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マイナポイント対象のマイナンバーカード申請が２月末まで延長されています。
くわしくは２㌻で確認してください
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税務町民課

１月の町税・使用料の納期限

▶対象：
　・町県民税（４期）　　　・国民健康保険税（８期）
　・後期高齢者医療保険料（７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：１月 25 日（水）
　※残高不足に注意してください。

▶納期限：１月 31 日（火）
問  税務町民課：町県民税、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
　  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

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：１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：11 月30 日現在の本町の交付率は58.6%、
　県内は53.7%、全国では53.9% です

保健福祉課

申請が必要な人はお早めに
子育て世帯臨時特例給付金（その他世帯分）
新型コロナウイルス感染症の影響で食費などの支出が
増えている世帯への支援を行うために給付金を支給し
ます。くわしくは厚生労働省ホームページで確認する
か保健福祉課にお尋ねください。

▶対象者：次の❶、❷いずれにも当てはまる人
　❶令和４年３月 31 日現在で 18 歳未満の児童（障
　　がいがある児童は20 歳未満）がいる人
　　※ことし２月 28 日までに生まれた新生児も対象です。

　❷❶のほか、令和４年４月分の児童手当や特別児童
　　扶養手当の支給を受けている人で、今年度の住民
 　　　　税（均等割）が非課税の人。もしくは令和４年１月
　　１日以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家
　　計が変わり、今年度分の住民税非課税相当の収入
　　と認められる人（家計急変者）
　　※ただし県から５月に子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり
　　　親世帯分）の支給を受けている人は対象外です。

▶支給額：児童１人あたり５万円
▶申請方法：保健福祉課に申請
　※上記の対象❶❷いずれにも当てはまる人は申請不要です。既に
　　町から通知を発送し、支給済です。
　※町からの通知がなく対象に当てはまる人は申請が必要です。申
　　請後の審査で対象者と認定されれば受給できます。
　※令和４年４月分の児童手当や特別児童や扶養手当を受給してい
　　なく対象に当てはまる人は申請が必要です。
　※ひとり親世帯の人でも対象になるときがあります。

▶申請期限：２月 28 日（火）
▶その他：
　・申請が必要な人は早めに手続きをしてください
　・住所変更をした人で重複して受給したときは返還
　　していただくことがあります
問  ❶厚生労働省ホームページ
　  ❷保健福祉課

厚生労働省

税務町民課・企画観光課

マイナポイント対象の申請は２月まで
マイナンバーカード
マイナポイント対象となるマイナンバーカードの申請
期限が延長されています。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。申請されてい
ない人はこの機会にぜひ申請してみませんか？

【マイナポイント対象のマイナンバーカード】
▶申請期限：２月 28 日（火）

【マイナポイント】
▶申込期限：マイナンバーカードを２月までに申請さ
　れた人がマイナポイントの申し込みができるように
　するため、期限が延長される予定です。延長日が決ま
　り次第お知らせします。

▶その他：
　・申請期限間際は窓口の混雑が予想されますので早
　　めにカードの申請をお願いします
　・カード未取得者には国からオンライン申請用QR
　　コード付のマイナンバーカード交付申請書が送付
　　されています。スマートフォンなどでのオンライ
　　ン申請や郵送で簡単に申請ができます
問  ❶マイナンバーカード作成・受取：税務町民課
　  ❷マイナポイント申込：企画観光課

教育課

交通規制・ノーマイカーのご協力を
熊本城マラソン 2023

▶日時：２月 19 日（日）
▶場所：熊本市内
▶注意すること：
　・当日は長時間にわたり大規模な交通規制が実施さ
　　れ、規制周辺の道路でも渋滞が予想されます
　・熊本市内へのお出かけのときはマイカーの使用を
　　ひかえ、公共交通機関の利用をお願いします
　・交通規制については右の
　　QR コードから確認してください

保健福祉課

優秀作品を紹介します
人権メッセージ
今年度募集された人権メッセージの優秀作品を紹介し
ます。全部で2108 点の応募がありました。

▶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～
▶優秀作品（一例）：
　・「なくなれコロナ。なくなれ差別、いじめ。」
　・「ふえろ！ふえろ！思いやり。助け合い。」
　・「価値観を  押し付けるより  認め合おう」
　・「些細な一言  二度と戻らぬ  心の距離」
　・「そのちがい  まちがいじゃない  こせいだよ」
　※優秀作品はデジタル作品集として県の HP に掲載されています。

問  熊本県人権センター
　  ☎ 096（333）2299

教育課

小・中学校入学準備費用の支援

くわしくは教育課にお尋ねください。

▶対象者：湯前小・中学校に入学する子どもの保護者
　で本町に住民票があり、次のいずれかに当てはまる人
　※現在就学援助を受けている人も新たに申請が必要です。
　※世帯全員の合計所得額で認定できないことがあります。

　❶生活保護が停止か廃止された
　❷市町村民税非課税、個人事業税・町民税・固定資産
　　税・国民健康保険税の減免、国民年金保険料の免
　　除を受けている
　❸児童扶養手当を受けている
　❹世帯更生貸付補助金を受けとっている
　❺収入が少ない・不安定、災害や長期医療など特別
　　な事情で生活が苦しく、学校費用の支払いに困っ
　　ている
▶提出書類：申請書　※書類は教育課にあります。

▶提出期限：１月 31 日（火）
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保健福祉課

障がい者控除を受けられます
確定申告
▶対象者：身体障害者手帳や療育手帳などを持ってお
　らず、認定基準日（申告対象の年の12 月31 日）時点
　で 65 歳以上で次のいずれかに当てはまる人
　※要介護認定の有効期間に認定基準日が含まれている人のみ。対
　　象者が死亡したときは死亡日を認定基準日とします。

　❶要介護認定などを受けていて認定調査票、主治医
　　意見書などで障がいの程度が分かる
　　※過去に要介護認定を受け有効期間が切れている人で、職員訪
　　　問や入院状況などで障がいの程度が分かる人も含みます。

　❷要介護認定などを申請中で認定調査票、主治医意
　　見書などで障がいの程度が分かる
▶認定基準：
　❶障がい者控除

身体障がい
（３～６級）か

知的障がい
（軽・中度）と

同程度

 障がい高齢者… 
 日常生活自立度ランクＡ以上

 認知症高齢者…
 日常生活自立度ランクⅡ以上

　❷特別障がい者

身体障がい
（１～２級）か

知的障がい
（重度）と

同程度

 障がい高齢者… 
 日常生活自立度ランクＣ以上

 認知症高齢者…
 日常生活自立度ランクⅣ以上

※ランクＡ…ほぼねたきり状態
　ランクＣ…ねたきりで全介助状態
　ランクⅡ…日常生活に支障をきたすが誰かが注意していれば自立
　　　　　　できる状態
　ランクⅣ…日常生活に支障をきたし常に介護を必要とする状態

▶申込方法：障がい者控除対象認定書交付申請書を保
　健センターに提出　※申請書は保健センターにあります。

税務町民課

償却資産の申告は１月 31 日（火）まで

▶対象者：町内に事業用の資産を持っている人
▶提出書類：送付された申告書
　※個人番号・法人番号を記入してください。

▶その他：事業を行っている人で申告書を持っていな
　い人は申告書を送付しますので連絡してください

▶日程表

税務町民課

確定申告相談会

月 日　 地区

２月

６日（月）

浜川、下城、古城、
上猪、中猪

７日（火）

８日（水）

９日（木）

10 日（金）

13 日（月）

浅鹿野、上染田、下染田、
田上、瀬戸口

14 日（火）

15 日（水）

16 日（木）

17 日（金）

20 日（月）

野中田１・２・３、植木
21 日（火）

22 日（水）

24 日（金）

27 日（月）

馬場、上村、下村

28 日（火）

３月

１日（水）

２日（木）

３日（金）

６日（月）

上里１・２・３、
中里１・２、下里

７日（火）

８日（水）

９日（木）

10 日（金）

▶場所：湯前町役場  洋会議室
▶時間：９:00 ～11:30、13:30 ～16:00
▶準備物：
　・本人確認書類（次のいずれか）
　　❶マイナンバーカード
　　❷通知カードと顔写真付きの身分証明書
　　❸通知カードと顔写真なしの身分証明書２点
　・口座届出印、通帳　※口座振替や還付手続で必要です。

　・必要書類（機械などの取得日、価格などが分かる書
　　類、帳簿、領収書、通帳など）
　・国民年金、厚生年金、生命保険料や地震保険料の
　　支払証明書
　・給与、報酬、賃金などの源泉徴収票
　　収票
　・医療費の明細書　※医療費控除を受けられる人のみ。

　・住宅取得控除証明書　※税務署から届いた人のみ。

▶その他：
　・必ずマスクを着けて来てください
　・領収書は事前に項目ごとに分けるなどまとめてお
　　いてください
　・収入がない人も保険料などの算定で申告が必要で
　　す。必ず世帯全員申告してください
　・ご不明な点がございましたら税務町民課までお尋
　　ねください

保健福祉課

飼い猫以外にエサを与えない

飼い猫に限らずエサを与えると飼い主となります。エ
サを与えたときは飼い主として動物の行動に責任を持
ちましょう。

▶注意すること：
　・排せつする場所を決める
　・砂や市販の猫砂などを入れたトイレを用意し、自
　　宅で排せつできるようにする
　・首輪などをつけ、飼い主が分かるように連絡先を
　　記入した目札をつける
　・家の中で飼う
　※猫は元々活動範囲が狭く、避妊去勢手術などで繁殖欲求をおさ
　　え、食事やトイレ、上下運動ができる空間に寝床があれば家の中
　　で飼うことができます。

保健福祉課

犬を正しく飼いましょう

犬をリードなしで散歩させたり、犬のフンを放置する
など苦情が多く発生しています。次のルールを守りま
しょう。

▶注意すること：
　・犬には必ずリードをつける
　・フンの後始末は飼い主の責任なので必ずビニール
　　袋などに入れて持ち帰る
　・犬の登録と狂犬病予防注射をする
　・首輪に注射済票をつける
　　※犬がいなくなったら保健センターに連絡してください。
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▶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

下京手 ２戸 上村 ２DK 5000 円～ 簡易耐火１階建
（浴槽・給油設備は入居者負担）

下京手 １戸 上村 ３DK 5000 円～ 簡易耐火１階建
（浴槽・給油設備は入居者負担）

上村 １戸 上村 ３DK 1 万 3600 円～ 木造瓦葺１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：２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：１月 27 日（金）  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。

●
上村住宅

湯前中学校

湯前小学校

● 下京手住宅

総務課

無料のスマートフォン相談会

▶日時：１月26 日（木）  
　　　　10:00 ～12:00、13:00 ～15:00
▶場所：湯前駅レールウイング「展示体験販売施設」
▶料金：無料
▶内容：スマートフォンなどのデジタル活用の相談
▶その他：予約の必要はありませんが、混雑するとき
　は時間制限や順番待ちとなることがあります。
問  ❶株式会社九州地域情報化研究所
　  ☎ 092（686）8038  メール：info@k-iri.co.jp
　  ❷総務課  情報統計係

企画観光課

三日月詣が開催されます
人吉球磨地域観光地域づくり協議会

地域ブランド「人吉・球磨  風水・祈りの浄化町」のメ
インイベントである三日月詣が開催されます。人吉城
は別名三日月の城とも言われますが、由来となった「霊
石・三日月石」をまつるイベントです。期間中は祈祷祭
や食・体験を行います。くわしくは問合先にお尋ねく
ださい。

【三日月石祈禱祭】
▶日時：１月24 日（火）
▶場所・時間：
　相良神社（人吉市麓町 35-1）  ９:00 ～
　浄心寺（湯前町瀬戸口 5617）  13:30 ～

【三日月石ウィーク】
▶日時：１月24 日（火）～29 日（日）
▶場所：人吉球磨一帯
問  一般社団法人  人吉球磨観光地域づくり協議会
　  ☎ 0966（49）9010

保健福祉課

介護者の集いを開催します
ほんわり会

介護でひざや腰の痛み、介助の方法などで悩みを持っ
ていませんか。今回は介護における動作のコツを実演
で伝えます。興味がある人は参加してみませんか。

▶対象：家族などの介護をしている人や経験がある人
　将来のために関心がある人など
▶日時：１月 27 日（金）　13:30 ～ 15:30
▶場所：湯前町保健センター
▶内容：介助動作のコツについて（実技）
▶講師：上球磨地域包括支援センター
　　　　理学療法士  石橋  敏也  氏
▶申込方法：１月25 日（水）までに保健センターに電話

人吉・球磨  風水・祈りの浄化町
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日 内　容 時　間 場　所

17日
（火）

 書道 ９:30 ～ 改善センター
（中会議室）

 そば打ち 10:00 ～ 中央公民館
（調理室）

18日
（水）

 水彩画 ９:30 ～ 改善センター
（中会議室）

 パソコン・タブレット 13:30 ～ 中央公民館
（パソコン室）

19日
（木）  英会話（子ども） 19:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）
20日
（金）  ３B体操 13:00 ～ 改善センター

（中会議室）
23日
（月）  フラワーアレンジメント 19:00 ～ 中央公民館

（視聴覚室）
25日
（水）  パソコン・タブレット 13:30 ～ 中央公民館

（パソコン室）

26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 ～

27日
（金）

 水彩画 ９:30 ～ 改善センター
（中会議室） レクリエーションダンス 13:30 ～

２　月

１日
（水）  パソコン・タブレット 13:30 ～ 中央公民館

（パソコン室）

２日
（木）

 カラオケ 10:00 ～ 改善センター
（中会議室）

 英会話（子ども） 19:00 ～ 中央公民館
（視聴覚室）

◆生涯学習（１/13 ～２/５）
※日程が変更となることがあります。

◆健康相談・健康教室（１/13 ～２/５）

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

 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

17日
（火）

 野中田３区お口の健康教室

13:30 ～

野中田３区公民分館

 瀬戸口区健康相談 瀬戸口公民分館

19日
（木）

 中里２区お口の健康教室

13:30 ～

中里２区公民分館

 上村区健康相談 上村区公民分館

20日
（金）

 野中田１区お口の健康教室

13:30 ～

野中田１区公民分館

 下村区健康相談 下村区公民分館

24日
（火）  瀬戸口地区お口の健康教室 13:30 ～ 瀬戸口公民分館

25日
（水）  辻地区お口の健康教室 13:30 ～ 辻公民分館

26日
（木）

 １歳児育児相談
 ▶R３年12～R４年１月生

９:30 ～ 湯前町保健センター
　〇母子手帳　〇問診票　
　○歯のアンケート

 中里２区健康相談 13:30 ～ 中里２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。

◆検診・予防接種（１/13 ～２/５）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

２日
（木）

 ６カ月児健診
 ▶R４年７月生

12:50 ～

水上村保健センター
　〇母子手帳　
　〇問診票
　○子どもノート ３カ月児健診

 ▶R４年10月生
13:00 ～

※日程が変更となることがあります。

保健福祉課

無料の悩みごと相談

▶日時：１月 26 日（木）　13:30 ～16:00
▶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　　　土屋  千惠子
▶相談内容（例）：家庭内のこと、人権問題など
▶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）

◆年金相談（予約制）（１/13 ～２/５）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123  ①→②

日 場　所 時　間

16日
（月）  人吉市役所 ９:30 ～

17:00
18日
（水）  多良木町多目的研修センター ９:00 ～

17:00
23日
（月）  人吉市役所 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）  人吉市役所 ９:30 ～

17:00

２　月

１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。

総務課

生活保護の無料相談会

▶日時：１月 22 日（日）　　10:00 ～ 16:00
▶相談方法：
　❶電話相談　☎ 0120（052）088　※当日のみ。

　❷面談相談　問合先に予約  ※１月20 日12 時まで。

　　　　　　　場所：熊本県司法書士会館
　　　　　　　（熊本市中央区大江４ー４ー34）
▶相談担当者：司法書士
▶相談内容（例）：生活保護の申請方法、仕事など
▶その他：秘密は固く守られ相談は無料です。
問  司法書士  萱島  竜三　☎ 096（277）5600
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人　口 /3608人　
男 /1696人　女 /1912人
世帯数 /1537戸
※ 12/31 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（１/13 ～２/５）
※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
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

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

22 日
（日）

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

堤病院附属九日町診療所 22-2251

みなみ眼科 22-6820

さくら調剤薬局九日町店 22-2162

29 日
（日） あさぎり

岩井クリニック 49-2181

東病院 45-5711

おかざき薬局 49-2905

きりん薬局岡原店 45-1280

マリーン岡原薬局 45-6023

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

29 日
（日） 人吉

三浦整形外科医院 22-3401

みのだ内科循環器科 28-3111

人吉医療センター小児科 22-2191

さくら調剤薬局
医療センター前店 32-9657

さくら調剤薬局西間店 22-8850

２　月

５日
（日）

多良木
犬童耳鼻咽喉科 43-0777

きりん薬局原田店 42-6900

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
高田内科医院 38-3677

高階誠心堂錦調剤薬局 38-4940

人吉

外山内科 22-2003

吉村皮ふ科医院 22-7555

にのまち薬局 23-6933

ミユキ薬局インター店 22-7472

日 内　容 場　所 時　間

31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）（１/13 ～２/５）

※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


