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税務町民課

町税はまとめて納付できます

本年度の町県民税・固定資産税の年間分をまとめて納
付したい人は税務町民課町民税係に申し出ください。
※昨年度に口座振替で一括納付した人は申し出の必要はありません。

▶期限：
　町県民税…５月 31 日（火）
　固定資産税 / 国民健康保険税 / 介護保険料 /
　後期高齢者医療保険料…６月 30 日（木）
▶その他：
　国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険
　料は納付書で一括納付ができますが、口座振替は毎
　月しかできません

企画観光課

湯前駅に電話が開設されました
くま川鉄道

▶電話番号：0966（43）2272
　※駅員が駐在する時間のみ。

▶駅員駐在期間：４～７月の土・日、５月４日（水・祝）
　※くわしくはくま川鉄道のホームページで確認してください

▶営業時間：９:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:30
問  くま川鉄道  ☎ 0966（23）5011
　  HP…https://www.kumagawa-rail.com/
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農林振興課

営農計画書の提出を

対象者に本年度の営農計画書と経営所得安定対策など
の関係書類を送付しています。提出がまだの人はすぐ
に農林振興課に提出してください。

▶対象者：
　町内に水田を持っているか借りて耕作している人
▶その他：
　営農計画書は交付金の基礎資料となり、本町の水稲
　生産状況の確認にも必要な書類です

保健福祉課

ゴールデンウィークのゴミ収集日程

▶日程：

日　時 町内収集 クリーンプラザへの持ち込み

29日（金） ○通常 ×なし

30日（土） ×なし ×なし

５　月

１日（日） ×なし ×なし

２日（月） ○通常 ○通常

３日（火）

×なし ×なし４日（水）

５日（木）

　※５月６日以降はすべて通常どおりとなります。

▶５月の不燃物の町内収集：５月 18 日（水）のみ

保健福祉課

福祉活動や社会貢献しませんか
成年後見人養成講座
▶対象：
　❶基礎編
　　・球磨人吉に住んでいる人
　　・成年後見制度と社会貢献に理解と意欲があり
　　　健康な人
　❷実践編…基礎編を修了した人
▶日時：基礎編…５月 14 日（土）、15 日（日）
　　　　実践編…５月 21 日（土）、22 日（日）
▶場所：中小企業大学校人吉校
▶定員：基礎編…21 人
▶料金：無料
▶申込方法：受講申込書を湯前町社会福祉協議会か
　人吉市社会福祉協議会に提出
　※申込書は保健センターと湯前町社会福祉協議会にあります。

▶申込期限：
　基礎編…５月 10 日（火）
　実践編…５月 20 日（金）
問  人吉球磨成年後見センター（人吉市社会福祉協議会内）
　  ☎ 0966（24）8800  FAX：0966（25）1117

税務町民課

相続登記は済んでいますか？

自分の権利を大切にするため、次世代の子どもたちの
ために未来につなぐ相続登記をしませんか。

▶手続きをしないと：
　❶相続登記をしていない間に相続が発生すると相続
　　人の数が増え、登記手続きや費用の負担が増える
　❷土地・建物の売却や担保に入れたいときに時間が
　　かかり、すぐに手続きができないことがある
　❸実際の所有者が分からないと災害復旧や防災のた
　　めの工事ができないなど社会問題の原因となる
▶その他：
　財産を家族へ託す遺言書を法務局で保管する制度も
　あります。くわしくは問合先にお尋ねください。
問  熊本地方法務局人吉支局  ☎ 0966（22）3393

総務課（選挙管理委員会）

選挙の立会人を募集

申請者は名簿に登録し、優先的に投票立会人として選
任します。投票管理者がいますので、選挙にくわしく
ない人でも問題ありません。

▶業務内容：投票所で投票事務に立ち会う
▶応募資格：本町の選挙人名簿に登載され、選挙権がある
▶応募方法：投票立会人申込書を総務課に提出
　※申込書は町ホームページでダウンロードか総務課にあります。

▶応募期限：なし（随時募集中）
▶その他：応募者と調整し、後日通知
▶立会時間、場所、報酬：

立会時間 場　所 報　酬

期日前 ８:30 ～ 20:00
湯前町

保健センター
9600 円

当日 ７:00 ～ 18:00
第１～第４

投票所
１万 900 円

※源泉徴収後の金額をお渡しします。

総務課

放送とサイレンが鳴ります
市房ダム洪水対応演習

梅雨時期を前に洪水対応演習が実施される予定です。

▶日時：５月 10 日（火）、11 日（水）  ９:00 ～ 17:00
▶内容：
　５月 10 日（火）のみ放送とサイレンが鳴る予定
▶その他：
　当日の天候次第で演習を中止することがあります

保健福祉課

若者の性暴力被害をなくしましょう

10 代、20 代の若年層を狙った性犯罪や性暴力は重
大な人権侵害です。若年層が性暴力の加害者、被害者、
傍観者にならないように、社会全体で性暴力をなくし
ていきましょう。不安があるときは問合先に相談しま
しょう。

▶注意すること：
　・令和４年４月１日から法律で成年年齢が 18 歳に
　　引き下げられました。18 歳になると一人で契約
　　ができ、未成年を理由とした契約の取り消しが
　　できません
　・AV 出演強要や JK ビジネス問題など若年層の性
　　暴力被害が増えています。一人で決めずに相談し
　　て被害がでないようにしましょう
問  ❶ワンストップ支援センター  ☎ #8891
　  ❷ SNS 相談「C

キュア
ure t

タイム
ime」

　  ❸性犯罪被害相談電話（警察）  ☎ #8103
　  ❹警察相談専門電話（警察）  ☎ #9110
　  ❺女性の人権ホットライン（法務局・地方法務局）
　  　☎ 0570（070）810

ワンストップ支援センター

SNS 相談「Cure time」
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教育課

第 57回　春季球技大会

くわしくは分館長・体育部長に配布している要項を見てください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため中止か、ふるさと選手が参加できないこともあります。

▶日時：５月 22 日（日）  ８:30 開会
▶種目、会場、参加資格：※ふるさと選手（本町出身者）は本町に住民登録がなくても登録、出場はできます。

種　目 大　会　会　場 参　加　資　格

バドミントン 小・中学校体育館 高校生以下は出場不可

ビーチボールバレー B&G 海洋センター体育館 高校生以下は出場不可

ティーボール 中学校グラウンド（開会式会場）
小学校グラウンド 小学４年生以上

グラウンドゴルフ 町民グラウンド 町内在住

▶練習日程：19:00 ～ 22:00

日
中学校

（ビーチボールバレー）
B&G海洋センター

（ビーチボールバレー、バドミントン）
小学校

（バドミントン）

９日（月） 自由練習 － 浜川、下城、古城
馬場、瀬戸口、上里１

10 日（火） 自由練習 － 浅鹿野、上・中猪、野中田１
上里２、上里３、上染田

11 日（水） 浜川、下城、古城
馬場、瀬戸口、上里１ － 野中田２、野中田３、田上

下染田、中里１、中里２

12 日（木） 浅鹿野、上・中猪、野中田１
上里２、上里３、上染田 － 上村、下村、下里、植木

13 日（金） 野中田２、野中田３、田上
下染田、中里１、中里２ 自由練習 浜川、下城、古城

馬場、瀬戸口、上里１

14 日（土）
自由練習 自由練習 自由練習

15 日（日）

16日（月） 上村、下村、浜川
下里、植木、馬場 － 浅鹿野、上・中猪、野中田１

上里２、上里３、上染田

17 日（火） 下城、古城、浅鹿野
瀬戸口、上里１、上里２ － 野中田２、野中田３、田上

下染田、中里１、中里２

18 日（水） 上・中猪、野中田１、野中田２
上里３、上染田、下染田 － －

19 日（木） 野中田３、田上
中里１、中里２ － －

20 日（金） 上村、下村、下里、植木 自由練習 上村、下村、下里、植木

21 日（土） 自由練習 自由練習 自由練習

▶その他：天候不良による変更は当日 7:00 ごろに防災無線で放送予定

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

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者
を支援します。前回申請した人も対象になる事業があ
ります。くわしくは説明会で話します。ぜひご参加く
ださい。

▶説明会日時：６月７日（火）  14:00 ～
▶場所：保健センター  集団検診室

（１））  商工業経営持続化支援金
※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んで
　　いる
　・令和４年１月～６月の売上合計が平成 31 年（令
　　和元年）～令和３年同月の売上合計と比べて 10%
　　以上減少し、平成 31 年（令和元年）～令和３年同
　　月比で売上げが 15% 以上減少した
　・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
▶支援額：2019 年～ 2021 年同月比の売上減少額（税
　抜）の３分の１

▶上限額：

法人 個人事業者

15% 以上～
30% 未満 15 万円 ７万 5000 円

30% 以上～
50% 未満 25 万円 12 万 5000 円

50% 以上 50 万円 25 万円

▶申請期間：
　７月１日（金）～８月 31 日（水）

（２）  感染防止設備等導入補助金
▶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
　・暴力団でない
　・町税などの滞納がない
　・同様の補助金などを受給していない
▶対象経費：４月１日（金）から９月 30 日（金）までに
　支出した経費（税抜）
▶上限額：12 万円　※申請は１回のみ。

▶申請期限：10 月 31 日（月）

企画観光課

登録事業者を募集します
商品券事業関係

くわしくは説明会で話します。事業所のみなさん、ぜ
ひご参加ください。

▶条件：次のすべてに当てはまること
　❶ゆのまえくらし応援券
　　・町内で事業を営んでいる
　　・新型コロナウイルス感染防止対策を行っている
　　・暴力団でない
　　・町税などの滞納がない
　❷ゆのまえもっともっとおいしか券
　　・納税所在地と本店が町内にある飲食店か食品を
　　　扱う小売店を営んでいる

　　・新型コロナウイルス感染防止対策を行っている
　　・暴力団でない
　　・町税などの滞納がない
▶申込方法：申込書を企画観光課に提出
　※申込書は町ホームページでダウンロードか企画観光課にあります。

▶申込期限：５月 18 日（水）
　※くらし応援券は本町商工会会員事務所の登録は不要です。

▶券使用期間：７月１日（金）～９月 30 日（金）
▶説明会日時：６月７日（火）
　❶ゆのまえくらし応援券　　　　　  14:30 ～
　❷ゆのまえもっともっとおいしか券  15:00 ～
▶場所：保健センター  集団検診室
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◆休日当番医と当番薬局（４/28～５/20）
※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

29 日
（金）

あさぎり
こんどう整形外科 45-6555

きりん薬局免田店 49-9120

錦
高田内科医院 38-3677

高階誠心堂錦調剤薬局 38-4940

球磨 球磨村診療所 32-0377

人吉

球磨病院 22-3121

たかみや医院 24-5611

人吉医療センター小児科 22-2191

あおい調剤薬局 32-7677

きりん薬局西間店 24-6336

さくら調剤薬局
医療センター前店 32-9657

５　月

１日
（日）

錦
田中医院（錦） 38-0061

にしき歯科医院 38-3886

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 23-2096

増田クリニック小児科 22-3570

高階誠心堂薬局本店 22-4633

高階誠心堂薬局いずみだ店 22-6550

五日町薬局 23-6228

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

３日
（火）

湯前
そのだ医院 43-2063

犬童薬局 43-3903

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

錦
酒瀬川内科 38-0050

つばめ薬局 25-2500

人吉

あいだ診療所 25-1651

愛甲産婦人科麻酔科医院 22-4020

まえだ薬局 23-2987

４日
（水）

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

伊津野医院 22-3066

掛井眼科医院 22-3383

たかはし小児科内科医院 24-2222

みずき薬局 24-6971

高階誠心堂薬局本店 22-4633

たんぽぽ薬局 23-6170

５日
（木）

多良木
渡辺医院 42-2541

高階誠心堂薬局たらぎ店 42-1117

あさぎり
やまむら小児科・内科 45-0005

エスエス堂きりん本町薬局 45-6330

錦 小川整形外科医院 38-3455

◆検診（４/28～５/20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

10日
（火）

 集団健診
 ▶中猪、野中田１、上村、
    上染田、植木

指定の時間 農村環境改善センター

　

11日
（水）

 集団健診
 ▶浜川、古城、野中田２、馬場、
    上里２、中里１・２、下里

　

12日
（木）

 集団健診
 ▶下城、浅鹿野、上猪、
 　野中田３、下村、上里１

　

 ６カ月児健診
 ▶R３年10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

 ３カ月児健診
 ▶R４年１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

13日
（金）

 集団健診
 ▶田上、瀬戸口、上里３、下染田

指定の時間 農村環境改善センター 　

※日程が変更となることがあります。

◆健康相談・健康教室（４/28～５/20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

28日
（木）  中里２区健康相談 10:00 ～ 中里２区公民分館

５　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

９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

16日
（月）  野中田２区健康相談 13:30 ～ 野中田２区公民分館

18日
（水）  辻いきいき健康教室 10:00 ～ 辻公民分館

19日
（木）  上村区いきいき健康教室 13:30 ～ 上村公民分館

20日
（金）  下村区いきいき健康教室 10:00 ～ 下村公民分館

※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。
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人　口 /3664人　
男 /1717人　女 /1947人
世帯数 /1553戸
※ 3/31 現在

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

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

５日
（木） 人吉

岡医院 22-3371

河野産婦人科医院 24-3838

８日
（日）

多良木
上球磨クリニック 42-5868

たらぎ調剤薬局 43-0221

錦
脳神経外科小林クリニック 38-5670

百太郎薬局 28-8123

人吉

田中医院（人吉） 24-6127

田中クリニック 22-7222

増田クリニック小児科 22-3570

高階誠心堂薬局かわらや店 24-5171

鬼木調剤薬局 22-7122

五日町薬局 23-6228

15 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

堤病院 22-0200

外山胃腸内科 22-3221

人吉医療センター小児科 22-2191

ひご薬局下林店 24-1400

まえだ薬局 23-2987

さくら調剤薬局
医療センター前店 32-9657

◆年金相談（予約制）（４/28～５/20）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123

日 場　所 時　間

２日
（月）

 人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～
17:00９日

（月）

11日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～

17:00

16日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～

17:00

18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。

日 内　容 場　所 時　間

11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

13:00 ～
16:00

◆就労支援相談（予約制）（４/28～５/20）
※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


