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【暮らしの情報をあなたに届ける情報誌】

５/13
市外（内）    0966（43）
役場 ☎ 4111　   B&G海洋センター ☎ 4555
保健センター ☎ 4112　中央公民館  ☎ 2050　

梅雨の季節になります。災害に備え、「ゆのまえ防災マップ」の確認を

令和４年

教育課

６/１（水）B&G海洋センタープールオープン

泳ぐことはもちろん、水中での歩行や運動は体への負
担が少ないため健康づくりに最適です。友人や家族と
利用してみませんか。

▶期間：６月１日（水）～９月 19 日（月・祝）
　※７月 17 日（日）は郡民体育祭のため一時閉館。

▶場所：B&G 海洋センタープール
▶料金：中学生以下　午前・昼：   50 円　夜：100 円
　　　　高校生以上　     〃   ：100 円　〃：210 円
▶注意：
　・水泳キャップを必ず使用してください
　・閉館の 15 分前までにプールから上がってください
　・中学生以下の夜間使用は必ず保護者同伴です

▶時間：
６月１日（水）～７月 18 日（月・祝）・９月

午前 閉館

昼 13:00 ～ 17:00

夜 18:00 ～ 21:00
※７月 18 日と９月 19 日は月曜日ですが祝日のため「昼の部」のみ
　開館します。

７月 19 日（火）～８月 31 日（水）

午前 10:00 ～ 12:00

昼 13:00 ～ 17:00

夜 18:00 ～ 21:00

※毎週月曜日は休館日。夏休みは月曜日（休館日）でも「昼の部」は開
　館します。
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保健福祉課

手話通訳士の試験があります
手話通訳技能認定試験
▶対象者：20 歳以上の人
　※令和５年３月 31 日時点。

▶試験日：学科試験…７月 24 日（日）
　　　　　実技試験…10 月２日（日）
▶試験場所：くまもと県民交流館パレア
▶受験手数料：２万 2000 円
▶募集期限：５月 31 日（火）
▶申込方法：受験申込書を問合先に郵送
問  社会福祉法人聴力障害者情報文化センター
　  ☎ 03（6833）5003  FAX:03（6833）5000

ホームページ

保健福祉課

夜間に電話相談できます
熊本県夜間安心医療電話相談
夜間の急な病気やケガの電話相談を受け付け、医療機
関受診の必要性や応急手当の方法などを助言し、必要
に応じて対応可能な医療機関の情報を提供します。

▶対象者：県内在住で 15 歳以上の人
▶日時：19:00 ～翌８:00
▶相談方法：
　❶ #7400
　❷☎ 03（6730）5996　※ダイヤル回線、IP 電話、光電話。

▶相談員：看護師・医師
▶料金：相談は無料、通話料は有料
▶その他：
　15 歳未満は子ども医療電話相談（#8000）を利用
問  熊本県医療政策課  医療連携班  担当  東
　  ☎ 096（333）2246

資格を取ってみませんか
熊本県母子家庭等就業・自立支援センター

保健福祉課

働くために資格を取得したい人向けの講習会が開催されます。くわしくは問合先にお尋ねください。

▶対象：ひとり親家庭の親・子ども・寡婦で講習会の全日程に出席できる人
▶内容・日時・場所・定員・申込期限：

内　容 日　時 場　所 定　員 申込期限

介護福祉士実務者研修
介護福祉士受験対策

６月 15 日（水）～ 11 月 30 日（水） 小川公民館（宇城市小川町）

各 20 人

５月 25 日（水）

医療事務講座
８月 20 日（土）～ 10 月 29 日（土）

令和５年１月８日（日）～３月 12 日（日）
玉名文化センター（玉名市繁根木）
桜十字ホール八代（八代市新町）

８月 10 日（水）
12 月 18 日（日）

医療品登録販売者受験対策 ８月 20 日（土）～ 11 月 26 日（土）
熊本市男女共同参画センター
はあもにぃ（熊本市中央区）

８月 10 日（水）

Word ３級+Excel ３級 ９月１日（木）～ 11 月 25 日（金）

オンライン講座 各 15 人

８月 10 日（水）

Excel ３級 +Excel ２級 12 月６日（火）～令和５年３月 10 日（金） 11 月 15 日（火）

簿記３級 12 月４日（日）～令和５年２月 19 日（日） 11 月 13 日（日）

電子会計 令和５年３月５日（日）～ 27 日（月）
令和５年

２月 12 日（日）

▶受講料：無料　※テキスト代、検定料は自己負担。

▶申込方法：申込書を保健センターに提出。  ※申込書は保健センターにあります。

問  ❶熊本県母子家庭等就業・自立支援センター　☎ 0966（43）4117
　  ❷保健福祉課  福祉係（保健センター内）

保健福祉課

地域猫活動を支援します

県では地域環境の改善や飼い主のいない猫問題への対
策として「地域猫活動」を推進し、活動の一部を補助し
ています。くわしくは問合先にお尋ねください。
※地域猫…特定の飼い主がなく、地域の住民がルールを作って共同

　管理する猫。

▶活動内容：地域猫の管理、啓発、会合、講習会など
▶上限額：30 万円　※事業所１カ所につき。

▶申込方法：問合先へ申し込む
▶申込期限：６月 17 日（金）
問  人吉保健所  環境衛生課  ☎ 0966（22）3108

保健福祉課

猫の避妊去勢手術の補助あります

県では飼い主のいない猫への避妊去勢手術にかかる費
用の一部を補助しています。くわしくは問合先にお尋
ねください。

▶上限額：オス１匹 5000 円、メス１匹 1 万円
▶申込方法：問合先へ事前に申し込む
▶申込期限：令和５年２月 28 日（火）
問  人吉保健所  環境衛生課  ☎ 0966（22）3108

保健福祉課

無料の悩みごと相談

▶日時：６月１日（水）　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）

議会の一般質問映像公開中

議会事務局

本会議の一般質問を動画配信サイト「Y
ユーチューブ
ouTube」で生

配信・録画配信しています。町をより良くするための
議会と町執行部の議論を公開中です。
※録画配信映像は議会定例会終了後、2 ～ 3 週間以内に公開します。

▶検索方法：次のいずれか
　❶インターネットで「湯前町議会  一般質問」と検索
　❷下の QR コードを読み取る
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税務町民課

５月 31日（火）までに納めましょう
軽自動車税（種別割）

４月１日現在の納税義務者に町から納付書を発送しま
す。納期限までに納めてください。

▶納期限：５月 31 日（火）　
▶納付場所：役場会計室・指定金融機関
▶年税額：
　※三輪以上の車種は新規検査を受けた年度や環境性能などで年税
　　額が変化します。

　❶原動機付自転車・小型特殊自動車など

　❷三輪・四輪以上

　・旧税率…初度検査年月が平成 21 年４月１日から
　　　　　　平成 27 年３月 31 日
　　※初度検査年月とは初めて車両番号の指定を受けた年月のこと
　　で自動車検査証で確認できます。

　・新税率…初度検査年月が平成 27 年４月１日以後
　・重課税率…初度検査年月が平成21年３月31日以前
　　※電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハ
　　　イブリッドの軽自動車、被けん引自動車は対象外。

　❸グリーン化特例対象車
　　※特例対象…初度検査年月が令和３年４月１日以降で一定の環
　　　境性能がある車（初回新規登録の翌年度のみ）

　・軽減税率Ａ…電気、天然ガス軽自動車
　　※平成 21 年排ガス規制 10％以上低減か平成 30 年排ガス規制適合

　・軽減税率Ｂ…次の１と２にあてはまる車
　　　乗用：１  平成 17 年排ガス規制 75％低減か
　　　　　　　  平成 30 年排ガス規制 50％低減
　　　　　　２  令和２年度燃費基準 +30％達成
　　　貨物：１  平成 17 年排ガス規制 75％低減か
　　　　　　　  平成 30 年排ガス規制 50％低減
　　　　　　２  平成 27 年度燃費基準 +35％達成
　・軽減税率Ｃ…次の１と２にあてはまる車
　　　乗用：１  平成 17 年排ガス規制 75％低減か
　　　　　　　  平成 30 年排ガス規制 50％低減
　　　　　　２  令和２年度燃費基準 +10％達成
　　　貨物：１  平成 17 年排ガス規制 75％低減か
　　　　　　　  平成 30 年排ガス規制 50％低減
　　　　　　２  平成 27 年度燃費基準 +15％達成
　　※燃費基準の達成状況は自動車検査証の備考欄で確認できます

▶その他：
　自動車税（種別割）も忘れずに納めてください

車種 年税額

原動機付
自転車

50㏄以下
2000円

90㏄以下

125㏄以下 2400円

ミニカー 3700円

車種 年税額

小型特殊
農耕用 2400円

その他 5900円

小型二輪 6000円

軽二輪 3600円

車種 旧税率 新税率 重課税率

三輪 3100 円 3900 円 4600 円

四輪
以上

乗用
営業用 5500 円 6900 円 8200 円

自家用 7200 円 1 万 800 円 1 万 2900 円

貨物
営業用 3000 円 3800 円 4500 円

自家用 4000 円 5000 円 6000 円

車種 軽減税率 A 軽減税率 B 軽減税率 C

三輪 1000 円 2000 円 3000 円

四輪
以上

乗用
営業用 1800 円 3500 円 5200 円

自家用 2700 円 5400 円 8100 円

貨物
営業用 1000 円 1900 円 2900 円

自家用 1300 円 2500 円 3800 円

税務町民課

申請はお早めに
軽自動車税（種別割）の減免

▶対象：
　※障がいの程度によっては対象にならないこともあります。別表
　　で確認してください。

障がいの区分 所有者 運転者 使用目的 障がい
の程度

身体
（18 歳以上） 本人 本人 条件なし

別表

同居家族

通学・通院・
通所・生業

身体
（18 歳未満）

同居
家族

同居
家族

身体
（障がい者のみ世帯） 本人

常時
介護者

戦傷病者 本人 本人 条件なし 税務町
民課へ同居家族

通学・通院・
通所・生業

知的
本人

同居家族
本人

同居家族

A1
A2

精神 １級

▶申請方法：次のものを窓口に持参
　・「身体障害者」「戦傷病者」「療育」「精神障害者保
　　健福祉」手帳
　・運転免許証
　・軽自動車車検証
　・軽自動車税納付書
　・マイナンバーがわかるもの
　　※障がいに合わせた構造の車は写真か実物を見て確認します。

▶申請期限：５月 30 日（月）
▶その他：
　・申請は毎年必要
　・リース車は納税義務者で判断
　・障がいを持つ人１人につき、軽自動車や他の自動
　　車合わせて１台のみ減免可能
　　※障がいに合わせた構造の車は台数制限ありません。

障がいのある人などが所有する軽自動車や障がいのあ
る人のために使用する軽自動車は税の減免を受けられ
ます。対象の人は納税前に申請してください。

▶別表　身体障害者手帳
　※手帳に書いてある障がい名が２つ以上のときはそれぞれの等級
　　について認定されますのであてはまらないときもあります。

障がいの区分
障がいの程度

本人が運転 同居家族や
介護者が運転

視覚 １～３級、４級の１

聴覚 ２級、３級

平衡機能 ３級

音声機能 ３級
（喉頭摘出のみ） なし

上肢不自由 １級・２級の１、2 級の２

下肢不自由 １級～６級 １級～３級

体幹不自由 １級～３級、５級 １級～３級

乳幼児期以前の
非進行性脳病変
による運動機能

上肢
機能

１級・２級
（１上肢のみは除く）

移動
機能 １級～６級 １級～３級

（１下肢のみは除く）
心臓・腎臓・呼吸器・

ぼうこう・直腸・小腸機能 １級・３級

肝臓機能
１級～３級

ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫機能税務町民課

５月 31日（火）までに納めましょう
自動車税（種別割）

▶納期限：５月 31 日（火）　
▶納付場所：指定金融機関・コンビニエンスストア・
　県内の各広域本部・各地域振興局・自動車税事務所

▶その他：インターネットを利用したクレジットカー
　ドでの納付やスマートフォンからの納付もできます
問  ❶熊本県県南広域本部収納課  ☎ 0965（33）2184
　  ❷熊本県自動車税事務所  ☎ 096（368）4020

４月１日現在で自動車を持っている人に県から納付書が発送されます。納期限までに納めてください。 農林振興課

正しい処理を
麦わらの焼却処理防止と有効活用

　５月下旬から麦類の収穫時期に入ります。その収穫残さであるむぎわらは貴重な有機物資源で有効利用されると
ともに、焼却処理をしたときに近隣住民への煙害などが発生します。正しい処理をお願いします。
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企画観光課

空き家のリフォーム補助の追加募集をします

　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）

【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人
　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：事業採択申請書を企画観光課に提出
　※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：６月 10 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です
　・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

空き家をリフォームしたり空き家を解体して新築する
など本町に住み続けたいと考える人のための応援事業
があります。

【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人
　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
　　※災害で被災し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）

【空き家解体補助】
▶補助要件：❶～❻のすべてに当てはまる人
　❶町内の空き家を解体し、そこに住宅を建設して
　　５年以上住む意思がある
　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

企画観光課

説明会を開催します
商工業者向け・商品券事業関係

商工業者向け・商品券事業関係の説明会を行います。
事業所のみなさん、ぜひご参加ください。

▶場所：保健センター  集団検診室

▶日時：６月７日（火）
　14:00 ～  商工業者向けコロナ支援事業
　14:30 ～  くらし応援券登録事業者
　15:00 ～  もっともっとおいしか券登録事業者

▶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 2800 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：６月中旬予定

▶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：５月 31 日（火）  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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◆年金相談（予約制）（５/13～６/５）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123

日 場　所 時　間

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

23日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～

17:00

25日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～

17:00

30日
（月）  人吉市東西コミュニティセンター ９:30 ～

17:00

６　月

１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

24日
（火）

 若者サポートステーション
 湯前出張相談会

湯前駅
レールウイング内
展示体験販売施設

13:30 ～
16:30

◆就労支援相談（予約制）（５/13～６/５）
※コロナの影響で場所変更・中止となることがあります。
※若者サポートステーションやつしろ　☎ 0965（37）8739

税務町民課

税務町民課に予約が必要です
マイナンバーカード休日交付・電子証明書更新
▶日時：５月 29 日（日）   ９:00 ～ 12:00
　※予約状況によって延長します。

【マイナンバーカード休日交付】
▶対象者：
　申請後マイナンバーカードを受け取っていない人
▶場所：税務町民課窓口
▶準備物：
　・ハガキ（個人番号カード交付・電子証明書発行通
　　知書兼照会書）
　・本人確認書類（上のハガキに書いてあります）
　・通知カード

【電子証明書更新】
▶対象者：電子証明書の有効期限が切れている人か有
　効期限まで３カ月以内で更新を希望する人
　※有効期限…発行日から５回目の誕生日まで。期限の３カ月前か
　　ら更新できます。

▶申請：パスワード（６桁以上の英数字と４桁の数字）
　を確認して税務町民課で申請
▶その他：４月１日現在の本町の交付率は40.6%、
　県内は42.4%、全国では43.3% です

◆検診（５/13～６/５）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

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 　

25日
（水）

 幼児歯科健診
 ▶H28年４、５、９、10月生
 ▶H29年10、11月生
 ▶H30年４、５月生
 ▶H31年２、３月生
 ▶R２年２、３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

６　月

２日
（木）

 ６カ月児健診
 ▶R３年11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

※日程が変更となることがあります。

◆健康相談・健康教室（５/13～６/５）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

16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

 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

23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

25日
（水）  上里３区いきいき健康教室 10:00 ～ 上里３区公民分館

26日
（木）

 １歳児育児相談
 ▶R３年４～６月生

９:30 ～ 湯前町保健センター
　〇母子手帳　
　〇問診票

 中里２区いきいき健康教室 10:00 ～ 中里２区公民分館

27日
（金）  浅鹿野区いきいき健康教室 13:30 ～ 浅鹿野公民分館

30日
（月）  下里区いきいき健康教室 10:00 ～ 下里公民分館

６　月

３日
（金）  下城区いきいき健康教室 10:00 ～ 下城公民分館

※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。税務町民課

５月の町税・使用料の納期限

▶対象：
　・軽自動車税（全期）　　
　・水道使用料　　　　　・下水道使用料
　・住宅使用料　　　　　・保育料
　・湯前町奨学金返還金　・インターネット使用料
▶口座振替日：５月 25 日（水）
　※残高不足に注意してください。

▶納期限：５月 31 日（火）
問  税務町民課：軽自動車税
　  建設水道課：水道、下水道、住宅使用料
　  保健福祉課：保育料
　  教育課　　：湯前町奨学金返還金
　  総務課　　：インターネット使用料
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人　口 /3662人　
男 /1716人　女 /1946人
世帯数 /1558戸
※ 4/30 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

◆休日当番医と当番薬局（５/13～６/５）
※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

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

22 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

くるみ薬局 49-9630

人吉

愛生記念病院 22-6878

とやまクリニック
胃腸科・肛門科 28-3375

たかはし小児科内科医院 24-2222

にのまち薬局 23-6933

ぎんなん薬局 28-3335

たんぽぽ薬局 23-6170

29 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

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

29 日
（日）

あさぎり

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

ひとよし内科 24-1211

豊永耳鼻咽喉科医院 22-2031

クスノキ薬局御薬園店 32-9183

ココ薬局 22-7995

６　月

５日
（日）

あさぎり

東病院 45-5711

岩井クリニック 49-2181

岡原けんこう堂薬局 45-6023

きりん薬局岡原店 45-1280

おかざき薬局 49-2905

人吉

浜田醫院 22-3415

人吉皮膚科医院 22-6211

人吉医療センター小児科 22-2191

人吉けんこう堂薬局 22-1020

高階誠心堂薬局西間店 22-7880

さくら調剤薬局
医療センター前店 32-9657


