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読書の秋ですね。この機会にお気に入りの本を見つけてみませんか

農林振興課

新規栽培者を募集しています
薬草「三島柴胡（ミシマサイコ）」
あさぎり薬草合同会社でミシマサイコの新規栽培者を
募集しています。９月下旬には新規栽培者向けの説明
会が開催される予定です。くわしくは問合先にお尋ね
ください。
※新規栽培者にはマルチ代などの助成があります。

問  ❶あさぎり薬草合同会社　☎ 0966（45）6870
　  ❷農林振興課

農林振興課

農地のパトロールをします
農地を持っている人へ
農業委員会と最適化推進委員が農地パトロールをしま
す。農地が正しく使われているかの調査です。私有地
への立ち入りもありますが皆さんのご理解とご協力を
よろしくお願いします。

▶対象：本町の農地
▶時期：９月～ 10 月
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教育課

町民体育祭を中止します

10 月 17 日（日）に予定していました第 63 回湯前町
民体育祭は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止します。

保健福祉課

無料の悩みごと相談

▶日時：９月 16 日（木）　10:00 ～ 15:00
▶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
　　　　　　　　　山浦  たか子
　　　　　　　　　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

高齢者や障がいを持つ人の無料相談

▶日時：９月 25 日（土）　　10:00 ～ 16:00
▶相談方法：
　❶電話相談　☎ 096（364）0800　※当日のみ。

　❷面談相談　問合先に予約  ※前日までに予約。

　　　　　　　場所：熊本県司法書士会館
　　　　　　　（熊本市中央区大江４－４－３４）
▶相談担当者：司法書士、社会福祉士
▶相談内容（例）：成年後見制度や相続、遺言など
▶その他：秘密は固く守られ相談は無料です。
問  熊本県司法書士会事務局　☎ 096（364）2889

保健福祉課

個別接種ができます
新型コロナウイルスワクチン
５～８月の集団接種で接種ができなかった人や 12 歳
になった人でワクチン接種を希望する人は個別接種が
できるようになりました。

１【医療機関で接種】
▶対象者：
　❶ 12 歳以上で未接種の人
　❷ファイザー社製のワクチンを１回接種している人
▶申し込み：保健センターに電話
▶申込期限：９月 15 日（水）
　※期限以降はワクチンの入荷状況などを確認して再度お知らせ
　　します。

▶接種医療機関：そのだ医院か古城クリニック
▶持参物：接種券（クーポン券）、予診票、本人確認書類
　※事前に予診票に記入し、接種券をはがさずに医療機関に出して
　　ください。

▶その他：
　・16 歳未満は原則保護者同伴です。難しいときは
　　代理人付き添いで委任状を提出してください。
　・キャンセルするときは必ず連絡してください
　・ワクチンの廃棄を無くすために水上村と合同です
　　るため、日時や医療機関を指定することがあります
　・運転免許を持っていない人や移動が困難な人は無
　　料でタクシーを利用できます　※事前予約必要です。

２【県民広域接種センターで接種】
▶対象者：接種券を持っている人
▶期間：11 月末まで（予定）
▶時間：平日…18:00 ～ 21:00
　　　　土日…12:00 ～ 18:00
▶会場：グランメッセ熊本
▶ワクチン：武田／モデルナ製品
▶申込方法：インターネットのみ
　※右の QR コードから申し込みしてください。

▶その他：
　くわしくは下の QR コードから確認してください。

保健福祉課

献血にご協力ください

新型コロナのまん延で全国的に血液が不足していま
す。輸血を必要としている人たちのために１人でも多
くのご協力をお願いします。

▶日時：９月８日（水）　13:45 ～ 16:00
▶場所：保健センター
▶内容：400㎖献血
▶対象：次の２つに当てはまる人
　・年齢　17 歳（女性は 18 歳）～ 69 歳　
　・体重　50kg 以上
　※ 65 歳以上の人は 60 歳～ 64 歳の間に献血を行っている人の
　　み対象です。

▶準備物：献血カード（手帳）※持っている人のみ。

▶その他：献血 Web サービス「ラブラッド」の会員を
　募集しています。献血ルームの予約や検査結果を早
　く知ることができます。下の QR コードから登録し
　てください。

保健福祉課

作品を募集します
「家族の日」作品コンクール

11 月第３日曜日は「家族の日」、前後１週間は「家族
の週間」です。本年度は活動の一環で「家族の日」作品
コンクールを実施します。くわしくは問合先にお尋ね
ください。

▶募集作品：写真
▶募集テーマ：
　❶家族の絆（子育て家族の絆など）
　❷地域の絆（子育て家族を応援する地域の絆など）
▶提出期限：９月 30 日（木）　
問  ❶内閣府  子ども・子育て本部
　  ☎ 03（6257）3090
　  ❷保健福祉課  福祉係（保健センター内）

申込用

総務課

お金の悩みの無料相談

▶日時：９月 14 日（火）　
　受付時間…12:30 ～ 15:30
　相談時間…13:00 ～ 16:40
▶場所：市民会館シアーズホーム夢ホール内会議室
　（熊本市中央区桜町１ー３）
▶申し込み：問合先に予約
▶相談担当者：消費生活相談員、弁護士、司法書士
▶相談内容（例）：金銭関係、多重債務など
▶その他：秘密は固く守られ相談は無料です。
問  熊本県消費生活センター　☎ 096（383）0999

保健福祉課

出品作品を募集します
くまもと障がい者芸術展

県では障がいのある人への理解を深めるために「くま
もとハートウィーク」の一環として障がいのある人の
作品を募集します。日ごろの思いを作品に込めてカタ
チにしてみませんか。

▶対象者：県内に住所がある障がいを持つ人か県内の
　事業者を利用している障がいを持つ人
▶募集作品：絵画、手芸、写真、書道、俳句など
▶出品申込書期限：10 月 11 日（月）　
▶作品提出期限：11 月 15 日（月）　
▶くまもと障がい者芸術展：
　11 月 16 日（火）～ 21 日（日）
　熊本県立美術館分館１階　ギャラリー・展示室１
問  社会福祉法人　熊本県身体障害者福祉団体連合会
　  ☎ 096（354）7371

献血 Web サービス「ラブラッド」
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総務課

令和２年度の湯前町職員の人数や給与などの状況を公表します

【職員の任免と職員数】
▶採用：一般事務（高等学校卒業程度）　５人
　　　　資格免許職（保健師）　　　　　１人
　　　　資格免許職（社会福祉士）　　　１人
　　　　資格免許職（学芸員）　　　　　１人
▶退職：（定年）２人　　（任期満了）１人　　（普通）１人
▶職員数：
　❶部門別職員数と増減

区分
職員数

増減 増減理由令和
３年

令和
２年

一
般
行
政

議会 ２ ２ ０

総務 15 17 △２ 任期付職員の退職
協議会への派遣のため

税務 ５ ６ △１ 配置見直しのため
民生 ４ ４ ０
衛生 ５ ６ △１ 配置見直しのため
農林 ９ ９ ０
商工 ５ ４ １ 新規施策実施のため
建設 ６ ４ ２ 災害復旧係新設のため
小計 51 52 △１

特別
行政

教育
委員会 ８ ８ ０

公
営
企
業
な
ど

水道 １ １ ０
下水道 １ １ ０
国保 ２ ２ ０
介護 ２ ２ ０
小計 ６ ６ ０

合計 65 66 △１

　❷定員適正化計画の目標と進捗状況
年度 28 29 30 31 令和２年 令和３年

計画数 65 65 65 65 65 69
実数 62 63 64 64 66 65

【採用試験と選考】
（試験１）令和３年４月１日付で一般事務（高卒程度）
を採用するため
▶試験期日：
　第１次（教養・適性・作文）　　令和２年 10 月 18 日
　第２次（面接）　　令和２年 11 月 14 日
▶試験結果：
　❶応募者数…一般事務  ４人
　❷１次合格者数…一般事務  ２人
　❸２次合格者数…一般事務  ２人

（試験２）令和３年４月１日付で一般事務（社会人経験
枠）を採用するため
▶試験期日：
　第１次（作文）　　令和２年 10 月 16 日
　第２次（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ・面接）　　令和２年 11 月８日
▶試験結果：合格者数  ０人

（試験３）令和３年４月１日付で一般事務（社会人経験
枠）を採用するため
▶試験期日：
　第１次（作文）　　令和２年 11 月 24 日
　第２次（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ・面接）　　令和２年 12 月 22 日
▶試験結果：合格者数  ０人

【給与、勤務時間や勤務条件など】
（１）人件費

人口 歳出額 実質収支 人件費 人件
費率

令和元年度
人件費率

3711
人

39 億
3616 万円

３億
4900 万円

５億
7970 万円 14.7％ 16.4％

（２）給与費
職員
数

給与費 一人当
たり

給与費給料 職員手当 期末・
勤勉手当 計

60 人 ２億
432 万円 2793 万円 8179 万円 ３億

1405 万円
523
万円

（３）平均給料月額と平均年齢
区分 平均給料月額 平均年齢

一
般
行
政
職

大学卒 27 万 8600 円 39.2 歳

短大卒 35 万 1500 円 51.3 歳

高校卒 26 万 8700 円 37.1 歳

平均 28 万 7800 円 40.5 歳

（４）初任給
区分 湯前町 国

一般行政職
大学卒 18 万 2200 円 18 万 2200 円

高校卒 15 万 600 円 15 万 600 円

（５）経験年数別、学歴別平均給料額
区分 10 年以上

15 年未満
15 年以上
20 年未満

20 年以上
25 年未満

一般
行政職

大学卒 25 万 5000 円 30 万 7200 円 31 万 9000 円

高校卒 23 万 3200 円 25 万 5300 円 30 万 700 円

区分 25 年以上
30 年未満

30 年以上
35 年未満 35 年以上

一般
行政職

大学卒 35 万 1100 円 38 万 5100 円 ー

高校卒 34 万 7600 円 36 万 2400 円 39 万 8700 円

（６）一般行政職級別職員数
区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計

職員数（人） 12 10 14 11 ７ ２ 56
構成比（％） 21 18 25 20 12 4 100

前年
度

職員数 11 ７ 20 ７ ７ ２ 54
構成比 20 13 37 13 13 ４ 100

（７）職員手当
❶期末・勤勉手当　※職務の級により加算あり

期別 期末手当 勤勉手当 計
６月 1.300 月分 0.925 月分 2.225 月分
12 月 1.300 月分 0.975 月分 2.275 月分

計 2.600 月分 1.900 月分 4.500 月分

❷退職手当
勤続年数 自己都合による退職 勧奨・定年による退職

20 年 19.670 月分 24.587 月分
25 年 28.040 月分 33.271 月分
35 年 39.758 月分 47.709 月分

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

❸管理職手当
対象 対象

職員数 支給額

課長・局長・室長 10 人 総務課長　3 万 4000 円
その他　2 万 9000 円

❹扶養手当
　※ 16 歳から 22 歳までの子は１人につき 5000 円加算

区分 支給額
配偶者 6500 円

配偶者以外の子など １万円
父母など 6500 円

❺住居手当
区分 支給額

借家・間借り 月額２万 8000 円以内

❻通勤手当
区分 支給額

交通機関利用 月額５万 5000 円以内
交通用具利用

（自家用車など） 月額 2000 円～３万 1600 円以内

❼単身赴任手当
距離 支給額

60 キロ以上 月額３万円～ 10 万円以内

❽その他特殊勤務手当など
　支給なし

（８）勤務時間
・一般業務  ８:30 ～ 17:15
  ※うち休憩時間  12:00 ～ 13:00

・共同調理業務  ８:15 ～ 17:00

（９）年次有給休暇
職員数 １人当たり

平均付与日数
１人当たり

平均取得日数 取得率

66 人 38.4 日 8.2 日 22.5％

（10）育児休業と介護休暇
・育児休業取得者  ３人　・介護休暇取得者  なし

（11）病気休暇
・取得者  ０人

【分限・懲戒処分】
（１）分限処分
・処分者  ０人

（２）懲戒処分　
・処分者  ０人

【職員の研修】
区分 延べ参加人数

県外研修 １人
県内研修 15 人
郡内研修 ７人

庁舎内研修 ０人

【職員の福祉】
（１）健康診断
❶生活習慣病健診受診者  46 人（特別職１人含む）
❷人間ドッグ受診者　　  22 人（特別職１人含む）

（２）公務災害補償
　公務災害・通勤災害  ０件
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企画観光課

本町に住み続けたい人を支援します
空き家のリフォームなどに補助

空き家のリフォームや空き家を解体して新築する人への
補助があります。
※住宅をリフォームする人向けの補助は終了しました。

１【空き家リフォーム補助】
▶補助要件：❶～❽のすべてに当てはまること
　❶町内の空き家の所有者か、空き家を購入・借用 
　　して５年以上住む意思がある人
　　※罹災証明が発行されたときは定住期間を定めません。

　❷町税などの滞納がない
　❸個人所有か個人が借りた専用住宅をリフォームする
　❹売買か賃貸借契約を結んで１年以内
　❺対象経費が 20 万円（税込）以上の工事を行う
　❻町内の業者が施工する
　❼年度内に実績報告（工事完了・支払いの報告）が 　
　　できる
　❽他の補助を受けていない
▶対象経費：内外部・設備工事費
　※下水道工事だけの人は建設水道課にお尋ねください。

▶補助金額：対象経費の２分の１（上限 50 万円）

２【空き家解体補助】
▶補助要件：❶～❻のすべてに当てはまること
　❶町内の空き家を解体した後に住宅を建設して
　　５年以上住む意思がある人
　❷町税などの滞納がない

　❸解体検査をした年度の翌年度初日から２年以内に
　　住宅を建設する予定がある
　❹町内の業者が施工する
　❺年度内に実績報告（工事完了・支払いの報告）ができる
　❻他の補助を受けていない
▶対象経費：法に基づく適正な解体方法での解体経費
　と家財道具などの処分経費
▶補助金額：対象経費の２分の１（上限 80 万円）

３【空き家の家財道具等処分補助】
▶補助要件：❶～❺のすべてに当てはまること
　❶町内の空き家の家財道具などを処分する所有者か
　　入居者
　❷売買か賃貸借契約を結んで１年以内
　❸町税などの滞納がない
　❹年度内に実績報告（処分完了・支払いの報告）ができる
　❺他の補助を受けていない
▶対象経費：法に基づく適正な処分方法での家財道具
　などの処分・搬出経費
　※衣類や家電４品（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン）は除く。

▶補助金額：対象経費の２分の１（上限 10 万円）

【共通事項】
▶申し込み：事業採択申請書を問合先に提出
　※申請書は企画観光課で受け取るか町ホームページからダウン
　　 ロードしてください。

▶申込期限：９月 17 日（金）必着
　※土日祝日を除く。

▶その他：
　・応募者多数で予算額を上回るときは抽選します。
　・交付を決定する前に工事を始めたときは対象外。
　・各補助は１住宅あたり１回のみ受けられます。
　・補助は予算がなくなり次第終了します。
　・要件に当てはまらなくなったときは補助金を返還
　　してもらいます。
問  企画観光課　企画振興係

総務課

町内放送は聞こえていますか
宅内 IP 告知放送端末

　皆さんの自宅に設置している｢宅内ＩＰ告知放送端末｣からは役場からのお知らせや地区の連絡、上球磨消防署や
国からの緊急放送・災害警戒などの放送が流れます。
　災害時に備えるために放送が聞こえるか確認してください。端末から放送が流れないときは、下の図を参考に確
認してください。

▶注意すること：
　・電源を入れてから７分ほどの間役場と通信しているので扱わないでください
　・電源アダプタは PoE 専用、宅内 IP 告知放送端末専用に分かれています。再起動で電源を抜き、再び差し込む
　　ときに誤って取り違えてしまうと機器が故障します
　・配線図にある機器などは全て町の備品です。無くさないようにしてください
　・雷で機器が故障することがあります。雷ガード付のコンセントを使うなどの対策をしてください
▶放送を聞き逃したときは：
　「再生ボタン」を押すと過去の放送を確認できます。停止する時は再生ボタンを長押ししてください
▶その他：
　引っ越しで空き家になるときや機器の不具合（音が聞こえない、再生ボタンを押しても聞こえないなど）、自宅の
　建替・新築・解体をするときは問合先に連絡してください
問  総務課  情報統計係

▶配線図：

屋外から

宅内 IP 告知放送端末

PoE
音量の大きさの調整

チャンネルは「１」
議会放送は「２」

　２つのランプは
　点灯していますか？

告知放送端末に差し込むコンセントは先が「Ｌ型」

　コードが抜けて
　いませんか？ PoE に差し込むコンセントは先が「直線型」
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▶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

里住宅 ２戸 中里２ ３DK 1 万 7400 円～ 木造瓦葺２階建

▶条件：
　❶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
　❷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。

　❸入居・同居する人が暴力団員でない
　❹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
　❺単身者で、60 歳以上や障がい者など
▶入居可能日：10 月上旬予定

▶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：９月 15 日（水）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。

里住宅

湯前郵便局

湯前駅

●

◆検診（９/１～９/20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

２日
（木）

 ３カ月児健診
 ▶R３年５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

９日
（木）

 ６カ月児健診
 ▶R３年２月生

12:50 ～ 〃 〃

15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 ～ 湯前町保健センター
　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（９/１～９/20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

６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

13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区健康相談 13:30 ～ 野中田２区公民分館

16日
（木）  特設人権相談 10:00 ～ 15:00 湯前町保健センター

17日
（金）  下村区健康相談 13:30 ～ 下村区公民分館

※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。

農用地利用計画の変更について

湯前町農業振興地域整備計画の一部を変え、農業振興地域の法律に基づいて次のとおり農用地利用計画の変更案を
一般公開します。庁舎掲示板に掲示していますので、異議申し立てがある人は農林振興課へお尋ねください。

▶農用地利用計画（案）：他に 23 カ所あります

農林振興課

番　号
変更しようとする土地の所在 農用地

区域の番号
現在の

用途区分
変更後の
用途区分 変更理由

字 地　番 地　目 面　積（㎥）

１ 上川久保 4998 田 1,730 Ａ－６ 農地 雑種地 資材置場

▶一般公開期間：９月 12 日（日）まで
▶異議申し立て期間：９月 13 日（月）～ 27 日（月）
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人　口 /3709人　
男 /1732人　女 /1977人
世帯数 /1563戸
※７/31 現在

◆休日当番医と当番薬局（９/１～９/20）
※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

５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

人吉リハビリテーション病院 24-6111

みのる診療所 24-7258

あけぼの薬局 22-1180

翠薬局 28-3961

12 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（錦） 38-0061

人吉

あいだ診療所 25-1651

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
医療センター前店 32-9567

まえだ薬局 23-2987

19 日
（日）

湯前
そのだ医院 43-2063

犬童薬局 43-3903

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

錦
酒瀬川内科 38-0005

つばめ薬局 25-2500

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

19 日
（日） 人吉

伊津野医院 22-3066

掛井眼科医院 22-3383

みずき薬局 24-6971

高階誠心堂薬局本店 22-4633

20 日
（月）

多良木
宮原医院 42-2082

山口薬局ピーチ店 42-7712

錦 ほづみ皮膚科医院 26-5300

人吉

岡医院 22-3711

河野産婦人科医院 24-3838

増田クリニック小児科 22-3570

五日町薬局 23-6228

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）（９/１～９/20）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123

日 場　所 時　間

１日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～

17:00
６日

（月）  人吉商工会議所　小会議室 ９:30 ～
17:00

８日
（水）  多良木町役場（町民相談室） ９:00 ～

17:00
13日
（月）  人吉商工会議所　小会議室 ９:30 ～

17:00
15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。

日 内　容 場　所 時　間

８日
（水）

 ジョブカフェ・
 球磨ブランチinゆのまえ 湯前町役場 10:00 ～

16:00

◆就労支援相談（予約制）（９/１～９/20）
※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


