（5357）1174
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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

申込期限

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

８月13日( 金)

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
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◆検診（７/30～８/20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

17日
（火）

 幼児健診
 ▶H28年８、９月生
 ▶H29年12、H30年１月生
 ▶H30年12、H31年1月生
 ▶R元年12、R２年１月生

13:00 ～ 湯前町保健センター
　〇母子手帳
　○問診票

18日
（水）

  幼児歯科検診
 ▶２歳以上の４、８、12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

19日
（木）

 ３カ月児健診
 ▶R３年４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
 ▶R３年１月生

〃 〃 　〃

※日程が変更となることがあります。

◆健康相談・健康教室（７/30～８/20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

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

８　月

２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

５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

※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

18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）（７/30～８/20）

※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

令和３年度警察職員採用試験
警察官B・警察事務
詳しくは問合先にお尋ねください。

▶問合先：多良木警察署　☎ 0966（42）4110

試験区分 警察官 B 警察事務

採用予定人員 男性：37 人
女性：15 人 ４人

受付期限
（原則インター

ネット申込）

８月 20 日（金） ８月 16 日（月）

※郵送は 20 日消印有効 ※郵送は 13 日
消印有効

第１次
試験

試験
日等 10 月 17 日（日） ９月 26 日（日）

試験
内容 教養・作文 教養

合格
発表 10 月下旬 10 月上旬

第２次
試験

試験日

適性・体力   
   　　11 月６日（土）
     　　〃  ７日（日）

作文・適性
10 月 23 日（土）

面接   11 月 20 日（土）    
  ～ 〃 25 日（木）

10 月 30 日（土）
11 月１日（月）
   〃  ２日（火）

合格
発表 12 月上旬 11 月中旬

受験資格
 ・18 ～ 27 歳
 ・大学卒業（見込み）の人は
   受験できません

・18 ～ 21 歳
・大学卒業（見
  込み）の人は
  受験できま
  せん

総務課

夏季の無料相談会

▶日時：
　８月 13 日（金）　～ 15 日（日）13:00 ～ 21:00
▶相談方法：
　電話相談  ☎ 096（364）0800　※当日のみ。

▶相談内容（例）：新型コロナ、借金、生活保護など
問  司法書士  田崎　洋平　☎ 096（234）8718

総務課

危険物取扱者の試験が開催されます

▶試験日など：

試験種類 試験日 場　所

 甲種全類
 乙種第１類～第６類
 丙種

11 月７日（日）

熊本市
八代市
天草市
玉名市

▶申請：

方　法 期　間

書面 ９月９日（木）～ 16 日（木）

電子 ９月６日（月）～ 13 日（月）

▶願書配布場所：８月 30 日（火）以降に設置
　・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



10 旬 報 湯 前

人　口 /3714人　
男 /1736人　女 /1978人
世帯数 /1564戸
※６/30 現在

◆休日当番医と当番薬局（７/30～８/20）
※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

１日
（日）

多良木

上球磨クリニック 42-5868

公立多良木病院小児科 42-2560

たらぎ調剤薬局 43-0221

ファーコス薬局多良木いちご 42-6888

山口薬局 42-2123

錦
脳神経外科小林クリニック 38-5670

百太郎薬局 28-8123

人吉

外山胃腸内科 22-3221

ふかみ耳鼻咽喉科 24-1126

うさぎ薬局人吉店 32-9621

宝来調剤薬局 22-6884

８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

人吉

万江病院 22-2357

平井整形外科リハビリ
テーションクリニック 24-8213

たかはし小児科内科医院 24-2222

たんぽぽ薬局 23-6170

さくら調剤薬局瓦屋店 22-1677

エスエス堂薬局城本店 22-0337

９日
（月）

多良木
仁田畑クリニック 42-1123

ひご薬局多良木店 49-1011

あさぎり
たかの眼科 47-2550

くるみ薬局 49-9630

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

９日
（月） 人吉

光永医院 22-2366

愛甲産婦人科麻酔科医院 22-4020

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

エスエス堂瓦屋店 23-7677

まえだ薬局 23-2987

15 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

清風薬局サンロード免田店 49-9600

くるみ薬局 49-9630

人吉

みなみ眼科 22-6820

堤病院附属
九日町診療所小児科 22-2251

さくら調剤薬局九日町店 22-2162

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

◆年金相談（予約制）（７/30～８/20）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123

日 場　所 時　間

２日
（月）  人吉商工会議所　小会議室 ９:30 ～

17:00
４日

（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～
17:00

11日
（水）  多良木町役場（町民相談室） ９:00 ～

17:00
16日
（月）  人吉商工会議所　小会議室 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

※日程が変更となることがあります。


