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【暮らしの情報をあなたに届ける情報誌】

９/15
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　

９月 25 日（日）に交通規制があります。くわしくは５㌻で確認してください

令和４年

７㌻…計量器の検査、里親フォーラム開催
　　　インボイス制度の説明会
８㌻…ゆのまえ漫画ウィーク・漫画フェスタ、
　　　くまもと障がい者芸術展出品作品募集
９㌻…介護予防サポーター養成講座
　　　コンディショニング教室
　　　LINE でくまもと子育て情報
10・11㌻…湯前町職員の状況を公開
12㌻…無料相談、生涯学習日程
13㌻…検診・予防接種、健康相談・健康教室
　　　 年金相談、 就労支援相談
14㌻…休日当番医と休日当番薬局

２㌻…使用期限（くらし応援券・おいしか券）
　　　納期限（９月の町税、使用料）
　　　減免（上水道使用料の基本料金分）
　　　マイナンバーカードの休日交付
３㌻…給付金（本町出身大学生・年金生活者）
　　　秋の全国交通安全運動
　　　就業構造基本調査  など
４㌻…交通規制（野中田１区）
　　　農地賃借料情報
５㌻…第１回奥球磨駅伝競走大会交通規制
６㌻…湯前町水稲栽培継続支援金
　　　新規就農支援研修生募集  など
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税務町民課

対象者には封筒が届きます
年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は公的年金などの収入やその他
の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援
するために、年金に上乗せして支給されるものです。
原則、手続きの翌月分から支給されますので、対象者
は返信をお願いします。

▶対象者：老齢・障害・遺族基礎年金を受けている人
　で、所得額が前年より下がったなど新たに年金生活
　者支援給付金の支給対象になる人
▶申請方法：日本年金機構から届く年金生活者支援給
　付金請求書（はがき型）を返送
　※９月から順次送付される予定です。
　※すでに受けている人は手続き不要です。

問  給付金専用ダイヤル  ☎ 0570（05）4092

税務町民課

なりすまして取得すると犯罪です
旅券不正取得
他人になりすまして不正取得された旅券は不法な出入
国に使われ、国際テロや人身取引・不法移民などの国
際組織犯罪が発生するほか、他人名義での借金、また
は振り込め詐欺などの犯罪に使われるための携帯電話
契約や銀行口座の開設に悪用されるなど、犯罪被害に
つながる恐れがあります。

▶不正行為すると：５年以下の懲役もしくは 300 万
　円以下の罰金が課せられます

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」が使える
のは９月 30 日（金）までです。期限までにぜひお使い
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

税務町民課

９月の町税・使用料の納期限

▶対象：
　・国民健康保険税（４期）
　・後期高齢者医療保険料（３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：９月 26 日（月）
　※残高不足に注意してください。

▶納期限：９月 30 日（金）
問  税務町民課：国民健康保険税
　　　　　　　  後期高齢者医療保険料
　  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

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：９月 23 日（金・祝）   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：７月31 日現在の本町の交付率は44.6%、
　県内は45.2%、全国では45.9% です

税務町民課

本町出身大学生などを支援します
令和４年度湯前町出身大学生等生活支援給付金
新型コロナウイルス感染症と原油価格高騰の影響で生
活や就学に影響がある本町出身大学生などを支援する
ため、町独自の給付金を交付します。くわしくは９月
１日に全世帯に通知を配付していますので確認してく
ださい。

▶申込期限：10 月 31 日（月）

企画観光課

実施日が変わります
熊本県内バス・電車  子ども無料の日
９月１日発行分に掲載していた熊本県内バス・電車子
ども無料の実施日が変わります。

▶実施日：
　変更前…９月 17 日（土）、10 月１日（土）
　変更後…10 月１日（土）、11 月５日（土）
　問  ❶共同経営推進室　☎ 096（312）0588
　　  ❷企画観光課

総務課

交通事故０を目指しましょう
秋の全国交通安全運動

９月 30 日（金）は「交通事故死ゼロを目指す日」です。
運転手や歩行者だけでなく、一人ひとりが交通ルール
を守りましょう。

▶期間：９月 21 日（水）～ 30 日（金）
▶注意すること：
　・思いやり、ゆずり合いの気持ちを持って運転し、
　　横断歩道を渡ろうとする人がいたら必ず止まる
　・夜歩くときは明るい服装や反射材を身につける
　・自転車に乗るときはヘルメットを必ずつける

総務課

就業構造基本調査にご協力ください

就業構造基本調査は国が５年に１度実施する統計調査
です。国民の就業・不就業の状態を調査するもので、
結果は雇用政策や経済政策などに生かされます。調査
へのご理解・ご協力をお願いします。

▶対象区域：上里１区の一部
　※野中田３区も数世帯含まれます。

▶期間：９月～ 10 月にかけて調査員が訪問します



4 旬 報 湯 前 5旬 報 湯 前

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）

▶規制時間：８:00 ～ 17:00  全面交通止め
▶期間：９月 27 日（火）、28 日（水）
▶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

農地賃借料情報

令和３年１月～ 12 月までに告知された賃借料水準（10㌃あたり）は次のとおりです。

▶田（水稲）の部：
告知された地域名 平均額 最高額 最低額 賃借権数 使用貸出件数（無償）

湯前町全域 １万 1600 円 ２万 2500 円 4100 円 229 件 62 件

▶畑（普通畑）の部：
告知された地域名 平均額 最高額 最低額 賃借権数 使用貸出件数（無償）

湯前町全域 6000 円 １万 4000 円 600 円 15 件 28 件

▶その他：
　・賃借料を物納支給（水稲）としているときは 60㎏あたり１万 3000 円に換算している
　・金額は算出結果を四捨五入し 100 円単位としている
　・賃借料水準の算出は使用賃借（有料）における賃借料データのみを収集の対象とし、使用賃借（無償）のデータ
　　は含まれていない
　・農地の貸し借りをされるときは賃借料情報を目安としつつ、作物の収穫量や圃場条件などを踏まえた上で、最
　　終的には当事者間の話し合いで賃借料を決める

農業委員会

多良木町～湯前町・水上村

あさぎり町～多良木町

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
　・産交バスは交通規制の時間帯に運休されます

▶規制：コース区間は全面交通止め

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  古渕橋先～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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農林振興課

計量器の定期検査を実施します

取引や正
しょうめい

銘で使っている計量器（はかり）は２年に１回
定期検査を受けるように義務付けられています。対象
に当てはまる計量器を持っている人は検査を受けてく
ださい。

▶対象：
　・商店などで商品の売買で使っている
　・農協、漁協など流通物資の集荷、出荷などで使っ
　　ている
　・農業、漁業などの生産者が生産物などの売買で
　　使っている
　・宅配など運送業者などが貨物の運賃算出用で使っ
　　ている
　・病院、薬局など調剤用で使っている
　・学校、病院、保育園など体重測定用で使っている
▶日時：10 月４日（火）  ９:00 ～ 16:00
▶場所：湯前町役場  正面玄関前
▶手数料：１台あたり 500 ～ 2200 円
問  ❶一般社団法人  熊本県計量協会
　  ☎ 096（367）7816
　  ❷熊本県産業技術センター計量検定グループ
　  ☎ 096（368）2101
　  ❸農林振興課

税務町民課

インボイス制度の説明会あります

インボイス説明会と登録申請相談会が開催されます。
参加したい人は問合先にお尋ねください。

▶日程：９月 29 日（木）、10 月 27 日（木）、
　　　　11 月 29 日（火）、令和５年２月 21 日（水）
▶時間：10:00 ～ 12:00、13:30 ～ 15:30
▶場所：人吉税務署１階  会議室
▶定員：各 10 人
▶申込方法：各日程の１週間前までに問合先に電話
問  人吉税務署  ☎ 0966（23）2311

保健福祉課

くまもと里親フォーラム開催します

里親に関心のある人や子どもの力になりたい人など誰
でも参加できます。ぜひ参加してみませんか。
※里親制度とは家庭で暮らすことができない子どもを自分の家庭に
　迎え入れ、成長をサポートする制度です。

▶日時：10 月 15 日（土）  14:00 ～ 16:00
▶場所：熊本県立劇場  熊本市中央区大江２－７－１
▶内容：
　❶サヘル・ローズ氏を招いてフォーラム開催
　❷熊本の里親さんとのトークセッション
▶参加費：無料
▶申込方法：問合先に電話かメール、または QR コー
　ドから申し込む
▶申込期限：10 月 10 日（月）
▶その他：Y

ユーチューブ
ouTube での参加もできます。

問  熊本フォスタリング機関協議会
　  ☎ 096（227）6892
　  メール…fostering@kumafukushi.com

申込用 QR コード

熊本県立農業大学校では就農に必要な栽培技術や経
営のノウハウを学べる農業研修を実施しています。仲
間とともに農業を始めてみませんか。くわしくは問合
せ先にお尋ねください。

【プロ経営者コース】
▶対象：50 歳未満で本県農業の担い手として本格的
　な農業経営をめざす人
▶研修期間：４月～翌年３月（週５日）
▶募集人数：10 名程度
▶特徴：
　・就農予定品目（野菜）を実際に生産、出荷する模擬
　　経営研修で就農に必要な基礎知識や技術を習得
　・研修用ハウスと露地ほ場での実習
　・要件を満たすときは新規就農者育成総合対策（就
　　農準備資金）の申請が可能

【実践農業コース】
▶対象：
　65 歳未満で農産物の販売で所得の確保をめざす人
▶研修期間：４月～ 12 月（週３日）
▶募集人数：40 名程度
▶特徴：
　・クラス毎の共同管理で野菜などの栽培に必要な基
　　礎知識や技術を学ぶ
　・収穫した野菜などは農大マルシェなどで販売し、
　　消費者との交流や販売体験を行う

【共通】
▶受講料：無料  ※保険料や教科書代など一部実費負担あり。

▶募集期間：
　前期 : ９月５日（月）～ 10 月 28 日（金）
　後期 : 令和５年１月５日（木）～ 27 日（金）
▶申込方法：問合先にお尋ねください
▶オープンキャンパス：10 月８日（土）、16 日（日）
問  農業大学校研修部  ☎ 096（248）6600

くまもとで農業始めませんか
令和５年度　新規就農支援研修生募集

農林振興課

保健福祉課

し尿くみ取りの料金が替わります

原油価格高騰の影響で料金が替わります。皆さまのご
理解をお願いします。

▶実施日：令和５年１月１日（日）
▶料金：14 円 50 銭（税抜）
問  ㈲球磨清掃公社　☎ 0966（42）2614

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
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企画観光課

参加して盛り上げていきましょう
ゆのまえ漫画ウィーク・ゆのまえ漫画フェスタ

【漫画フェスタ  出店者募集】
ゆのまえ漫画フェスタで出店者を募集します。希望す
る人は期限厳守で申し込んでください。

▶対象：特産品や飲食物を販売する人
▶日時：11 月 13 日（日）
▶出店料：町内…1000 円  ※電気利用者は別途負担。

▶申込方法：出店申込書を企画観光課に提出
　※湯～とぴあ、JA くま湯前店、湯前町商工会、役場にあります。

▶申込期限：９月 30 日（金）
▶その他：
　・食品を販売するときは必ず保健所で臨時営業許可
　　の申請を行い、イベント前日までに許可証のコ
　　ピーを企画観光課に提出してください
　・10 月中旬に出店者説明会を予定しています

【漫画フェスタ  コスプレパフォーマー募集】
ものまね・ダンス・コント・名シーン再現などステー
ジ上でコスプレパフォーマンスをしませんか。皆さん
の参加をお待ちしています。
※歌の参加はできません。

▶応募資格：※応募多数のときは選考します。

　・コスプレ姿で参加
　・年齢や性別を問いません
　・１人でもグループでも参加可能

▶参加組数：10 組予定
▶日時：11 月 13 日（日）
▶出場時間：１組５分以内
▶申込方法：申込用紙を企画観光課に提出
　※企画観光課で受け取るかホームページからダウンロード。

▶申込期限：10 月７日（金）

【漫画ウィーク  参加店募集】
11 月 13 日（日）に開催するゆのまえ漫画フェスタに
あたり、11 月１日（火）～ 13 日（日）を「ゆのまえ漫画
ウィーク」と称し、期間中に次の取組を行います。

▶期間：11 月１日（火）～ 13 日（日）
▶内容：
　❶コスプレさん、いらっしゃい
　・コスプレ姿で買い物や飲食をした人に特典サービス
　・特典は参加店が準備
　❷コスプレ de お仕事
　・期間中、できる範囲内でコスプレ姿で仕事をして
　　マンガの町をアピールする
　・衣装は参加事業所が準備
▶申込方法：申込用紙を企画観光課に提出
　※企画観光課で受け取るかホームページからダウンロード。

▶申込期限：９月 30 日（金）
▶その他：❶❷に応募した事業所を協力店としてチラ
　シや町ホームページで紹介します

保健福祉課

無理のない運動で体づくり
健康運動（コンディショニング）教室
いすやマットを利用した無理のない運動や筋トレなど
を行います。スムーズでしなやかな体の動きをつくる
ことができます。

▶日時：10 月～３月  10:00 ～ 11:30
　❶火曜日（第３火曜日を除く）　　
　❷金曜日
　※日程は変更になることがあります。

▶場所：湯前町保健センター
▶講師：
　❶コンディショニングトレーナー
　❷パーソナルトレーナー
▶料金：無料
▶定員：各 25 人
▶申し込み：保健センターに電話
　※❶❷両方に申し込むこともできます。

▶申込期限：９月 26 日（月）

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

12 月 19 日 爪のトラブルとケア

日時未定
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

出品作品を募集します
くまもと障がい者芸術展

保健福祉課

県では障がいのある人への理解を深めるために「くま
もとハートウィーク」の一環として障がいのある人の
作品を募集します。日ごろの思いを作品に込めてカタ
チにしてみませんか。

▶対象者：県内に住所がある障がいを持つ人か県内の
　事業者を利用している障がいを持つ人
▶募集作品：絵画、手芸、写真、書道、俳句など

▶出品申込書期限：10 月 14 日（金）　
▶作品提出期限：11 月 21 日（月）　
▶くまもと障がい者芸術展：
　11 月 22 日（火）～ 27 日（日）
　熊本県立美術館分館４階　展示室３
問  社会福祉法人　熊本県身体障害者福祉団体連合会
　  ☎ 096（354）7371

保健福祉課

LINE を使って情報を入手しましょう
くまもとの子育て情報
妊娠や出産、就業未満の子育てなどに関するお尋ねに
AI が答えるシステムです。本町の子育て情報や各種
制度の手続き・相談窓口に関する情報を入手できます。
くわしくは問合先にお尋ねください。

▶利用方法：
　❶下の QR コードで読み取るか、
　　kikinasse_kumamoto で ID 検索
　❷文章や単語を入力
　　※目的や内容、キーワードでの検索も可能です。

　❸ AI が質問に関連す売る内容を回答
問  熊本県健康福祉部子ども未来課
　  ☎ 096（333）2225

登録用 QR コード 県 HP
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総務課

令和３年度の湯前町職員の人数や給与などの状況を公表します

【職員の任免と職員数】
▶採用：一般事務（高等学校卒業程度）　１人
▶退職：（定年）１人　　（普通）２人
▶職員数：
　❶部門別職員数と増減

区分
職員数

増減 増減理由令和
４年

令和
３年

一
般
行
政

議会 ２ ２ ０
総務 16 15 １ 配置見直しのため
税務 ５ ５ ０
民生 ５ ４ １ 社会福祉士増員
衛生 ６ ５ １ 配置見直しのため
農林 11 ９ ２ 配置見直しのため
商工 ５ ５ ０
建設 ６ ６ ０
小計 56 51 ５

特別
行政

教育
委員会 ８ ８ ０

公
営
企
業
な
ど

水道 １ １ ０
下水道 １ １ ０
国保 ２ ２ ０
介護 ２ ２ ０
小計 ６ ６ ０

合計 70 65 ５

　❷定員適正化計画の目標と進捗状況
年度 H29 H30 H31 R２ R３ R４

計画数 65 65 65 66 65 69
実数 63 64 64 66 65 70

【採用試験と選考】
（試験１）令和４年４月１日付で一般事務（高卒程度）、
社会福祉士を採用するため
▶試験期日：
　第１次（教養・適性・作文）　　令和３年９月 18 日
　第２次（面接）　　令和３年 10 月 16 日
▶試験結果：
　❶応募者数…一般事務  18 人  社会福祉士  3 人
　❷１次合格者数…一般事務  ４人
　❸２次合格者数…一般事務  ４人

（試験２）令和４年４月１日付で一般事務（高卒程度）、
社会福祉士、学芸員を採用するため

▶試験期日：
　第１次（教養・適性・作文）　　令和３年 11 月 28 日
　第２次（面接）　　令和３年 12 月 18 日
▶試験結果：
　❶応募者数…
　　一般事務  46 人  社会福祉士  ２人  学芸員  ６人
　❷１次合格者数…
　　一般事務  ７人  社会福祉士  ２人  学芸員  １人
　❸２次合格者数…社会福祉士  ２人  学芸員  １人

【給与、勤務時間や勤務条件など】
（１）人件費

人口 歳出額 実質収支 人件費 人件
費率

令和２年度
人件費率

3664
人

40 億
944 万円

３億
5075 万円

６億
81 万円 15.0％ 14.7％

（２）給与費
職員
数

給与費 一人当
たり

給与費給料 職員手当 期末・
勤勉手当 計

61 人 ２億
415 万円 2660 万円 8255 万円 ３億

1331 万円
513
万円

（３）平均給料月額と平均年齢
区分 平均給料月額 平均年齢

一
般
行
政
職

大学卒 27 万 6600 円 39.1 歳

短大卒 35 万 3800 円 51.8 歳

高校卒 26 万 2500 円 35.9 歳

平均 28 万 2300 円 40.4 歳

（４）初任給
区分 湯前町 国

一般行政職
大学卒 18 万 2200 円 18 万 2200 円

高校卒 15 万 600 円 15 万 600 円

（５）経験年数別、学歴別平均給料額
区分 10 年以上

15 年未満
15 年以上
20 年未満

20 年以上
25 年未満

一般
行政職

大学卒 25 万 7100 円 27 万 3600 円 31 万 8400 円

高校卒 22 万 1500 円 25 万 3200 円 30 万 6800 円

区分 25 年以上
30 年未満

30 年以上
35 年未満 35 年以上

一般
行政職

大学卒 35 万 6200 円 38 万 5500 円 ー

高校卒 34 万 7200 円 36 万 1600 円 40 万 1200 円

（６）一般行政職級別職員数
区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計

職員数（人） 12 10 14 11 ５ ２ 54
構成比（％） 22 19 26 20 ９ 4 100

前年
度

職員数 12 10 14 11 ７ ２ 56
構成比 21 18 25 20 12 4 100

（７）職員手当
❶期末・勤勉手当　※職務の級により加算あり

期別 期末手当 勤勉手当 計
６月 1.275 月分 0.950 月分 2.225 月分
12 月 1.275 月分 0.950 月分 2.225 月分

計 2.550 月分 1.900 月分 4.450 月分

❷退職手当
勤続年数 自己都合による退職 勧奨・定年による退職

20 年 19.670 月分 24.587 月分
25 年 28.040 月分 33.271 月分
35 年 39.758 月分 47.709 月分

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

❸管理職手当
対象 対象

職員数 支給額

課長・局長・室長 ９人 総務課長　3 万 4000 円
その他　2 万 9000 円

❹扶養手当
　※ 16 歳から 22 歳までの子は１人につき 5000 円加算

区分 支給額
配偶者 6500 円

子 １万円
父母など 6500 円

❺住居手当
区分 支給額

借家・間借り 月額２万 8000 円以内

❻通勤手当
区分 支給額

交通機関利用 月額５万 5000 円以内
交通用具利用

（自家用車など） 月額 2000 円～３万 1600 円以内

❼単身赴任手当
距離 支給額

60 キロ以上 月額３万円～ 10 万円以内

❽その他特殊勤務手当など
　支給なし

（８）勤務時間
・一般業務  ８:30 ～ 17:15
  ※うち休憩時間  12:00 ～ 13:00

・共同調理業務  ８:15 ～ 17:00

（９）年次有給休暇
職員数 １人当たり

平均付与日数
１人当たり

平均取得日数 取得率

63 人 38.9 日 9.5 日 24.5％

（10）育児休業と介護休暇
・育児休業取得者
　前年度に子を出生した職員数  男０人  女０人
　前年度に育児休業した職員数  男０人  女１人
・介護休暇取得者  なし

（11）病気休暇
・取得者  ０人

【分限・懲戒処分】
（１）分限処分
・処分者  ０人

（２）懲戒処分　
・処分者  ０人

【職員の研修】
区分 延べ参加人数

県外研修 ０人
県内研修 55 人
郡内研修 ０人

庁舎内研修 116 人

【職員の福祉】
（１）健康診断
❶生活習慣病健診受診者  75 人（特別職１人含む）
❷人間ドッグ受診者　　  23 人（特別職２人含む）

（２）公務災害補償
　公務災害・通勤災害  ０件
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日 内　容 時　間 場　所

23日
（金）

 水彩画 ９:30 ～
中央公民館

（視聴覚室）
 レクリエーションダンス 13:30 ～

27日
（火）  そば打ち 10:00 ～ 中央公民館

（調理室）

28日
（水）  パソコン・タブレット 13:30 ～ 中央公民館

（パソコン室）

10　月

４日
（火）  書道 ９:30 ～ 改善センター

（中会議室）

５日
（水）  パソコン・タブレット 13:30 ～ 中央公民館

（パソコン室）

日 内　容 時　間 場　所

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）

21日
（水）

 水彩画 ９:30 ～ 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）

22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 ～

◆生涯学習（９/15 ～ 10/５）

※日程が変更となることがあります。

◆検診・予防接種（９/15 ～ 10/５）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

27日
（火）  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（９/15 ～ 10/５）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

15日
（木）  上村区健康相談 13:30 ～ 上村公民分館

22日
（木）  中里２区健康相談 10:00 ～ 中里２区公民分館

26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

10　月

３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

５日
（水）  上里３区いきいき健康教室 10:00 ～ 上里３区公民分館

※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。

◆年金相談（予約制）（９/15 ～ 10/５）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123  ①→②

日 場　所 時　間

21日
（水）  多良木町多目的研修センター ９:00 ～

17:00

26日
（月）  人吉市役所 ９:30 ～

17:00

28日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00 ～

17:00

10　月

３日
（月）  人吉市役所 ９:30 ～

17:00

５日
（水）  多良木町多目的研修センター 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

27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
ユノレール

13:30 ～
16:30

◆就労支援相談（予約制）（９/15 ～ 10/５）

※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

無料の悩みごと相談

保健福祉課

▶日時：９月 22 日（木）　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）

総務課

高齢者や障がいを持つ人の無料相談

▶日時：９月 25 日（土）　　10:00 ～ 16:00
▶相談方法：
　❶電話相談　☎ 096（364）0800　※当日のみ。

　❷面談相談　問合先に予約  ※前日までに予約。

　　　　　　　場所：熊本県司法書士会館
　　　　　　　（熊本市中央区大江４－４－３４）
▶相談担当者：司法書士、社会福祉士
▶相談内容（例）：成年後見制度や相続、遺言など
▶その他：秘密は固く守られ相談は無料です。
問  熊本県司法書士会事務局　☎ 096（364）2889

総務課

相続や土地などの無料相談

▶日時：10 月１日（土）　　10:00 ～ 15:00
▶場所：人吉市社会福祉協議会
　　　　（人吉市西間下町４１－１）
▶相談担当者：司法書士、土地家屋調査士
▶相談内容（例）：成年後見制度や相続、土地など
▶その他：秘密は固く守られ相談は無料です。
問  熊本県司法書士会人吉支部　☎ 0966（38）1784
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人　口 /3635人　
男 /1708人　女 /1927人
世帯数 /1546戸
※８/31 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（９/15 ～ 10/５）
※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

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

錦 小川整形外科医院 38-3455

人吉

豊永耳鼻咽喉科医院 22-2031

ひとよし内科 24-1211

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

23 日
（金）

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

外山胃腸病院 22-3221

ふかみ耳鼻咽喉科 24-1126

たかはし小児科内科医院 24-2222

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

23 日
（金） 人吉

うさぎ薬局人吉店 32-9621

たんぽぽ薬局 23-6170

宝来調剤薬局 22-6884

25 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

エスエス堂きりん本町薬局 45-6330

くるみ薬局 49-9630

人吉

平井整形外科リハビリ
テーションクリニック 24-8213

万江病院 22-2357

エスエス堂城本店 22-0337

さくら調剤薬局瓦屋店 22-1677

10　月

２日
（日）

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

あさぎり

犬童内科胃腸科医院 45-1125

増田耳鼻咽喉科クリニック 45-8001

くるみ薬局 49-9630

清風薬局サンロード免田店 49-9600

人吉

愛甲産婦人科麻酔科医院 22-4020

光永医院 22-2366

エスエス堂瓦屋店 22-6550

まえだ薬局 23-2987


