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第 30 回那須良輔風刺漫画大賞の記者発表がありました。作品名「集合写真」

くま川鉄道部分運行の運行時刻が決まりました。くわ
しくは本町か、くま川鉄道のホームページで確認して
ください。

▶代替バス：※肥後西村駅～人吉駅前間

　平日・土曜…運行
　休日（日曜・祝日）…運休

　本町ホームページ　　　くま川鉄道ホームページ

企画観光課

11 月 28 日（日）午後から通常運行しています
くま川鉄道

▶時刻表：湯前駅発着分
◎平日

上　り 下　り

出発時間 到着時間

６:08 ７:18

７:25 16:13

16:20 17:37

17:48 19:05

19:15 20:38

20:48

◎土曜・休日
上　り 下　り

出発時間 到着時間

６:08 ７:18

７:25 11:42

11:51 13:15

13:25 14:40

14:49 16:13

16:20 17:37

17:48 19:05

19:15
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保健福祉課

年末年始のし尿汲み取り

▶年末の汲み取り：12 月 25 日（土）午前中
　※通常、土曜は定休日です。

▶年末年始の休業日：
　12 月 30 日（木）～令和４年 1 月４日（火）
問  ㈲球磨清掃公社　☎ 0966（42）2614

保健福祉課

年末年始のごみ収集

▶燃えるゴミ：

日 町内収集 クリーンプラザへの
搬入

24日
（金）

○
（火・金収集地区） ○

25日
（土） × ×

26日
（日） × ○

27日
（月）

○
（月・木収集地区） ○

28日
（火）

○
（火・金収集地区） ○

29日
（水） × ○

30日
（木）

○
（月・木収集地区） ○

31日
（金） × ×

１　月

１日
（土） × ×

２日
（日） × ×

３日
（月） × ×

４日
（火）

○
（火・金収集地区） ○

５日
（水）

○
（燃えないごみ  全地区） ○

６日
（木）

○
（月・木収集地区） ○

▶燃えないゴミ：
　12 月 15 日（水）、令和４年１月５日（水）
▶その他：
　・人吉球磨クリーンプラザへ持ち込むときは 10kg
　　あたり 100 円の手数料が必要です。
　　※資源ゴミを除きます。

　・混雑が予想されますので分別を徹底し、早めに搬
　　入してください。※搬入時間は 8:30 ～ 17:00 です。

問  人吉球磨クリーンプラザ　☎ 0966（22）1414

保健福祉課

追加接種（３回目）準備中です
新型コロナウイルスワクチン接種
国の方針に合わせて追加接種の準備をしています。

▶対象者：２回目を接種して８カ月以上経過した人

【２回目の接種後に本町に転入した人】
▶申請対象者：追加接種を希望する人
　※本町に接種記録がないため接種券が送付できません。

▶申請先：保健福祉課
▶提出物：次のいずれかの写し
　・接種済証（接種券を使って接種を受けた人）
　・接種記録書
　　（医療従事者などの先行・優先接種対象者）
　・接種証明書（ワクチンパスポート）
　※手元にないときは２回目接種完了時点で住民票があった自治体
　　から接種済であることがわかる書類を取得してください。

保健福祉課

生ごみ処理容器（機）を買いませんか？
購入費用を補助します

生ごみを家庭で処理することで堆肥にできるだけでな
く焼却のときに出る温室効果ガスやごみの削減につな
がります。ぜひ生ごみ処理容器・処理機を購入してみ
てください。
※先着順です。本年度の補助も残りわずかです。

▶対象者：令和３年４月１日～令和４年３月 31 日ま
　でに生ごみ処理容器か処理機を購入した人
▶補助内容：

種類 補助額 その他

生ごみ処理機
（電動型）

購入価格の半額
（限度額：3万円） １世帯１台まで

生ごみ処理容器
（コンポスト）

購入価格の半額
（限度額：3000円） １世帯２個まで

※補助は５年間で１回利用できます。
※補助額は 100 円未満切り捨てです。

▶申請方法：生ごみ処理容器か処理機を購入し、次の
　❶～❸を問合先に持参  ※申請書は保健福祉課にあります。

　❶領収書
　❷印鑑
　❸通帳

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：障がいを持っている人
▶募集期間：令和４年１月４日（火）～２月９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：
　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
▶入校料・授業料：無料
▶訓練期間：令和４年４月～令和５年３月
▶申込方法：ハローワークで相談
▶その他：
　通校が難しい人のために寮を設置しています
問  鹿児島障害者職業能力開発校  
　  ☎ 0996（44）2206

保健福祉課

助成あります
インフルエンザ予防接種

１　65 歳以上の人（定期接種）
▶対象：10 月までに保健福祉課へ申込書を提出した人
　※予診票を送付しています。申し込みした医療機関へ予約し、接
　　種してください。

▶実施期間：12 月 28 日（火）まで（人吉市内・球磨郡内）
　※人吉市内医療機関は 11 月 30 日（火）までお知らせしていまし
　　たが、延長されました。

２　生後６カ月～満 18 歳の人（任意接種）
※既婚者や就労者を除きます。

▶予約：直接医療機関へ予約
▶申請方法：接種後、領収書、母子健康手帳、印鑑、
　通帳のコピーを持って保健福祉課に申請
▶費用：接種時に全額を支払ってから申請。１回につ
　き費用から 1000 円を引いた額を振り込みます
▶助成期限：令和４年３月 31 日（木）

保健福祉課

無料の消費生活なんでも相談

▶日時：12 月 21 日（火）　10:00 ～ 15:00
▶場所：人吉市消費生活センター
▶相談員：弁護士、司法書士、社会福祉協議会、
　臨床心理士、行政相談委員、ハローワークなど
▶相談内容（例）：
　相続、借金問題、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
　・予約不要ですが、予約があれば優先します
問  人吉市消費生活センター  ☎ 0966（22）2111
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税務町民課

12 月の入金はお早めに
町税・使用料の納期限
▶対象：
　・固定資産税（3 期）　　・国民健康保険税（7 期）
　・後期高齢者医療保険料（6 期）
　・介護保険料（5 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：12 月 20 日（月）
　※残高不足に注意してください。

▶納期限：12 月 27 日（月）
　※ 12 月は納期限・口座振替日が通常より早くなっています。

問  税務町民課：固定資産税、国民健康保険税、
　　　　　　　  後期高齢者医療保険料、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

教育課

入学準備金の貸付けがあります

くわしくは教育課にお尋ねください。

▶対象者：❶～❺のすべてに当てはまる保護者
　❶本町に１年以上住んでいる
　❷高等学校や大学などの学校に入学する子どもがいる
　❸町税などの滞納がない
　❹入学準備金が支払えない
　❺連帯保証人が１人以上いる
▶貸付利子：無利子
▶貸付金額など：貸付けの翌日から 2 カ月後の日から
　返済開始

種類 貸付金額 返済期間

高校など 10万円以内 12カ月以内

大学など 50万円以内

24カ月以内
（10万～ 30万円以内）

36カ月以内
（30万～ 50万円以内）

▶提出書類：次の書類を教育課に提出
　・入学準備金貸付申請書　※教育課にあります。

　・連帯保証人の住民票
▶申込期限：１回目…令和４年 2 月４日（金）
　　　　　　２回目…令和４年 3 月４日（金）
▶貸付決定時期：１回目…令和４年 3 月上旬
　　　　　　　　２回目…令和４年 4 月上旬

教育課

1/4（火）第 72 回成人式・記念植樹

▶日時：令和４年 1 月 4 日（火）　　10：00 ～
　※雨のときは植樹作業は中止します。

▶場所：湯前町中央公民館
　　　　（雨天時）農村環境改善センター
▶対象者：
　・平成 13 年 4 月 2 日～平成 14 年 4 月 1 日の間
　　に本町で生まれた人
　・平成 13 年 4 月 2 日～平成 14 年 4 月 1 日の間
　　に生まれ、本町に住んでいる人（令和３年 11 月 1 日現在）

▶服装：植樹作業をできる人は動きやすい服装・靴
　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため式典・植林は縮小し、
　　式典の中で記念植樹をします。

▶駐車場：湯前町中央公民館駐車場
▶その他：新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　事前に体調を確認しマスク着用で参加してください

農林振興課

鳥インフルエンザに注意

鹿児島県でウイルスが検出されました。７年前には球
磨郡内でも発生しています。渡り鳥によりウイルスが
持ち込まれる可能性が高く、いろいろな種類の鳥に感
染します。鳥インフルエンザを疑う死がいを見つけた
ときは農林振興課までご連絡ください。

▶注意：
　・飼っている鳥を野鳥に接触させない
　・野鳥の糞などで水やエサが汚れないようにする
　・日常の正しい衛生管理を心がける

税務町民課

郵送先が変更されています
人吉税務署
税務署に申告書や申請書などを郵送するときは熊本国
税局業務センター宛で郵送してください。

▶宛先：熊本国税局業務センター
　〒 862-8721
　熊本市東区東町３丁目２番 53 号  熊本東税務署内
▶その他：
　・センターへ直接持っていくことはやめてください
　・e-Tax での提出は人吉税務署へお願いします
問  人吉税務署　☎ 0966（23）2311

総務課

コードとプラグを正しく使いましょう

使い方によっては火災や漏電の原因になります。正し
く使いましょう。

▶注意すること：
　・束ねたコードをまっすぐ伸ばして使う
　・コンセントとプラグの間のホコリをふき取る
　・コードをまっすぐ差し込む
　・壊れたプラグを新品に取り替える

企画観光課

花いっぱい運動を支援
春まき・春植えの花

「花いっぱい運動」に取り組む団体に花の種子・球根・
苗を交付します。みんなで町を花いっぱいにしませんか。

▶花いっぱい運動とは：
　花を植えることで町の景観を良くする運動
▶対象団体：❶、❷に当てはまる※地域住民団体
　❶ボランティアで花いっぱい運動を行う
　❷公共施設地（道路、公園、公民館、学校など）に
　　花を植える
　　※老人会、婦人会、子ども会、PTA、任意の住民グループなど

▶申し込み：申請書を企画観光課に提出
　※申請書は企画観光課にあります。

▶申込期限：令和４年１月７日（金）
問  ❶くまもと緑・景観協働機構  事務局
　  ☎ 096（333）2522
　  メール：info-01@info.kumamoto-midori.com
　  ❷企画観光課

保健福祉課

子ども食堂を支援します
熊本県子ども食堂等応援事業

県では子ども食堂の開設や運営の課題解決などを支援
しています。子ども食堂を応援したい人の申し出も受
け付けています。くわしくは問合先に確認してください。

▶対象者：子ども食堂の新規開設を考えている人で、
　次の支援を希望している人
　・相談支援、広報活動、アドバイザー派遣、
　　講習会の開催、支援者とのマッチングなど
問  社会福祉法人  熊本県ひとり親家庭福祉協議会
　  ☎ 096（331）6735
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◆健康相談・健康教室（12/１～ 20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

１日
（水）  田上区お口の健康教室 13:30 ～ 田上公民分館

２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

３日
（金）

 特設人権相談 ９:00 ～ 12:00 湯前町保健センター

 野中田１区お口の健康教室 13:30 ～ 野中田１区公民分館

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

 金色の会（男性料理教室） 10:00 ～ 〃
　〇エプロン　〇三角きん
　○200円

７日
（火）  瀬戸口区お口の健康教室 13:30 ～ 瀬戸口公民分館

13日
（月）  野中田２区健康相談 13:30 ～ 野中田２区公民分館

14日
（火）  瀬戸口区健康相談 13:30 ～ 瀬戸口公民分館

16日
（木）  上村区お口の健康教室 13:30 ～ 上村公民分館

20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

 植木区お口の健康教室 13:30 ～ 植木公民分館

※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（12/１～ 20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

２日
（木）

 ３カ月児健診
 ▶R３年８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５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

８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）（12/１～ 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

田上・馬場地区で交通規制します

上水道工事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・馬場地区
▶規制：全面交通止め
▶期間：令和４年３月 18 日（金）まで
　※実際の交通規制は予告看板で確認してください。

▶時間：９:00 ～ 17:00
　※夜間・休日は解放します。

▶施工業者：
　１工区…㈲グリーンテック　☎ 0966（43）2225
　２工区…㈲三清建設工業　☎ 0966（43）2773
　３工区…㈱イワオ建設　☎ 0966（42）2583
　４工区…㈲ふじもと　☎ 0966（43）3745

田上詰所　　　　　　交通止箇所

４工区

２工区

１工区

３工区

JA コメ倉庫

建設水道課（水道係）

山ノ口公民分館
４工区

２工区

町道向田上辻線
（旧ふるさと農道）

湯前木材第２土場
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人　口 /3700人　
男 /1730人　女 /1970人
世帯数 /1565戸
※ 10/31 現在

◆休日当番医と当番薬局（12/１～ 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

横山医院 42-2132

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

相良
緒方医院 35-0131

くま薬局 35-1300

人吉

愛生記念病院 22-6878

吉村皮ふ科医院 22-7555

にのまち薬局 23-6933

ミユキ薬局インター店 22-7472

12 日
（日）

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

やまむら小児科・内科 45-0005

くるみ薬局 49-9630

エスエス堂きりん本町薬局 45-6330

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

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

19 日
（日）

あさぎり

増田耳鼻咽頭科クリニック 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

あいだ診療所 25-1651

愛甲産婦人科麻酔科医院 22-4020

増田クリニック小児科 22-3570

五日町薬局 23-6228

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）（12/１～ 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）  多良木町役場（町民相談室） ９:00 ～

17:00

６日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～

17:00

８日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～

17:00

13日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～

17:00

15日
（水）  多良木町役場（町民相談室） ９:00 ～

17:00

20日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～

17:00

※日程が変更となることがあります。


