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学童クラブの様子です。感染対策を実施した上で活動しています。

令和４年

保健福祉課

新型コロナウイルス感染防止対策の徹底を

新型コロナウイルスの急激な感染拡大が続いていま
す。これまで以上の感染防止対策と体調管理をお願い
します。

▶基本的な感染防止対策の徹底：
　・マスクを場面に応じて適切に着用
　・こまめな手洗い、手指消毒、換気
　・症状があるときは外出せず、医療機関などに相談
▶検査受検：症状がある人は外出せず、すぐにかかり
　つけ医などの医療機関や発熱者専用ダイヤルに相
　談してください

▶会食：飲酒を伴う懇親会や大人数での飲食、長時間
　の飲食などは感染リスクが高まります。次のことは
　控えてください。
　・体調不良で参加
　・大声やマスクなしでの会話
　・深酒、長時間の飲食
　・テーブル間の移動
▶新型コロナワクチン接種の検討：５～ 11 歳の小児
　ワクチン接種、12 歳以上の１～４回目のワクチン
　接種の申し込みを随時受け付けています。
　※４回目接種は 60 歳以上、60 歳未満は基礎疾患の人、医療機
　　関や高齢者施設、障害者施設などの従事者ができます。

問  ❶発熱者専用ダイヤル  ☎ 0570（096）567
　  ❷本町ワクチン専用電話  ☎ 0966（43）4114
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保健福祉課

参加者を募集しています
戦没者遺児による慰霊友好親善事業
戦没された旧戦域を訪ね、慰霊追討を行い、同地域の
住民と有効を深めます。くわしくは日本遺族会のホー
ムページで確認してください。

▶対象：戦没者の遺児
　※実践地域（周辺の公海上で戦没された人も含む）以外の人は参加
　　できません。付き添い希望者は相談してください。

▶参加費：10 万円
　※集合場所までの往復交通費、帰国時宿泊代、渡航手続手数料は
　　含まれません。
　※参加費は燃料費の高騰、円安などの事情で値上げすることがあ
　　ります。

問  日本遺族会事務局  ☎ 03（3261）5521  

税務町民課

申請サポートを実施しています
マイナンバーカード
マイナンバーカードは申請から受け取るまで約１カ月
かかります。顔写真は職員が撮ります。この機会にぜ
ひ申請してみませんか？

【新型コロナワクチン接種会場】
▶対象者：マイナンバーカードを申請していない人で
　新型コロナワクチン接種を受けた人
▶その他：新型コロナワクチン接種を受けない人は税
　務町民課にお尋ねください

【役場での申請サポート】
▶対象者：マイナンバーカードを申請していない人
▶日時：
　平日…８:30 ～ 17:15
　休日…８月 14 日（日）  ９:00 ～ 12:00　
▶場所：税務町民課窓口
▶準備物：
　・本人確認書類（顔写真付きのものは１点、顔写真
　　がないものは２点）
　・通知カード（失くした人は不要）

税務町民課

被保険者証を郵送しました
国民健康保険・後期高齢者医療保険

８月１日以降は新しい被保険者証を使いましょう。受
け取っていない人は郵便受けを確認してください。

▶国民健康保険の人：
　・新しい被保険者証はピンク色です。
　・限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な人は
　　役場で手続きが必要です。
▶後期高齢者医療保険の人：
　・新しい被保険者証はオレンジ色です。
　・現在、限度額適用・標準負担額減額認定証を持っ
　　ている人には新しい認定証も郵送しています。
▶その他：古い被保険者証と認定証は自宅で処分する
　か役場に返してください

保健福祉課

節水を心がけましょう
「節水がんばるモン」キャンペーン実施中

８月は県民一人ひとりが節水を意識し、行動に結びつ
けるために「節水がんばるモン」キャンペーンを行って
います。次のことに注意しましょう。

▶注意すること：
　・歯をみがくときはコップを使う
　・食器洗いはため洗いをする
　・シャワーはこまめに開け閉めする
▶その他：保健センターでくまモンの節水ステッカー
　を配布しています。自宅や事業所などの水回りに
　貼って、節水を意識し実践しましょう

農林振興課

森林の仕事ガイダンスを開催します

▶対象者：林業への就業をめざしている人
▶日時：８月 28 日（日）  10:00 ～ 16:00
▶場所：グランメッセ熊本  コンベンションホール
　　　　（上益城郡益城町福富 1010）
▶相談内容：林業の仕事の内容や就業までの流れなど
▶料金：無料
問  （公財）熊本県林業従事者育成基金
　  ☎ 096（340）1151

農林振興課

農業者を支援します
湯前町水稲栽培継続支援金
米価の大幅な下落で影響を受けた町の農業者に支援金
を交付し、営農の継続を支援します。

▶対象者：次のすべての当てはまる人
　❶令和４年度経営所得安定対策などの交付金に係る
　　営農計画書を本町農業再生協議会に提出している
　❷令和４年４月１日時点で本町に住んでいる農業者
　　や町内に事務所がある法人
　❸令和３年に主食用米を生産し、令和４年も引き続
　　き主食用米を 10a 以上作付けする人
▶支援額：令和４年産主食用米作付面積 10a 当たり
　3500 円（100 円未満切り捨て）
　※主食用米は販売用、自家消費用を問いません
　※主食用米は米粉用、飼料用、加工用、輸出用を除きます
　※現地確認などで対象面積を決定します。申請書に記載された面
　　積、金額どおりの交付ならないときがあります

▶申請方法：支援金交付申請書兼誓約書を確認して農
　林振興課に提出
　※営農計画書を提出された人に送付しています。

▶申請期限：９月 30 日（金）
▶その他：営農計画書を提出されていない人で支援金
　を希望される人は営農計画書を農林振興課に提出し
　てください

農林振興課

農業経営の継承を支援します
くまもと農業経営継承センター
県では農業を経営して発展させていくために「くまも
と農業経営継承センター」を設立し、農業経営の継承
を支援しています。継承を考えている人は農林振興課
にお尋ねください。

▶目的：農地や農業機械などだけでなく、技術や経営
　ノウハウを次世代の農業者へ継承し、多くの担い手
　を確保するため
▶対象：農業の後継ぎで悩んでいる人、経営を引き継
　いで農業を始める人、経営規模を拡大したい人など
▶内容：既に後継者がいる人へのアドバイスや後継者
　が決まっていない人へ第三者とのマッチングなど
▶費用：無料
問  ❶くまもと農業経営継承支援センター
　  ☎ 096（340）1151
　  ❷農林振興課

教育課

弓道部員を募集しています
町体育協会

静かな道場で無心になって的と向かい合ってみません
か。どなたでも参加できます。様子だけでも見学でき
ますのでぜひお越しください。

▶時間：毎週火曜日　19:30 ～
▶場所：下里御大師公園内  弓道場
▶料金：年 3000 円（初年度は無料）
問  むかえ歯科医院  ☎ 0966（43）3131

くまもと農業経営継承支援センター
ホームページ
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保健福祉課

ヤングケアラーの支援を行います
熊本県ヤングケアラー相談支援センター
県内のヤングケアラーへの支援を推進するため熊本県
ヤングケアラー相談支援センターが開設されました。
くわしくは問合先のホームページで確認してください
※ヤングケアラー…家事や家族の世話などを日常的にしている子ど
　ものこと。学校に行けなかったり友だちと遊ぶ時間がないなど、

　子ども自身の権利が守られていないと思われる。

▶対象：
　県内に住む 18 歳未満の人とその家族  ※熊本市除く。

▶場所：熊本県精神保健福祉センター内  ２階
▶事業内容：
　・ヤングケアラー、コーディネーターの相談対応
　・ピアサポートなどの相談支援
　・オンラインサロンの設置、運営
　・関係機関などを対象とした研修会の開催
問  熊本県ヤングケアラー相談支援センター
　  ☎ 096（384）1000  平日８:30 ～ 17:00

保健福祉課

８月のし尿汲み取り

▶臨時作業日：８月６日（土）
　※通常、平日のみ行っていますが、業務が込み合うときにします。

▶夏季休業日：
　８月 12 日（金）、15 日（月）
問  ㈲球磨清掃公社　☎ 0966（42）2614

▶申込用紙の入手方法
　❶役場総務課で受け取る
　❷表に「湯前町職員採用試験申込請求」と朱書し、
　　140 円切手を貼った返信用封筒を同封し郵送
　❸ホームページからダウンロード
▶申込用紙の提出方法
　❶直接役場に持参する
　❷表に「湯前町職員採用試験申込」と朱書し、84 円
　　切手を貼った返信用封筒を同封し簡易書留郵便
　　で送付
▶受験票について
　申込者には８月 19 日（金）までに受験票を送付しま
　す。届かないときは問合先にお尋ねください。

▶一次試験の準備物
　・受験票
　・筆記用具（HB 鉛筆、消しゴムなど）
　　※時計機能のみの時計は持参可能です。

▶二次試験
　（期日）10 月下旬予定
　（内容）人柄内容についての個別面接
　（発表）合格者に通知、役場掲示板に掲示、
　　　　ホームページに掲載
▶給与など
　・一般事務（高校卒）　初任給 15 万 600 円以上
　・初任給は最終学歴や職歴を基に決定
　・期末勤勉手当、通勤手当などの支給有り
▶申込・問合先
　湯前町役場総務課
　〒868-0621  熊本県球磨郡湯前町1989-1
　※開庁時間：平日  ８:30～17:00

職　種 試験内容 出題内容

一般事務

教養試験 　一般知識（社会・人文、自然、時事）
　文書理解、判断・数的推理、資料解釈　　　　　　　　　　　40 題（２時間）

適性試験
（事務適性・一般性格診断） 　作業能力（適応性、正確さ、迅速さなど）、職務・職場への適応性

作文試験 　文章での表現能力の審査

▶一次試験内容

区　分 職　種 採用予定人数 受験資格

高等学校
卒業程度 一般事務 ３人程度 　昭和 57 年４月２日～平成 17 年４月１日生まれ

▶採用予定数・受験資格

※受験資格 … ❶日本国籍を有する　❷地方公務員法第 16 条各号に当てはまらない
　　　　　　  ❸本町職員として懲戒免職の処分を受け、処分から２年経過していない

申込期限

平日  ８:30～17:00
※郵送は当日消印有効。

日時９月18日( 日)

場所 湯前町保健センター
熊本県球磨郡湯前町1984

一次試験

　　　　8:30～ ８月12日( 金)

総務課

令和４年度　湯前町職員採用試験案内

保健福祉課

人権メッセージを募集します

くわしくは熊本県ホームページで確認するか問合先に
お尋ねください。

▶テーマ：
　あなたらしく、私らしく生きること
　～伝えたい。思いあい・認めあいの心～
▶募集内容：
　❶小学生の部…人権メッセージ（40 ～ 100 字）
　❷中学生・高校生・一般の部…人権メッセージ（40
　　～100 字）と標語（５・７・５形式）
▶期限：９月 12 日（月）  ※必着。

▶応募方法：
　❶電子申請サービス
　　右の QR コードを読み取り、
　　必要事項を入力
　❷電子メール
　　右の QR コードを読み取り、
　　必要事項を入力
　❸郵送・FAX
　　応募用紙に必要事項を記入して送付
　　※応募用紙は県ホームページからダウンロードできます。

問  熊本県人権センター人権メッセージ募集係
　  〒 862-8570（県庁専用郵便番号・住所不要）
　  ☎ 096（333）2299  FAX:096（383）1206

電子申請用

電子メール用

保健福祉課

ひきこもりの相談会が開催されます
熊本県ひきこもり地域支援センター「ゆるここ」
さまざまな要因で対人交流や社会参加が長期間難しく
なっている状態を「ひきこもり」といいます。お悩みが
ある人は専門スタッフが対応されます。

▶対象：ひきこもりでお悩みの18歳以上の人とその家族
▶日時：８月 26 日（金）、令和５年２月 10 日（金）
▶時間：１枠 50 分  ※事前予約が必要です。

▶場所：人吉保健所（球磨総合庁舎内）
問  熊本県ひきこもり地域支援センター  ゆるここ
　  ☎ 096（386）1177
　  ※受付時間：月・火・木の９:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00。

ホームページ
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野中田１区で交通規制をします

企画観光課

湯楽里の高圧設備改修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：合宿棟横（野中田１区）

▶規制：全面交通止め（24 時間）
▶期間：８月 22 日（月）～９月２日（金）
▶施工業者： 人吉電気工事（株）
　　　　　　☎ 0966（24）2650

グリーンパレス

全面交通止め

湯楽里

B&G 海洋センター

合宿棟

通行に気をつけましょう

農林振興課

蓑谷ため池

土砂運搬のため大型トラックが通ります。交通規制は
ありませんので通行するときは気をつけてください。

▶場所：蓑谷ため池から国道 219 号を通り町道向田
上辻線に入り、山ノ口土捨て場まで

▶期間：令和５年３月 20 日（月）まで
　※９月中旬から10月末まではため池の水位が高いので中止します。
　※年末年始は休止します。

▶施工業者： 
　株式会社  味岡建設  ☎ 0966（42）2444
　山ノ口土捨て場現場事務所  ☎ 0966（43）3866

土捨て場

潮ため池

国道 219 号

湯楽里

走行注意区間

町内で交通規制をします

教育課

ツアー・オブ・九州（自転車レース）開催のため交通規
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。

▶日時：８月 21 日（日）  ８:30 ～ 11:30
▶規制：コース区間は原則全面交通止め
▶その他：交差点など、競技に影響がないときは誘導
　員の案内で車両通行可能です

上村簡易郵便局

城泉寺

湯楽里

時の公園
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◆検診・予防接種（８/１～８/20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

３日
（水）  新型コロナワクチン集団接種 個別案内 湯前町環境改善センター

　〇予診票
　〇予防接種済証
　○本人確認書類
　○おくすり手帳

４日
（木）

 ６カ月児健診
 ▶R４年１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４月生
13:00 ～

10日
（水）  新型コロナワクチン集団接種 個別案内 湯前町環境改善センター

　〇予診票
　〇予防接種済証
　○本人確認書類
　○おくすり手帳

16日
（火）

 幼児健診
 ▶H29年８、９月生
 ▶H30年12月生、H31年１月生
 ▶R元年12月生、R２年１月生
 ▶R２年12月生、R３年１月生

13:00 ～ 湯前町保健センター
　〇母子手帳
　○歯のアンケート
　○子どもノート

17日
（水）

 幼児歯科健診
 ▶H28年７、８月生
 ▶H29年２、３月生
 ▶H30年２、３、７月生
 ▶R元年６、７月生
 ▶R２年６、７月生
 　※幼児健診と重なるときは案内しません。

９:00 ～ 〃
　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（８/１～８/20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

１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

18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

 上村区健康相談 13:30 ～ 上村公民分館

※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。

日 内　容 場　所 時　間

10日
（水）

 無料就職相談
 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ユノレール（展示体験販売施設） 10:00 ～ 16:00

◆就労支援相談（予約制）（８/１～８/20）
※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

▶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

上村第２住宅 １戸 上村 ６畳１間、4.5 畳１間
浴室、トイレ、台所 1 万 4100 円 木造瓦葺２平屋建

２戸建１棟

▶条件：
　❶住む場所に困っていることが明らかな人
　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
▶入居可能日：９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

▶提出期限：８月 15 日（月）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。
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10 旬 報 湯 前

人　口 /3643人　
男 /1708人　女 /1935人
世帯数 /1551戸
※６/30 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（８/１～８/20）
※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

７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
岡医院 22-3371

河野産婦人科医院 24-3838

11 日
（木）

あさぎり

東病院 45-5711

岩井クリニック 49-2181

マリーン岡原薬局 45-6023

きりん薬局岡原店 45-1280

おかざき薬局 49-2905

球磨 球磨村診療所 32-0377

人吉

願成寺ごんどう医院 22-4700

小林脳神経外科 24-8331

人吉医療センター小児科 22-2191

ひまわり薬局 22-1023

さくら調剤薬局
医療センター前店 32-9657

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

14 日
（日）

多良木

犬童耳鼻咽喉科 43-0777

公立多良木病院小児科 42-2560

きりん薬局原田店 42-6900

ファーコス薬局多良木いちご 42-6888

山口薬局 42-2123

相良 権頭医院 36-0008

人吉

球磨病院 22-3121

たかみや医院 24-5611

あおい調剤薬局 32-7677

きりん薬局西間店 24-6336

◆年金相談（予約制）（８/１～８/20）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123

日 場　所 時　間

１日
（月）  人吉市役所 ９:30 ～

17:00

３日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～

17:00

８日
（月）  人吉市役所 ９:30 ～

17:00

10日
（水）  多良木町役場（町民相談室） ９:00 ～

17:00

15日
（月）  人吉市役所 ９:30 ～

17:00

17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。


