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【暮らしの情報をあなたに届ける情報誌】

９/１
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　

レールウイング内に風車が設置されています。秋風に揺られた風景をお楽しみください

令和４年

企画観光課

くらし応援券・おいしか券は今月まで

「くらし応援券」、「もっともっとおいしか券」が使用で
きるのは９月 30 日（金）までです。まだ使用していな
い人は早めにお使いください。

建設水道課

基本料金分を減免します
上水道使用料
▶対象：新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響
　を受けている人や事業者
▶用途：一般用
　※公共施設・学校施設・公民分館・消防詰所、指定管理料に光熱
　　費が含まれている指定管理者は対象外。

▶減免料金：
　一般用の基本料金（10㎥まで）   月 1540 円（税込）
　※超過分はお支払いしていただきます。

▶期間：令和４年度９月期（８月使用分）から 12 月期
　（11 月使用分）の４カ月間
▶手続き：不要
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税務町民課・企画観光課

マイナポイント対象の申請は９月まで
マイナンバーカード
マイナンバーカードを作ってマイナポイントを申し込
むと最大２万円分のポイントがもらえます。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。顔写真は役場で撮影できます。この機会にぜひ申
請してみませんか？

▶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…９月 11 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）
問  ❶マイナンバーカード：税務町民課
　  ❷マイナポイント：企画観光課

税務町民課

追納をおすすめします
国民年金保険料
国民年金保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間
があるときは保険料を前納したときに比べ将来受け取
る年金額が少なくなります。将来受け取る年金額を補
うために 10 年以内であれば後から保険料を納めるこ
とができます。くわしくは日本年金機構のホームペー
ジで確認するか、問合先に電話してください。

問  ❶八代年金事務所
　  ☎ 0965（35）6123  自動音声案内（❶→❷）
　  ❷日本年金機構

日本年金機構

税務町民課

保険証の有効期限は９月末です
後期高齢者医療保険

【いまお使いの保険証（オレンジ色）】
▶有効期限：９月 30 日（金）

【新しい保険証（薄青色）】
　・９月下旬に郵送します
　・10 月１日（土）から使用できます

【限度額適用認定証】
▶有効期限：令和５年７月 31 日（月）

【窓口負担割合２割の対象】
窓口負担割合が１割の人のうち、一定以上の所得のあ
る人は 10 月１日（土）から窓口負担割合が「２割」にな
ります。対象になるかは下の表で確認してください

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 10㌃以上作付けする人
▶支援額：令和４年産主食用米作付面積 10㌃当たり
　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

建設水道課

耐震改修しませんか？
木造住宅の建替予定の人

▶対象：昭和 56 年５月 31 日以前に建てられた旧耐
　震基準の戸建て木造住宅に住んでいて、令和４年度
　中に建替えを予定している人
▶相談期限：９月 30 日（金）

農林振興課

10 月から３月までウナギ捕獲禁止

ウナギ資源確保のため、県内全域でウナギの捕獲が禁
止されます。皆さんのご協力をお願いします。

▶捕獲禁止対象：全長 21cm 以上のウナギ
　※全長 21cm 未満のウナギは年間通じて捕獲禁止です。

▶期間：10 月１日（土）～令和５年３月 31 日（金）

建設水道課

危険なブロック塀撤去しませんか

地震発生時の人身事故防止や避難経路確保のために危
険な塀の撤去などにかかる費用を補助します。
※塀 : ブロック塀や組石造、レンガ造など

▶対象となる塀：次のすべてに当てはまる塀
　❶道路や避難場所に面する
　　※道路は緊急輸送道路や通学路、避難経路のみ対象です。

　❷道路の高さから 80cm 以上か塀自体が 60cm 以上
　❸点検で安全対策が必要と判断された
　❹建築基準法に違反していない
▶対象となる費用：塀の診断・撤去・改修にかかる費用
▶補助：費用の３分の２
　※上限 : 塀の長さ１m あたり８万円で１敷地あたり 20 万円

▶相談期限：10 月 31 日（月） 
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保健福祉課

サポーターになって活動しませんか
湯前町介護予防サポーター養成講座

介護予防や「サポーター」としての役割を学ぶことがで
きます。自分の介護予防にも役立ちます。今まで受講
した人も参加できます。ぜひ受講してみてください。

▶対象：介護予防に興味がある人
▶日時・内容・場所：
　毎週月曜日  13:30 ～ 15:30  ※祝日除く。

日　程 内　容　 場　所

10 月３日 本町の介護保険の現状
と介護予防の必要性

湯前町
保健センター

10 月 17 日 老化の特徴と
高齢者との関わり

10 月 24 日 腰や膝などの
痛みと運動

10 月 31 日 転倒や骨折予防

11 月７日 口腔機能と栄養

11 月 14 日 正しい姿勢と歩き方

11 月 21 日 認知症

11 月 28 日 失禁予防と
軽失禁用の用具

12 月５日 介助のコツと
体力測定の仕方

12 月 12 日 介護予防サポーター
養成講座のまとめ

日時未定

爪のトラブルとケア

事前練習 町内
いきいきクラブ
（公民分館）いきいきクラブでの

実地演習
▶定員：30 人
▶料金：無料
▶準備物：
　飲み物、運動しやすい服装、マスク、筆記用具
▶申込方法：保健センターに電話
▶申込期限：９月 26 日（月）
▶その他：講座受講後は介護予防サポーターとして体
　と心の健康づくりのお手伝いができます。地区の活
　動などに協力していただいたり、仲間と取り組んだ
　り、自由に活動できます

日 内　容 時　間 場　所

１日
（木）

 カラオケ ９:30 ～
中央公民館

（視聴覚室）
 英会話（子ども） 19:00 ～

６日
（火）  書道 ９:30 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

７日
（水）  パソコン・タブレット 13:30 ～ 中央公民館

（パソコン室）

８日
（木）

 健康マージャン 13:30 ～
中央公民館

（視聴覚室）
 英会話（大人） 19:00 ～

９日
（金）  レクリエーションダンス 13:30 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

13日
（火）  写真 10:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

14日
（水）

 民謡 13:30 ～ 中央公民館
（視聴覚室）

 パソコン・タブレット 13:30 ～ 中央公民館
（パソコン室）

15日
（木）  英会話（子ども） 19:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

16日
（金）  ３B体操 13:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

19日
（月）  フラワーアレンジメント 19:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

20日
（火）  書道 ９:30 ～ 中央公民館

（視聴覚室）

◆生涯学習（９/１～９/20）

※日程が変更となることがあります。

保健福祉課

お金の悩みの無料相談

▶日時：９月 12 日（月）　
　受付時間…12:30 ～ 15:30
　相談時間…13:00 ～ 16:40
▶場所：熊本市民会館シアーズホーム夢ホール内会議室
　（熊本市中央区桜町１ー３）
▶申し込み：問合先に予約
▶相談担当者：消費生活相談員、弁護士、司法書士
▶相談内容（例）：金銭関係、多重債務など
▶その他：秘密は固く守られ相談は無料です
問  熊本県消費生活センター　☎ 096（383）0999

保健福祉課

ことし最後のレディース検診

▶日時：
　❶ 11 月 10 日（木）    13:15 ～ 13:30 受付
　❷ 11 月 14 日（月）　　　　〃
　❸ 11 月 16 日（水）　　　　〃
　❹ 11 月 22 日（火）　　　　〃
▶場所：公立多良木病院　総合健診センター「コスモ」
▶内容：

検診名 料　金 対象者

子宮頸がん検診 1600 円 20 歳以上

乳がん検診
2300 円 20 歳～ 49 歳

2000 円 50 歳以上

骨粗しょう症検診 1200 円 30 歳以上

※乳がん検診は超音波検診、マンモグラフィ検査、甲状腺検査です。
※ 70 歳以上は無料です。

▶申込方法：希望の日時と検診名を保健センターに電話
　※２月の健診受診希望調査で希望している人は申込不要です。

▶申込期限：９月 30 日（金）

保健福祉課

福祉タクシー利用券を交付しています

▶対象：ことし４月１日時点で本町に住所があり、次
　のいずれかに当てはまる人
　※運転免許証には二輪も含みます。

　❶ 65 歳以上で運転免許証を持っていない
　　※年度内に 65 歳になる人も対象です。

　❷身体障害者手帳（１級・２級）、療育手帳（A1・
　　A2）を持っている
　　※年齢など他の条件はありません。

　❸❷以外の等級の手帳か精神障害者保健福祉手帳を
　　持ち、運転免許証を持っていない
　　※年齢の条件はありません。

▶料金：無料
▶持参物：印鑑
▶申請場所：保健センター
▶申請期限：令和５年３月 31 日（金）

企画観光課

電車やバスに乗ってみませんか
熊本県内バス・電車  子ども無料の日
移動活発化や渋滞緩和を目的に実施されます。

▶日程：９月 17 日（土）、10 月１日（土）
▶対象エリア：熊本県内
▶対象路線：
　バス…県外高速バスや空港リムジン以外の路線バス
　　　　※あまくさ号・たかもり号は大人半額割引。

　鉄道…熊本電鉄  ※くま川鉄道は対象外です。

　軌道…熊本市電
▶運賃：
　❶１回乗車券
　・子ども（小学生以下）、障がい者…無料
　・大人（中学生以上）…100 円
　・免許返納者割引対象者…50 円
　❷１日乗車券  ※あまくさ号・たかもり号では使用不可。

　・LINE アプリデジタルチケット…180 円
　・各バス会社営業窓口で購入…200 円
　問  ❶共同経営推進室　☎ 096（312）0588
　　  ❷企画観光課

総務課

広報は右とじ、旬報は左とじです

住民からお問い合わせがありましたので回答します。

▶広報：記事の内容や構成などで基本縦書きで作成し
　ているため、右とじとなっています。右上から左下
　に読み進めることでストレスなく読めます
▶旬報：分かりやすく内容を伝えるためや問合先の電
　話番号を表示するときに縦書きだと読みにくい部分
　があります。そのため横書きで作成し、左とじとなっ
　ています。左上から右下に読み進めることでストレ
　スなく読めます
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町内で交通規制をします
第１回奥球磨駅伝競走大会

教育課

▶日時：９月 25 日（日）  10:10 ～ 13:00 ごろ
▶その他：
　・当日は安全確保のため、予告なしに交通規制の時
　　間や規制のかかる路線の変更、コースに接する道
　　路にも交通規制がかかることがあります
　・産交バスは通常どおり運行予定ですが、湯前駅周
　　辺混雑のため 10 分ほど遅れることがあります

▶規制：コース区間は全面交通止め

◆検診・予防接種（９/１～９/20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

１日
（木）

 ６カ月児健診
 ▶R４年２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５月生
13:00 ～

14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

※日程が変更となることがあります。

◆健康相談・健康教室（９/１～９/20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

５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

12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

 野中田２区健康相談 13:30 ～ 野中田２区公民分館

15日
（木）  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

14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）（９/１～９/20）

※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

教育課

秋季球技大会を中止します

９月４日（日）に予定していました B&G 財団会長杯  
第 58 回秋季球技大会は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため中止します。

保健福祉課

敬老会を中止します

９月に予定していた敬老会は新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止します。

多良木町～湯前町・水上村

あさぎり町～多良木町

時　間 場　所

10:10 ～ 12:40 国道 388 号（湯前町  時の公園交差点前～
水上村  高瀬交差点）

10:10 ～ 11:15 県道 33 号  
（水上村  古淵橋先～岩野小学校前交差点）

10:10 ～ 13:00 国道 219 号（多良木町  駅前交差点
～湯前町  時の公園交差点）

11:00 ～ 12:10 国道 219 号（多良木町  駅前交差点
～あさぎり町  免田東交差点）
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人　口 /3639人　
男 /1707人　女 /1932人
世帯数 /1551戸
※７/31 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

◆休日当番医と当番薬局（９/１～９/20）
※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

４日
（日）

湯前
そのだ医院 43-2063

犬童薬局 43-3903

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
酒瀬川内科 38-0050

つばめ薬局 25-2500

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

11 日
（日）

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

外山内科 22-2003

とやまクリニック
胃腸科・肛門科 28-3375

人吉医療センター小児科 22-2191

にのまち薬局 23-6933

ぎんなん薬局 28-3335

さくら調剤薬局
医療センター前店 32-9657

18 日
（日） 多良木

渡辺医院 42-2541

公立多良木病院小児科 42-2560

高階誠心堂薬局たらぎ店 42-1117

ファーコス薬局多良木いちご 42-6888

山口薬局 42-2123

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

18 日
（日）

錦 小川整形外科医院 38-3455

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

19 日
（月）

多良木
犬童耳鼻咽喉科 43-0777

きりん薬局原田店 42-6900

錦
脳神経外科小林クリニック 38-5670

百太郎薬局 28-8123

人吉

外山胃腸病院 22-3221

人吉皮膚科医院 22-6211

増田クリニック小児科 22-3570

高階誠心堂薬局西間店 22-7880

五日町薬局 23-6228

◆年金相談（予約制）（９/１～９/20）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123  ①→②

日 場　所 時　間

５日
（月）  人吉市役所 ９:30 ～

17:00

７日
（水）  多良木町多目的研修センター ９:00 ～

17:00

12日
（月）  人吉市役所 ９:30 ～

17:00

14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。


