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　　　自衛隊採用試験）
７㌻…地域おこし協力隊募集
８㌻…ゆのまえ昔なつかし写真展、認知症の無料講演
　　　会、ほんわり会、相談（悩みごと、事業継承）
９㌻…健康相談・健康教室、年金相談、就労支援相談
10㌻…休日当番医・休日当番薬局、

２㌻…インターネットサービス、防災ラジオ受け取り、
　　　令和５年度  町体育行事
３㌻…国民年金保険料、マイナンバーカード、住民票の
　　　届出、医療機関の受診
４㌻…納期限（３月の使用料）、水上葬斎場手続変更、
　　　スプレー缶などの出し方、有害ごみ置場変更
５㌻…献血、不妊治療の助成、福祉タクシー利用券、自
　　　転車安全利用五則
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インターネットサービスが変わります。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

医療機関は正しく受診しましょう

必要な人が安心して受診できるように次のことに注意
しましょう。

▶注意すること：
　・医療費が高くなる休日や夜間などの「時間外受診」
　　を避け、昼間に受診する
　・相談できる「かかりつけ医」を持つ
　・同じ病気で複数の医療機関を受診すると医療費が
　　増えるだけでなく検査や薬で体に悪影響を与える
　　ることがある
　・医師や薬局に相談し、価格が安い「ジェネリック医
　　薬品」を活用する
　・複数の薬を飲むときは組み合わせによって副作用
　　が強く出るので、薬局に確認をして薬を飲む。ま
　　た薬が余ることがないよう最低限の薬をもらう

税務町民課

スマートフォンアプリで納付できます
国民年金保険料

現金や口座振替、クレジットカードやP
ペイジー

ay-easyなどの
納付に加え、新たにスマートフォンアプリを使った電
子（キャッシュレス）決済でも納付できるようになりま
した。ぜひ利用してください。

▶対象決済アプリ：a
エーユーペイ
uPAY、P

ペイビー
ayB、P

ペイペイ
ayPay、ｄ

ディー
払い

▶必要な物：納付書、スマートフォン、決済アプリ
問  八代年金事務所
　  ☎ 0965（35）6123  自動音声案内②→①

税務町民課

引っ越しをしたら住民票の届出を

住民票は行政サービスや選挙人名簿への登録などにつ
ながる大切な情報です。住所や世帯を変更する人は必
ず届出をしてください。

▶対象者：
　・進学や就職などで引っ越しをする人
　・婚姻などで住所や世帯が変わる人
▶日時：平日  ８:30～17:15
▶場所：税務町民課窓口
▶その他：マイナンバーは引っ越し後も変わりません
　が、マイナンバーカードに新住所を追記する必要が
　あります。転入届を出してから90日以内にマイナン
　バーカードの住所変更手続きを行わないと失効します

教育課

令和５年度  町体育行事

数年ぶりの開催となる大会もあります。準備運動や練
習を行い、ケガをしないようにしましょう。

▶町体育行事・日時：※開催日は現時点での予定です。

行　事 日　時

第58回春季球技大会 ５月21日（日）

B&G財団会長杯
（第59回秋季球技大会） ９月３日（日）

第65回湯前町民体育祭 10月15日（日）

第52回湯前町内駅伝大会 12月３日（日）

▶その他町内や近隣町村で行われるスポーツイベント：
　※くわしい日程などは改めて旬報などでお知らせします。

　・ツアーオブ九州（自転車ロードレース）
　・第２回奥球磨駅伝競走大会
　・第10回公認奥球磨ロードレース大会

総務課

インターネットサービスが変わります

NTT 西日本による光インターネットの提供が始まり
ます。サービスを提供する通信事業者に各家庭から
直接申し込む必要があります。なお、インターネット
サービスの内容や利用料金などについて住民説明会を
開催します。会場での申し込みもできますので、ぜひ参
加してください。

【サービス提供】
▶サービス申込開始日：４月７日（金）
▶サービス提供開始日：４月21日（金）
▶申込方法：
　❶電話…☎0120（116）116
　※９:00 ～17:00。12 月29 日～１月３日除く。

　❷次のQR コードから申し込む

【住民説明会】
▶日時：４月15日（土）、16日（日）
　　　　10：00～12：00、14:00～16:00
▶場所：農村環境改善センター
▶注意事項：
　・町の光インターネットサービスは令和６年３月
　　31日（日）で終了します。なお、新規加入申し込み
　　はことし３月31日（金）までです
　・町の光インターネットサービスを利用している人
　　は令和６年３月31日（日）までにNTT 西日本の光
　　インターネットに切り替えてください。切り替え
　　後には総務課に「インターネットサービス使用中
　　止届」を提出してください
　・ご自宅に訪問販売や電話勧誘があったときは社員
　　証などで販売会社名や連絡先を確認して申し込み
　　してください。すぐに契約せず、不要な勧誘はき
　　きっぱり断ってください。自分ひとりで決断でき
　　ないときは家族や公的機関などに相談してください

フレッツ光概要 コラボ事業者概要

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：３月26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：１月31日現在の本町の交付率は65.7%、県
　内は60.8%、全国では60.1%です

総務課

防災ラジオの受け取りをお願いします

防災ラジオをまだ受け取っていないご家庭は、今月31
日までに役場で受け取りをお願いします。「家族全員が
運転免許証を持っていない」など、役場での受け取りが
難しいときは相談してください。
※防災ラジオの設置も今月中にお願いします。

▶受取可能時間：平日・土日・祝日  ９:00～17:00
　※土日・祝日での受け取りを希望する人は事前に連絡をお願いします。
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税務町民課・保健福祉課

手続き方法が変わります
水上葬斎場  受付・料金支払い方法変更
４月１日（土）から水上葬斎場の火葬受付と料金の支払
方法が変わります。

▶受付方法：

【３月 31 日（金）まで】

業務内容（死亡届受理後） 申請発行窓口

 ・火葬許可申請書作成と許可証発行
 ・葬斎場使用と待合室使用許可申請書の
　発行
 ・葬斎場使用料や待合室使用料の徴収と
　領収書発行

湯前町役場
税務町民課

【４月１日（土）から】

業務内容（死亡届受理後） 申請発行窓口

 ・火葬許可申請書作成と許可証発行 湯前町役場
税務町民課

 ・葬斎場使用と待合室使用許可申請書の
　発行
 ・葬斎場使用料や待合室使用料の徴収と
　領収書発行

水上葬斎場

※４月１日（土）からは役場で発行する「火葬許可証」を水上葬斎場へ
　提出し、料金を支払ってください。

問  ❶人吉球磨広域行政組合  ☎ 0966（22）1414
　  ❷水上葬斎場  ☎ 0966（44）0838
　  ❸税務町民課

保健福祉課

安全にゴミを出しましょう
カセットボンベ・スプレー缶

カセットボンベやスプレー缶をゴミに出すときは次の
２点を行って燃えないゴミとして出してください。爆
発や火災などの重大な事故につながります。

▶すること：
　・ガスを完全に出し切る
　・風通しのよい場所で穴をあける
▶その他：事業所から搬出する殺虫剤スプレー缶やク
　レオソートなどの防腐剤は産業廃棄物となるため、
　町の収集や人吉球磨クリーンプラザへの搬入ができ
　ません。販売店や廃品回収業者、産業廃棄物処理業者
　に相談してください

税務町民課

３月の町税・使用料の納期限

▶対象：
　・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：３月27日（月）
　※残高不足に注意してください。

▶納期限：３月31日（金）
問  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

保健福祉課

有害ごみ置場が変わりました
リサイクルステーション

リサイクルステーション北側にありました有害ごみ置
き場を変更しています。

▶場所：
　変更前…リサイクルステーション北側
　変更後…衣類置場内（入って左側）

総務課

自転車に乗るときはルールを守ろう
自転車安全利用五則

自転車の事故が増えています。特にヘルメットを着用
していない事故が多くなっています。ヘルメットは頭
部を守り、事故による被害を減らします。自分の身を守
るためにも必ず身につけ、ルールを守りましょう。

▶自転車安全利用五則：
　❶車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
　❷交差点では信号と一時停止を守って安全確認
　❸夜間はライトを点灯
　❹飲酒運転は禁止
　❺ヘルメットを着用
　※４月１日（土）から自転車を利用するすべての人にヘルメット着
　　用が努力義務となります。

献血にご協力ください

保健福祉課

▶日時：３月23日（木）　13:45～16:00
▶場所：保健センター
▶内容：400㍉㍑献血
▶対象：次の２つに当てはまる人
　・年齢…17歳（女性は18歳）～69歳　
　・体重…50㌔㌘以上
　※ 65歳以上の人は60歳～64歳の間に献血を行っている人のみ
　　対象です。

▶準備物：献血カード（手帳）※持っている人のみ。

▶その他：献血Webサービス「ラブ
　ラッド」の会員を募集しています。
　右のQRコードから登録してください

「ラブラッド」

保健福祉課

４月３日（月）から発行します
令和５年度分  福祉タクシー利用券
本町では次の対象者がタクシーなどを利用するときに
料金の一部を助成しています。

▶対象者：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
　❶65歳以上で運転免許証を持っていない  ※二輪含む。
　　※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  ※二輪含む。
　　※年齢の条件はありません。

▶持参物：印鑑
▶申請場所：保健センター
▶その他：令和４年度中に発行した福祉タクシー利用
　券の使用期限はことし３月31日（金）までです不妊治療の助成あります

保健福祉課

本町では不妊治療にかかる経済的な負担を軽減するた
めに費用の一部を助成しています。

▶対象者：次のにすべて当てはまる人
　・法律上婚姻関係である夫婦
　・治療を受けた日と申請日の時点で本町に住所があ
　　り、今後も住む予定の人
　・医療保険各法の被保険者や組合員か被扶養者
　・町税や使用料などを滞納していない
　・他の自治体で同一の助成を受けていない
▶提出書類：
　・一般不妊治療か生殖補助医療費等助成事業申請兼
　　請求書
　　※保健センターで受け取るかホームページからダウンロード。

　・医療機関証明書、薬局等証明書
　・町税の滞納がないことを証明する書類
　・治療費の領収書
▶申請期限：３月31日（金）
　※令和４年度中に１回以上の治療が終了した人に限ります。

▶その他：治療内容や年齢で対象外になることがあり
　ます。申請を検討している人は早めに保健センター
　に相談してください
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労災保険 　非常勤職員公務災害補償制度

その他 　健康診断あり

任用根拠 　地方公務員法第22条の２に規定のある「会計
　年度任用職員」としての任用

▶応募要件：❶～❺すべてに当てはまる人
　❶おおむね20歳以上
　❷現在、三大都市圏※１や熊本市などの都市地域に住
　　んでいて、任用後に本町に住民票を移して移住できる
　❸日常的に普通自動車を運転している
　❹地域になじみ、住民と一緒に地域おこしに取り組
　　む意欲がある
　❺パソコン（Word・Excel など）の一般的な操作が
　　できる
　※１：埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・岐阜県・愛知県・三重県・
　　　京都府・大阪府・兵庫県・奈良県のこと。
　※原則、指定した住宅に入居してもらいます（実家に住む人以外は
　　家賃のみ町が負担）
　※活動に使用する車は町が準備します。
　※引っ越しにかかる費用は自己負担です。
▶任用期間：５月１日（月）～令和６年３月31日（日）
　※１年ごとに更新、最長３年まで延長可能。

▶申込方法：「地域おこし協力隊応募用紙」「住民票（写
　し）」「運転免許証（写し）」を企画観光課へ提出（持参
　か簡易書留郵便で郵送）
　※用紙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。

▶申込期限：３月24日（金）　※当日消印有効。

▶選考方法：
　（第１次）書類選考
　（第２次）面接選考（第１次選考合格者のみ）
　※新型コロナの影響で第２次選考をオンラインに変えることがあ
　　ります。

▶申込先：
　〒 868-0621  湯前町1989-1
　　 企画観光課  企画振興係

まちづくりの原動力、推進力となるような人材として
「地域おこし協力隊」を募集しています。本町で起業や
就農を検討している人で町に定住を考えている家族
や知り合いなどへおすすめしませんか。くわしくは町
ホームページから確認してください。

▶職種：地域おこし協力隊
▶仕事内容：❶～❸ともに１人
　❶農業振興に関する活動
　・湯前町農業公社の運営や事務補助、農業研修カリ
　　キュラムの仕事など
　❷林業振興に関する活動
　・奥球磨みらいのもり創造協議会の運営全般や球磨
　　スギ、ヒノキの流通、販売促進に関する活動など
　❸運動・スポーツ・健康増進に関する活動
　・団体と連携し、運動やスポーツを通じた魅力ある
　　町づくりに関する活動など
▶勤務条件：

勤務日 　週５日（原則、月～金曜日）

勤務時間 　週35 時間

勤務場所 　湯前町役場など

休日 　土・日・祝日・年末年始
　※休日出勤のときは休日の振り替えで対応。

報酬額 　月額18万7870円

諸手当 　通勤手当・期末手当

昇給制度 　なし

休暇 　年次有給休暇や夏季休暇などの特別休暇

社会保険 　熊本県市町村職員共済組合・厚生年金保険・雇
　用保険に加入

企画観光課

地域おこし協力隊募集中

町HP

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：４月～６月の毎週火曜日  10:00～11:30
▶場所：保健センター
▶講師：健康運動指導士
▶料金：無料
▶定員：25 人程度
▶申込方法：保健センターに電話
▶申込期限：３月27日（月）

総務課

自衛官採用試験が開催されます

くわしくは問合先にお尋ねください。

【一般曹候補生採用試験（第１回）】
▶対象：18歳以上33歳未満
▶試験：
　・１次試験…５月19日（金）～28日（日）
　・２次試験…６月17日（土）～７月２日（日）
▶試験科目：
　・１次試験…筆記試験、適性検査
　・２次試験…口述試験、身体試験
▶申込期限：５月９日（火）

【自衛官候補生採用試験（第１回）】
▶対象：18 歳以上 33 歳未満
▶試験：
　・WEB 試験…５月24日（水）～25日（木）
　　※いずれかの希望する日。

　・口述試験など…５月27日（土）～28日（月）
　　※いずれか指定される日。

▶申込期限：５月９日（火）
問  自衛隊熊本地方協力本部  人吉地域事務所
　  ☎ 0966（22）4704

教育課

就学に必要な費用を援助します

くわしくは教育課にお尋ねください。

▶対象者：本町に住民票があり、湯前小・中学校に就学
　している子どもの保護者で法律により要保護者に準
　ずる程度に困窮していると認められる人で、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込が必要です。

　❶生活保護が停止・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：就学援助申請書
　※申請書は教育課にあります。

▶提出先：教育課（中央公民館内）

教育課

申請は３月31日（金）までに
高校生などの通学費
▶対象者：人吉市・球磨郡内の高等学校などに公共交
　通機関を使って子どもを通学させる保護者
▶補助率：３分の１以内
▶必要な物：
　・申請書　※教育課にあります。

　・定期券の写し（くま川鉄道利用者）
　・定期券代の領収書（産交バス利用者）
　・通帳
　・印鑑
▶その他：
　・購入するたびに申請が必要です
　・３月以前が含まれている定期券の申請は３月31日
　　（金）までにしてください
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◆健康相談・健康教室（３/15 ～４/５）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

16日
（木）  上村区健康相談 13:30～ 上村公民分館

17日
（金）

 下村区健康相談

13:30～

下村公民分館

 山ノ口地区口腔教室 山ノ口公民分館

20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

23日
（木）

 １歳児育児相談
 ▶R４年２・３月生

９:30 ～ 〃
　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。

第６回  介護者の集いを開催します
ほんわり会

保健福祉課

▶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：３月24日（金）　13:30～15:30
▶場所：ごえんカフェ（古城  旧樅木邸）
▶内容：認知症について
▶講師：湯前町保健センター
　　　　社会福祉士  岩本  好美
▶申込方法：保健センターに電話
▶申込期限：３月22日（水）　

◆年金相談（予約制）（３/15 ～４/５）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎ 0965（35）6123  ①→②

日 場　所 時　間

15日
（水）  多良木町多目的研修センター ９:00～

17:00
20日

（月）  人吉市役所 ９:30～
17:00

22日
（水）  錦町社会福祉協議会（温泉センター） ９:00～

17:00
27日

（月）  人吉市役所 ９:30～
17:00

29日
（水）  多良木町多目的研修センター ９:00～

17:00

４　月

３日
（月）  人吉市役所 ９:30～

17:00
５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。

日 内　容 場　所 時　間

28日
（火）

 若者サポートステーション
 湯前出張相談会  湯前町役場 13:30 ～

16:30

◆就労支援相談（予約制）（３/15 ～４/５）

※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

保健福祉課

無料の悩みごと相談

▶日時：３月23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  氏（行政相談員兼務）
　　　　　　　　　永山  治実  氏
　人権擁護委員　　永濵  みどり  氏
▶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）

企画観光課

無料の事業継承相談会

▶対象者：人吉球磨の事業所で悩みを持っている人
▶相談内容（例）：
　・後継者がいない会社は存続できるか
　・従業員を後継者にしたい
　・会社（事業）を譲りたい
　・事業継承はどのように進めたらいいか
　・体に不安があり、将来が心配など
▶日時：４月20日（木）  ９:00～17:00
▶場所：くまりば（旧国民宿くまがわ荘）
　　　　人吉市相良町４-２
▶相談員：熊本県事業継承・引継ぎ支援センター
▶申込方法：問合先に電話  ※完全予約制です。

▶その他：秘密は固く守られ相談は無料です
問  ❶人吉市経済部商工観光課　☎ 0966（22）5183
　  ❷事業継承・引継ぎ支援センター
　  ☎ 096（311）5030

保健福祉課

認知症に関する無料講演会

▶題名：支える側が支えられるとき
　　　　～認知症の母が教えてくれたこと～
▶講師：藤川  幸之助  先生
　　　　（詩人・児童文学作家、本町出身）
▶日時：３月 22 日（水）　18:00～20:30
▶場所：保健センター
▶申込方法：保健センターに電話で代表者氏名と参加
　人数を伝える
▶申込期限：３月22日（水）  12:00
▶その他：
　・インターネットを使ったオンライン講演会です
　・講師はリモート参加で大きさスクリーンに写します

企画観光課

ゆのまえ昔なつかし写真展を開催

昔の本町の街並みや祭り、国鉄時代の湯前線の写真を
展示します。昔の本町に触れてみませんか。

▶日時：３月16日（木）～26日（日）  ９:00～16:00
▶場所：湯前町レールウイング  ユノレール
問  ❶地域おこし協力隊  山本  ☎ 090（5677）3299
　  ❷企画観光課
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人　口/3591人　
男 /1692人　女 /1899人
世帯数/1526戸
※２/28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（３/15 ～４/５）
※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

19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

田中医院（人吉） 24-6127

田中クリニック 22-7222

増田クリニック小児科 22-3570

五日町薬局 23-6228

鬼木調剤薬局 22-7122

高階誠心堂薬局かわらや店 24-5171

21日
（火）

あさぎり

犬童内科胃腸科医院 45-1125

東病院 45-5711

きりん薬局岡原店 45-1280

くるみ薬局 49-9630

マリーン岡原薬局 45-6023

人吉

堤病院 22-0200

外山胃腸病院 22-3221

たかはし小児科内科医院 24-2222

うさぎ薬局人吉店 32-9621

たんぽぽ薬局 23-6170

ひご薬局下林店 24-1400

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

26日
（日）

あさぎり

岩井クリニック 49-2181

増田耳鼻咽喉科クリニック 45-8001

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

おかざき薬局 49-2905

清風薬局サンロード免田店 49-9600

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

ぎんなん薬局 28-3335

にのまち薬局 23-6933

４　月

２日
（日）

多良木
犬童耳鼻咽喉科 43-0777

きりん薬局原田店 42-6900

相良 権頭医院 36-0008

人吉

豊永耳鼻咽喉科医院 22-2031

人吉リハビリテーション病院 24-6111

増田クリニック小児科 22-3570

五日町薬局 23-6228

クスノキ薬局御薬園店 32-9183

ココ薬局 22-7995


