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保健センター ☎ 4112　中央公民館  ☎ 2050　

車窓からの景色を見られる日までもう少しお待ちください

企画観光課

作業にご協力を
くま川鉄道沿線除草作業

11 月末のくま川鉄道部分運行開始を目指して準備が進められています。現在、駅周辺や線路沿いは雑草がひどく
茂っています。景観の保全と鉄道復旧のために除草・清掃作業を行います。皆さんのご協力をお願いします。

▶作業場所：湯前駅～新鶴羽駅の線路沿い
▶その他：
　・道具などは各自で準備してください
　　（カマ・ゴミ袋は準備します）
　・受付後に職員が作業場所へ案内します

▶日時：10 月 17 日（日）　７:00 ～１時間程度
　※雨天のときは 10 月 24 日（日）に延期します。

▶受付：当日６:30 ～　湯前駅舎前・植木公民館
　※保険に必要なので、必ず受け付けをしてください。

▶作業内容：線路沿いの除草・清掃
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税務町民課

安心できる医薬品です
ジェネリック医薬品

ジェネリック医薬品は特許期間を過ぎた新薬（先発医
薬品）と同じ有効成分や同じ効能があり、新薬よりも
安く買うことができる薬です。利用することで医療費
の節約にもなります。

▶注意：医者や薬剤師にジェネリック医薬品を使うこ
　とを伝え、説明をよく聞いてください

総務課

身近な風景や景色を教えてください
にっぽんこころ旅

忘れられない景色、大切な人との出会いの場所、音や
香りの記憶がよみがえる情景、癒されている情景など
がありましたらエピソードを添えて送ってみません
か。寄せられたお便りを元に旅人の火野正平さんが訪
ねます。

▶応募方法：問合先ホームページから応募・FAX・郵送
▶締切：10 月 11 日（月）必着
▶熊本県の放送予定日：NHK-BS プレミアム
　11 月 22 日（月）～ 26 日（金）
　11 月 29 日（月）～ 12 月３日（金）
問  NHK 編成局「にっぽん縦断　こころ旅」事務局
　　〒 150-8001　ＮＨＫ「にっぽん縦断 こころ旅」
　　☎ 03（5455）7742　FAX 03（3465）1327
　　HP…https://www.nhk.or.jp/kokorotabi/

企画観光課

商工業を支援
新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナ感染症の影響を受けている事業者への支援
策を実施します。前回申請した人も対象になる事業が
あります。ご活用ください。

（３）　感染防止設備等導入補助金
※上限額に達するまで複数回申請できます。

▶条件：次のすべてに当てはまること
　・町内で飲食店や小売店、対面で接客する事業を
　　営んでいる
　・新型コロナウイルス感染防止対策に取り組んでいる
　・同様の補助金などを申請、受給していない
　・暴力団でない
　・町税などの滞納がない
▶対象経費：ことし４月１日（木）から 12 月 31 日（木）
　までに支出した感染対策経費（税抜）
▶上限額：30 万円
▶申請期限：令和４年２月 18 日（金）

（４）　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
　　※県の奨励金は可能です。

▶対象経費：交付決定日から令和４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：10 月 29 日（金）

（５）　PCR 検査受検促進支援補助金　
▶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
　・暴力団でない
　・町税などの滞納がない
▶上限額：１事業所 10 万円（１人あたり２万円）
▶申請期限：令和４年２月 28 日（月）

（１）　　商工業経営持続化支援金
※上限額に達するまで複数回申請できます。
※国・県の支援金を受け取った事業者も対象です。

▶条件：次のすべてに当てはまること
　・事業所の代表者が町内在住か町内で事業を営み、
　　引き続き事業を継続していく意思がある
　・前年か前々年同月比で売上げが 15% 以上減少した
　・町の農林業経営持続化支援金を受給していない
　・他市町村で同様の補助金などを受給していない
　・暴力団でない
　・町税などの滞納がない
▶交付額：
　前年か前々年同月比の売上減少額（税抜）の３分の１
▶対象月：ことし４月～９月
▶上限額：30 万円
▶申請期限：11 月 30 日（火）

（２）　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
　・他市町村で同様の補助金などを受給していない
　・暴力団でない
　・町税などの滞納がない
▶交付額：10 万円　※申請は１回のみ。

▶申請期限：12 月 28 日（火）

教育課

ご利用ありがとうございました
B&G海洋センタープール閉館

令和３年度のプール開館は９月 20 日（月・祝）をもち
まして終了しました。来年も皆さんのご利用をお待ち
しています。

教育課

開催を延期します
奥球磨駅伝競走大会・奥球磨ロードレース大会

令和３年 10 月３日（日）に開催を予定していた「第１
回奥球磨駅伝競争大会」と令和４年１月 16 日（日）に
開催を予定していた「第９回公認奥球磨ロードレース
大会」は感染拡大防止のため令和４年度に延期します。

企画観光課

従業員の未来を守るために
中小企業退職金共済制度
10 月は「中小企業退職金共済制度強化月間」です。従
業員のために国の助成がある退職金制度を導入してみ
ませんか。

問  独立行政法人勤労者退職金共済組合
　  中小企業退職金共催事業本部
　 ☎ 03（6907）1234

保健福祉課

責任ある行動を
犬や猫の飼い主へ

飼い犬や猫のフンの放置など、多くの苦情が寄せられ
ています。

▶注意：
　・散歩中のフンはビニール袋などに入れて持ち帰る
　・飼い猫は室内で飼い、外に出さないようにする
　・伝染病の原因になるので、野良猫に餌を与えない
▶その他：
　本町では「湯前町環境美化条例」で犬のフンの放置を
　禁止しています。違反したときは勧告や命令を行い、
　氏名などを公表することがあります



4 旬 報 湯 前 5旬 報 湯 前

▶職種：
　介護予防専門スタッフ
▶任用期間：
　11 月１日（月）～翌年３月 31 日（木）
▶募集人員・勤務条件：表のとおり

募集人員 　１人

仕事内容

　・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
　・各種会議などの出席
　・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 　月額 13 万 9045 円

諸手当 　通勤手当、期末手当

昇給制度 　あり

休暇 　年次有給休暇や特別休暇など

社会保険 　社会保険・厚生年金保険・雇用保険に加入

労災保険 　労働災害補償保険か
　非常勤公務災害補償制度

▶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：10 月 15 日（金）　※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。

保健福祉課

介護予防専門スタッフを募集します　
本町の会計年度任用職員

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

▶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

田上住宅 １戸 田上 ３DK 1 万 2900 円～
2 万 300 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：11 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
▶提出期間：10 月 15 日（金）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。

●
田上住宅

湯前中学校

湯前小学校
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コメリ　湯前店

全面交通止め

国道 219 号線
くま川鉄道

◆健康相談・健康教室（10/１～ 10/20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

４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

７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

11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

12日
（火）  瀬戸口区いきいき健康教室 13:30 ～ 瀬戸口区公民分館

15日
（金）  下城区いきいき健康教室 10:00 ～ 下城区公民分館

18日
（月）

 下里区いきいき健康教室 10:00 ～ 下里区公民分館

 野中田２区健康相談 13:30 ～ 野中田２区公民分館

19日
（火）  野中田３区いきいき健康教室 13:30 ～ 野中田３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（10/１～ 10/20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

14日
（木）

 ３カ月児健診
 ▶R３年６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３月生

12:50 ～ 〃 〃

※日程が変更となることがあります。

日 内　容 場　所 時　間

13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）（10/１～ 10/20）
※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

▶規制：全面交通止め
▶期間：令和４年３月 25 日（金）まで
　※実際の交通規制は予告看板でご確認ください。

▶施工業者：野島建設㈱  ☎ 0966（42）2227

【用水路改修】
用水路改修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：植木地区

農林振興課

植木地区で交通規制をします

　　　　　　交通止箇所

農林振興課

田上地区で交通規制をします

【排水路改修】
排水路改修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：田上地区

▶規制：全面交通止め　
▶期間：令和４年３月 25 日（金）まで
　※実際の交通規制は予告看板でご確認ください。

▶施工業者： ㈲グリーンテック  ☎ 0966（43）2225

田上住宅

至　湯前中学校

施工時全面交通止め

　　　　　　交通止箇所

排水路
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人　口 /3713人　
男 /1735人　女 /1978人
世帯数 /1569戸
※８/31 現在

◆休日当番医と当番薬局（10/１～ 10/20）
※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

３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

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
医療センター前店 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

10 日
（日）

多良木

仁田畑クリニック 42-1123

公立多良木病院小児科 42-2560

ひご薬局多良木店 49-1011

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
たかの眼科 47-2550

くるみ薬局 49-9630

人吉

田中医院（人吉） 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

17 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

やまむら小児科・内科 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

堤病院 22-0200

外山胃腸病院 22-3221

ひご薬局下林店 24-1400

まえだ薬局 23-2987

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）（10/１～ 10/20）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123

日 場　所 時　間

４日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～

17:00

６日
（水）  多良木町役場（町民相談室） ９:00 ～

17:00

11日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～

17:00

13日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～

17:00

18日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～

17:00

20日
（水）  多良木町役場（町民相談室） ９:00 ～

17:00

※日程が変更となることがあります。


