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九州チャレンジ
サイクルロードレース・・・２面−３面
村のできごと・・・・・・・４面−７面
保健だより・・・・・・・・８面−９面
お知らせ・・・・・・・・・10面−18面
インフォメーション・・・・・・・19面
トピックス・・・・・・・・・・最終面

九州チャレンジサイクルロード
レース２０１５が３月 日︑昨年新
たに誕生した五木源パークを基点と
する特設コースで開催されました︒
大会には全国から２１４人の選手
が 参 加 し︑ 五 木 源 パ ー ク︑ 頭 地 橋︑
国道︑頭地大橋を組み合わせた高低
差約 メートル︵１周７㌔︶のコー
スに挑みました︒
水没予定地から国道へ一気に駆け
上がり︑県道を最高時速 ㌔で駆け
抜ける選手たちに熱い声援が送られ
ていました︒
雨が降る中でスタートしたロード
レース︒体が冷えても︑それをもろ
ともせずペダルをこいでいく選手た
ち︒今回その白熱した大会の模様を
写真で振り返ります︒
※この大会は公益財団法人ＪＫＡの
補助を受けて開催されました︒
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頭地大橋で加速していく姿は圧巻

県道の下り坂で一気にスピードを上げる！

60
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九州チャレンジ
サイクルロードレース
KYUSHU CHALLENGE CYCLE
2015 ROAD RACE 2015
自然が奏でる子守唄の里「五木村」大会

限界を超えて 駆け抜ける
高低差70㍍の坂道を力強く駆け上がる！

雨に打たれながらペダルをこぐ選手集団

国道を猛スピードで駆け抜ける！

健闘をたたえあう選手たち

風を切りながら国道から頭地大橋へ
入り込む
号砲とともにスタートする選手たち

水しぶきをあげながら突き進む久留米大学の選手

70.0㌔の部門で１位に輝いた鹿屋体育大学（鹿児島）の山本
大喜（やまもとまさき）選手。2位と1分17秒の差をつけて
見事優勝！
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ゴールをしたあとの選手の顔は達成感に
満ちあふれていた

頭地橋を渡り難所の坂へ差しかかる！

力を振り絞りゴールを目指す
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村のできごと

いつまでもお元気で

未来の地球環境を守るために

熱い思いが伝わる作品が勢ぞろい

いつまでもお幸せに

「百寿祝い」 淀川フイさん

「貸出用マイバッグ」を寄贈

五木村教育論文表彰式

３組に結婚祝い金を贈呈

西谷の淀川フイさんが、３月１日に満100歳
の誕生日を迎えられました。
淀川さんは、現在相良村にある老人保健施設
を利用中で、当日は他の利用者も見守る中、和
田村長が表彰状と花束などを手渡してお祝いの
言葉をかけると「ありがとうございます」と元
気にお礼を言われました。
いつまでも元気にお過ごしください。

人吉球磨レジ袋削減推進協議会は、地球温暖
化の抑止とごみ減量化を目的に「貸出用マイバ
ッグ」を製作し、レジ袋削減に協力する１１の
店舗に対して寄贈しました。ゆめマート人吉店
では２月２５日にいつきちゃんや他の郡市のゆ
るキャラが参加して、協議会会長の錦町長から
５０個のマイバッグが店長に渡されました。マ
イバッグを忘れたときはぜひご活用ください。

平成26年度五木村教育論文表彰式が２月25
日、役場大会議室で行われ、審査の結果、五
木東小学校の鎌田嗣先生の論文（複式指導の取
組）が最優秀賞に選ばれました。
小中学校から６点の応募があり、先生が一人
一人の子どものことをしっかり把握しながら頑
張っている様子がよく分かる論文でした。
これは、五木村の学校職員としての研鑽と資
質の向上、五木村学校教育の充実振興を図るた
めに行ったものです。

結婚祝い金の贈呈式が２月20日、役場応接室
で行われました。
和田村長が、尾方勇輝さん・愛莉さん夫妻
（竹の川）、松井祐起さん・恵美さん夫妻（九折
瀬）、山本高久さん・由香子さん夫妻（下谷）の
３組に結婚祝い金を手渡しました。また、尾方さ
ん夫妻には出産祝い金も手渡されました。
村では「五木村・定住支援対策事業」に基づ
いて、さまざまな祝い金、助成金などを交付し
ています。

最優秀賞に選ばれた鎌田嗣先生（左から３番目）

３組のご夫婦と双子の赤ちゃんも一緒に！

家族の皆さんと一緒に

マイバッグの寄贈にゆるキャラたちもうれしそう！

火の取り扱いに注意しましょう！

木に触れて大切さを学ぶ

春季防火パレード

木育・地域活性化講演会

五木村消防団、人吉下球磨消防組合中央消防
署北分署による防火パレードが３月１日に行わ
れました。
役場玄関前で出発式を行い、国道・県道沿い
を中心に防火広報が実施されました。これは春
季全国火災予防運動の一つとして、火災予防の
普及啓発を図るために行われたものです。
皆さん一人一人が、火災予防に取り組み、五
木村から１件の火災も起こさないようにしまし
ょう。
全国統一防火標語
「もういいかい 火を消すまでは まあだだよ」

五木村観光協会主催の木育教室・講演会が３
月１日、伝統文化伝承館で行われ、村内外か
ら約２０人の参加がありました。午前は熊本大
学教育学部の田口浩継准教授による講演が行わ
れ、「親子で楽しむ木育講座」と題して木の生
態や大切さについて話がありました。講演会の
あとは木琴づくりの体験があり８枚のヒノキ板
と台座を、のこ・木づち・カッター・木工ボン
ドなどを使用して、円形型の木琴を完成させま
した。参加者たちは出来上がった木琴にビー玉
を入れて回し、心地よい音色を楽しみました。

国道沿い（野々脇）で防火広報
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村のできごと
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木の年輪について説明をする田口浩継准教授

かやぶき民家で楽しいひとときを
ひな祭りお笑いライブ＆チェロコンサート
五木村観光協会主催のひな祭りお笑いライブ＆チェ
ロコンサートが３月１日、かやぶき民家で行われ村内
外から約60人が訪れました。
五木村観光協会の松井秀夫会長の歓迎あいさつのあ
と、淀川つるよさんが「五木の子守唄」を披露。その
あと第１部として、故ばってん荒川さんの息子のイサ
オさんとミートボールの２人組「肥後ドッコイ」によ
るお笑いライブショーが行われました。第二部では、
吉川よしひろさんのチェロコンサートが開演。心地よ
く感動的な音色に観客は酔いしれていました。

心に響く音色を奏でる吉川よしひろさん

観客を笑いの渦にいざなった肥後ドッコイのライブ

イサオさんが「およねばあさん」に。やっぱりそっくりだ！
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村のできごと
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村のできごと

環境にやさしい村づくりを目指して

春の自然と風景に触れる

再生可能エネルギー導入設置セレモニー

フットパス・五木村モニターツアー

再生可能エネルギー導入に伴うセレモニーが３月９日に行
われ、村、施工業者の関係者が出席しました。
災害が発生したときの福祉避難所に指定されている「小規
模多機能ホーム五木の友」と「保健福祉総合センター」に、
木質バイオマスボイラーと太陽光発電がそれぞれ整備されま
した。
また、五木の友に整備された木質バイオマスボイラーの導
入は、五木温泉夢唄に続いて２カ所目となります。
これは、平成24年７月に発生した九州北部豪雨で甚大な
災害が当村に発生し、災害に強い村づくりが課題となってい
ました。そこで、当村が昨年度策定した「エネルギー政策ビ
ジョン」に基づく再生可能エネルギーの一つとして、村の豊
富な森林資源を活用するため、整備されたものです。
□施設の概要
【小規模多機能ホーム五木の友】
・木質バイオマスボイラー １台
・太陽光パネル
42 枚
・蓄電池
１台
【保健福祉総合センター】
・太陽光パネル
54 枚
・蓄電池
１台

グリーンツーリズム研究会（吉松ひとみ会長）主催
のフットパス・五木村モニターツアーが３月７日に行
われ、村外から約40人が参加しました。
参加者は、道の駅から水没予定地へ下り頭地地区へ
再び上がる６キロのコースを歩きました。当日は絶好
の天気に恵まれ、透き通った川辺川や以前民家が立ち
並んでいた跡地などの景色を堪能しました。
これは、今後の観光振興に生かすためグリーンツー
リズム研究会と球磨地域振興局が企画し、実施したも
のです。

木質バイオマスボイラーにまきを入れ、点火
の確認を行うつばめタクシー㈱の北昌二郎社
長（右）と和田村長

保健福祉総合センターに
設置された太陽光パネル

大正 15 年に完成した頭地橋を歩きました

安全確保や観光振興に期待

希望を胸に新たな道へ

自らの命を守るために

五家荘トンネル開通式

五木中学校卒業式

自主防災会合同避難訓練

五家荘トンネル開通式が３月16日、八代市泉
町柿迫（トンネル終点側）で行われ、関係者、
地元住民が出席しました。
以前の旧道は幅員が狭く、土砂崩れや落石が
発生していたため、熊本県は安全な走行環境を
確保し、観光、産業の支援を図ることを目的と
してバイパスの整備を進めてきました。
総延長は五家荘トンネル（640メートル）を
含む881メートルで、安全性の確保や時間の短
縮が図られ、今後の五家荘・五木村の観光振
興、産業・経済の発展が期待されます。

五木中学校卒業証書授与式が３月15日、同体
育館で行われ、９人が思い出の詰まった校舎に
別れを告げました。
卒業生は、在校生、保護者、先生、来賓の皆
さんの温かい拍手で入場。卒業証書授与では元
気のよい返事が響き渡り、堂々と受け取る姿に
成長と頼もしさが感じられました。
「門出の詩」では、在校生から卒業生にメッ
セージが伝えられると涙を流していました。
心から感動する卒業式となりました。

頭地・高野・九折瀬地区の自主防災会合同避難訓練が
３月８日に行われ、約100人が参加しました。
当日は大雨洪水警報が発表されたことを想定し、告知
放送で避難勧告が発令されると、第一次避難場所の伝統
文化伝承館へ地区ごとに移動。次に避難指示が発令され
ると第二次避難場所の東小体育館へ移動しました。また
ＡＥＤと消火器の操作訓練も行われました。
この避難訓練は、村、人吉下球磨消防組合中央消防署
北分署の協力で行われ、地域の防災意識の向上、助け合
いの技術習得を目的として実施されたものです。

待望の開通を祝ってテープカット

歌とメッセージで感謝の気持ちを伝えました
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第一次避難場所へ集合

心地よい天気に笑顔で歩く姿が印象的

参加者には手作りのストラップなどが配られました

国道の歩道を通って第二次避難場所へ

ＡＥＤの使い方の指導もありました
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保健だより

保健だより

４月の保健だより

４月２日〜４月８日は発達障がい啓発週間です
４月２日〜８日は、発達障がい啓発週間です。また、４月２日は、世界自閉症啓発デーです。

発達障がいってなに？
発達障がいは、脳機能の発達が関係する生まれつきのものです。
発達障がいがある人は、コミュニケーションや対人関係をつくるのが苦手です。「自分勝手」とか「変わった人」
「困った人」と誤解され、敬遠されることも少なくありません。
複数の障がいが重なって現われることもありますし、障がいの程度や年齢（発達段階）
、生活環境などによっ
ても症状は違ってきます。

周囲の理解が得られ、本人の能力を伸ばすための支援や環境を整えることが大切です。

場所

頭地

宮園

小鶴

三浦

期日

４月２１日（火）
５月１２日（火）
５月２６日（火）

４月２３日（木）
５月１４日（木）
５月２８日（木）

４月２８日（火）

４月３０日（木）

５月１９日（火）

５月２１日（木）

受付

9：30

受付

9：30

受付

9：30

受付

9：30

開始

10：00

開始

10：00

開始

10：00

開始

10：00

時間
場所
期日

相手の障がいの種類や程度にもよりますが、以下のような方法が挙げられます。

時間
困りごと１
●同じ事を何回も伝えているのに、本人が同じミスを繰り返している。
本人は説明した内容を理解していないようだ。
方法１
方法２
方法３

平沢津
４月２３日（木）
５月１４日（木）
５月２８日（木）
受付
13：30
開始
14：00

平瀬

下梶原

４月２８日（火）

４月３０日（木）

５月１９日（火）

５月２１日（木）

受付
開始

受付
開始

13：30
14：00

13：30
14：00

あなたもげんぞう会に参加してみませんか？

説明や指示は短い文で、順を追って具体的に行う。
写真や絵などの目で見てわかる情報を見せて説明する。
できたことをほめ、できないことは改善策を具体的に伝える。

困りごと２
●人から話しかけられたり、人混みに行くとパニックを起こして気分が悪そうだ。
→方法１

瀬目
４月２１日（火）
５月１２日（火）
５月２６日（火）
受付
13：30
開始
14：00

げんぞう会は、
要介護認定を受けていない 65 歳以上の人であれば、
誰でも参加できます。
平成 26 年度は、五木村全体で 117 人の皆さんが参加しています。まだ参加していな
い人は、一度会場に遊びに来ませんか？
身体ほぐしの運動やレクレーション、保健師による健康相談も随時対応しています。
お気軽にご参加ください。また、げんぞう会会場までの送迎を希望される場合は、事前
に保健福祉課に連絡してください。

人混みや大きな音、光などの刺激が苦手な人には、刺激がない環境を整える。

困りごと３
●仕事上の服装をなおしてもらいたいので、本人にそれとなく伝えるが、わかっていないようだ。
→方法１ 暗黙の了解や社会のルール、善悪などを具体的に伝える。
※写真は三浦地区の
皆さん

※ あくまで一例です。本人の状況により対応方法は異なります。

（２） こころの健康相談

どこに相談したらいいの？

①熊本県人吉保健所精神保健相談

まずは保健福祉課に相談してください。本人の状態に合わせて、必要なとき地域の専門相談につなげます。
こどもの場合は、乳幼児健診などでも相談を受けています。

◎現在、日程と会場を調整中です。

（３） 乳幼児健診のお知らせ
期 日

受付時間

４月１０日（金） 13 時 30 分〜
５月 １日（金） 14 時 00 分
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専門の医師が相談を受けます。
専門医の受診が難しい人、ぜひ、この機会を
利用してみませんか？

場 所
保健センター

備 考
3・6・10 ヵ月、1 歳 2 ヵ月、
1 歳 6 ヵ月、3・4・５歳児対象

※ 完全予約制なので、事前に保健所担当まで連絡し
てください。

※ 完全予約制なので、事前に保健所担当まで
連絡してください。

②五木村 こころの健康相談
臨床心理士が相談を受けます。
相 談 日：５月１３日（水）
相談内容：物忘れ相談、人間関係の
悩みや病気の対応など
◎相談内容の秘密は固く守られます。
坂田臨床心理士
◎相談は、無料です。
◎ご希望があれば、ご自宅に伺うこともできます。

問い合わせ先：保健福祉課
（電話 37‑2214 ＩＰ電話

2214）
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リサイクルマークのある紙製容器は﹁資源ごみ﹂です

リサイクルマークのある紙製容器は﹁資源ごみ﹂です

発達障がいの人にはどのように対応したらいいの？

（１）４月・５月のげんぞう会（介護予防教室）の日程表

村からのお知らせ

村からのお知らせ

平成２５年度から、五木村診療所で勤務された

４月の診療所担当医師予定表

中山医師が異動となりました

電話

２年間お世話になりました！

中山 剛

電動カート利用料を月額２,０００円に引き
下げます！

村では、移動手段を持たない高齢の人などを対象に、電動カートの貸出を行っています。
利用料については、これまでの月額３,０００円から２,０００円に引き下げて利用をしやすくしました。
電動カートにはメンテナンス・保険が付いているので安心です。また、利用開始２カ月間は無料で貸出を
していますので、お気軽にお試しください。
◆利用対象者は
・６５歳以上で移動手段を持たない人
・下肢に３級以上の障害のある人
・その他村長が特に必要と認める人
◆貸出台数は１世帯に１台です

日

5

12

19

26

月

結婚祝い金の支給額を２０万円に増額します！
※結婚仲介奨励金制度は廃止します

火

水

木

金

土

1

2

3

4

外科

（外科）
下川

9

10

外科

（代謝内分泌内科）
野田

16

17

外科

（血液内科）
樅田

23

24

外科

（代謝内分泌内科）
野田

6

7

8

（総合診療科）
吉村

（総合診療科）
吉村

13

14

（総合診療科）
吉村

（総合診療科）
吉村

20

21

（総合診療科）
吉村

（総合診療科）
吉村

27

28

29

30

（総合診療科）
吉村

（総合診療科）
吉村

昭和の日

外科

15

22

11

18

25

５月の診療所担当医師予定表
日

月

火

水

木

金

土

1

2

（外科）
下川
3

4

5

6

7

8

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

振替休日

外科

（代謝内分泌内科）
野田

10

11

12

13

14

15

（総合診療科）
吉村

（総合診療科）
吉村

外科

（血液内科）
樅田

18

19

21

22

（総合診療科）
吉村

（総合診療科）
吉村

外科

（代謝内分泌内科）
野田

24

25

26

28

29

31

（総合診療科）
吉村

（総合診療科）
吉村

外科

（外科）
下川

17

【問い合わせ先】 保健福祉課 電話 ３７‒ ２２１４ ＩＰ電話 ２２１４

子育て
定住支援

2008

※ 都合により、担当医師が変更となる場合もあります。ご了承ください。

４月からの制度改正のお知らせ
福祉

IP 電話

リサイクルマークのある紙製容器は﹁資源ごみ﹂です

リサイクルマークのある紙製容器は﹁資源ごみ﹂です

前 五木村診療所所長

このたび、３月をもって異動の辞令がございましたので広報の書面をお
借りして村民のみなさまにごあいさつ申しあげます。
私は平成２５年４月に五木村診療所所長を拝命し、２年がたちました。
当初は「へきが痛い」や「ひゅーに注射をしてほしい」など聞きなれない
言葉にも驚きましたが、皆さまの温かいご支援をいただきながら所長とし
ての職務を遂行してまいりました。
２年間の短い期間ではございましたが、思い返せば外来に足を運んでい
ただいた方一人一人との会話から、難しい病気を患われた方との闘病な
ど、いくつもの思い出があり村の主治医として勤務させていただいたこの
経験は私の医師人生にとってもかけがえのないものとなりました。
今年の３月からは訪問看護も診療所で開始され、ようやくこれからより
皆さまに身近な診療所となるべく邁進するところでの異動となってしまっ
たことは残念でなりませんが、４月からは志を同じくする自治医科大学卒
の先生も新たに赴任されます。皆さまがこれからも安心して健康に生活で
きるよう申し送りをしておく所存でございます。
私は熊本市での勤務となりますが、近いうちに観光者として五木村へ遊
びに来たいと思っておりますので、そのときはどうぞよろしくお願いいた
します。では皆さま２年間どうもありがとうございました。
季節の変わり目ですので体調を崩されないようお気をつけください。

37‑2008

20

27

9

16

23

30

人吉医療センター予約センター（旧人吉総合病院） 月曜日〜金曜日
午前９時〜午後５時
【初診時】 電話 ２２−１９００
【再来時】 電話 ２２−７８７８
【夜間救急時】 電話 ２２−２１９１

【問い合わせ先】 住民税務課 電話 ３７‒ ２２１３
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村からのお知らせ

パスポート
申請から受領までの日数が短縮されます。

４月１日の受付分から
受領までの必要な日数が、９日間となります。
（現行１１日）。
（※）平日のみを数え、土日祝日および年末年始を
除く。

五木村パスポート窓口
住民税務課 電話 ３７−２２１３

森林

健康

遠足や運動会、ハイキングなど、イベントが多い季節になりました。
気温が高くなると食中毒が起こりやすくなります。
食品の衛生的な取り扱いに心がけましょう。

険があります
・森林保険は、森林所有者自らがこのような突然の
災害に備える唯一のセーフティネットであり、重要
な公的保険です
・これからも森林保険に加入しましょう！

お弁当を作るときは

ハイキングや魚釣りをするときは

・必ず食べる当日に作りましょう。
・作る前、食べる前には手をよく洗いましょう。
・食品は、中心部までしっかり加熱し、十分に
冷ましてから清潔な箸で弁当箱に詰めましょう。
・お弁当は、涼しいところで保管し、早めに食べ
ましょう。
・食べ残しの食品は、思い切って捨てましょう。

・見慣れない野草やフグなどの素人調理はしない
ようにしましょう。

移管時点で有効な契約は森林総研に自動的に引き継
がれます（必要な手続きはありません）
法律や契約の内容など、不明な点は下
記にご連絡ください。

―五木村選挙管理委員会からお知らせ―

熊本県議会議員一般選挙が執行されます！

〜 選挙は政治に参加する大切な機会です。進んで投票に行きましょう！〜
●投票日：４月１２日（日）
●投票所・投票時間
第１投票所

保健福祉総合センター
（午前７時〜午後６時）

第６投票所

平瀬特設投票所
（午前７時〜午後６時）

第２投票所

宮園憩いの家
（午前７時〜午後６時）

第７投票所

下梶原地区集会所
（午前７時〜午後５時）

第３投票所

西地区集会室
（午前７時〜午後６時）

第８投票所

山口地区集会所
（午前７時〜午後５時）

第４投票所

南地区集会室
（午前７時〜午後６時）

第９投票所

平沢津体育館
（午前７時〜午後４時）

第５投票所

三浦地区集会室
（午前７時〜午後６時）

●期日前投票：４月４日（土）〜１１日（土） 午前８時３０分〜午後８時
五木村役場 １階 小会議室１
※４月１２日（日）当日に投票所へ行けない人は、期日前投票をご利用ください。
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食中毒に注意しましょう！

平成２７年４月１日、森林国営保険が(独)森林総合
研究所へ移管されます！
・森林は、風害、水害、山火事などの災害にあう危

連絡先（法律の内容など）
熊本県 森林整備課 普及指導班
電話 ０９６−３３３−２４４１（直通）
連絡先（契約の内容など）
五木村森林組合
電話 ３７−２３１４ ＩＰ電話 ２３１４

選挙

春は行楽のシーズンです

バーベキューなどをするときは
生肉にはＯ(オー)１５７、カンピロバクター、サルモ
ネラなどの食中毒菌が付いている可能性があります。
・生肉と野菜は別々に盛りつけましょう。
・「焼くときの箸」と「食べるときの箸」は区別
しましょう。
・肉は中心部まで十分に加熱して食べましょう。

＜食用と間違えやすい有毒植物の例＞
バイケイソウ（オオバギボウシ、ギョウジャ
ニンニクと間違えやすい）
スイセン（ニラ、ノビルと間違えやすい）
トリカブト（ニリンソウ、モミジガサと間違
えやすい）
イヌサフラン（ギョウジャニンニク、ギボウ
シと間違えやすい）

リサイクルマークのある紙製容器は﹁資源ごみ﹂です

リサイクルマークのある紙製容器は﹁資源ごみ﹂です

パスポートの申請と受領はお住まいの
市町村パスポート窓口へ

村からのお知らせ

楽しい思い出を台無しにしないためにも、食中毒
には十分注意しましょう。

＜食中毒に関する情報＞厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou̲iryou/shokuhin/syokuchu/index.html
【問い合わせ先】 保健福祉課 電話 ３７‒ ２２１４ ＩＰ電話 ２２１４

年金

国民年金の加入・手続きの方法を
お知らせします

国民年金は誰もが加入する制度です。
日本に住んでいる２０歳以上６０歳未満のすべ
ての人は、国民年金に加入することになります。
加入者は、職業などで３つのグループに分かれ
ており、それぞれ加入手続きが異なります。
・第１号被保険者
自営業者、学生、フリーター、無職の方など
で、加入手続きはご自分で住所地の市区役所・
町村役場の国民年金担当窓口で行います。
・第２号被保険者
会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組
合に加入されている方で、加入手続きは勤務先
が行います。

◎国民年金保険料は口座振替がお得です。
口座振替をご利用いただくと、保険料が自動的
に引き落としされるので金融機関などに行く手間
が省け、納め忘れもなく、とても便利です。
また、口座振替は当月分保険料を当月末に振替
納付することで、月々５０円割引される早割制度
や、現金納付よりも割引額が多い６ヵ月前納・１
年度前納・２年度前納もあり、大変お得です。
口座振替を希望する人は、納付書または年金手
帳、通帳、金融機関届出印をお持ちになり、希望
の金融機関または年金事務所へお越しください。

・第３号被保険者
第２号被保険者に扶養されている配偶者の方
で、加入手続きは第２号被保険者の勤務先を経
由して行います
【問い合わせ先】 住民税務課 電話 ３７‒ ２２１3
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村からのお知らせ
児童
手当

村からのお知らせ

児童手当制度についてお知らせします

○支給対象者
中学校卒業まで（１５歳の誕生日後の最初の３月３１日まで）の児童を養育している人。

○支給額
児童手当の額（1 人当たり月額）

３歳未満

一律１５，０００円

３歳以上小学校修了前

１０，０００円（第３子以降は１５，０００円）

中学生

一律１０，０００円

※児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律５，０００円を支給
します。
※「第３子以降」とは、高校卒業まで（１８歳の誕生日後の最初の３月３１日まで）の養育している児童のう
ち、３番目以降をいいます。

○支給時期
原則として、毎年６月、１０月、２月に、それぞれの前月分までの手当てを支給します。
例）６月支給日には、２月分〜５月分の手当てを支給します。

ひと

せい

ねん

○継続して手当てを受ける場合
毎年６月に現況届を提出してもらう必要があります。現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、６月分以降
の児童手当などを引き続き受ける要件（児童の監督や保護、生計同一関係など）を満たしているかどうかを確
認するためのものです。
※提出がない場合には、６月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

ま

こう

けん

認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由により判断能力が
不十分なため、自分ひとりでは契約や財産の管理などをすること
が難しい方が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよ
うに「成年後見制度」利用の支援を行います。

福祉サービスや
福
施設入所の
施
契約内容が
契
理解できない。
理

物忘れがあり、
財産管理が
うまくできない。

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・村内で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
・受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の
指定を受けるとき

・初めてお子さんが生まれたとき
・第２子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
・他の市町村に住所が変わったとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき

く

人吉球磨
成年後見センター

○届出が必要な事項

〜特に以下の事項に該当するときは15日以内に届出を行なう必要があります〜

よし

リサイクルマークのある紙製容器は﹁資源ごみ﹂です

リサイクルマークのある紙製容器は﹁資源ごみ﹂です

児童の年齢

障がいの
ある子の
親なき後が
心配。

成年後見制度
についてくわしく
知りたい。

このようなときは、お気軽にご相談ください。

☎0966-24-9192
人 吉 市 西 間 下 町 永 溝 4 1 -1

社会福祉法人

人吉市社会福祉協議会

【問い合わせ先】 保健福祉課 電話 ３７‒ ２２１４ ＩＰ電話 ２２１４
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村からのお知らせ

「基礎控除額(３３万円)」を超えない世帯

村からのお知らせ

保険料の均等割額を８.５割軽減

後期
高齢

後期高齢者医療保険の加入者の皆さんへ

●後期高齢者医療制度の対象となる人

拡大

・７５歳以上の方（７５歳の誕生日から自動的に加入）

「基礎控除額(３３万円)」＋「２６万円×
世帯の被保険者数」を超えない世帯

保険料の均等割額を５割軽減

・６５歳から７４歳までの方で一定の障がい(１〜４級)がある人
※生活保護を受けている方及び外国人で在留期間が３か月未満である人などは対象になりません。

拡大

●平成２７年度の保険料率
「基礎控除額(３３万円)」＋「４７万円×

後期高齢者医療制度の保険料率は２年ごとに見直され、熊本県内均一となります。

＊均等割の軽減判定についての総所得金額などは、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前にな
ります。また、年金所得については15万円を控除した額で判定します。
◆保険料の所得割額(所得に応じて負担する保険料)の軽減
被保険者の総所得金額等が

保険料額

均等割額

（年額）

（被保険者 1 人当たり）

※年額５７万円が上限です

「基礎控除額(３３万円)」＋５８万円を超

＝

４７，９００円

リサイクルマークのある紙製容器は﹁資源ごみ﹂です

リサイクルマークのある紙製容器は﹁資源ごみ﹂です

世帯の被保険者数」を超えない世帯

保険料の均等割額を２割軽減

所得割額
＋

総所得金額等−３３万円
（基礎控除）
×
所得割率

9.26％
保険料の所得割額を５割軽減

えない人

●後期高齢者医療保険料の納め方
後期高齢者医療保険料は、特別徴収(年金からの差し引き)又は普通徴収(納付書又は口座振替)で納めること

●平成２７年度は保険料軽減対象者が拡大します
所得が低い方や被用者保険加入者に扶養されていた方の保険料は、継続して軽減されます。
※被用者保険とは協会けんぽ、健保組合、共済組合などです。

になります。

【特別徴収の人】
平成２７年４月から年金から差し引いて保険料を納めていただきます。

≪被用者保険加入者に扶養されていた方の軽減≫
被用者保険加入者に扶養されていた方も、特別措置として、平成２７年度も保険料の均等割額が
９割軽減されます（所得割額はかかりません）。

【普通徴収の人】
平成２７年４月から納付書又は口座振替で保険料を納めていただきます。

対象となる人

… 資格を得た日の前日まで、被用者保険加入者に扶養されていた人

＊現在普通徴収の人(年金受給額が年間１８万円未満の方を除く)で、平成２６年４月２日以降に７５歳の誕生
日を迎えられた人は、平成２７年度途中から特別徴収に変更になる場合がありますので、詳しくは担当まで
お問い合わせください。

≪所得が低い方の軽減≫
◆保険料の均等割額の軽減
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の合計額が

≪特別徴収から口座振替への変更について≫
後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金からの差し引き)で納めている人は、申請することで、納付方法を口
座振替に変更することができます。

「基礎控除額(３３万円)」を超えない世帯で、被保
険者全員の年金収入の控除額をそれぞれ８０万円

保険料の均等割額を９割軽減

として計算したうえで所得が0円となる場合
【問い合わせ先】 保健福祉課 電話 ３７‒ ２２１４ ＩＰ電話 ２２１４
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リサイクルマークのある紙製容器は﹁資源ごみ﹂です

年間 回程度の講座で︑毎回
テーマは異なります︒健康づく
りや生きがいづくりを学ぶ受講
生を募集しています︒
■入学資格 人吉球磨に居住し
ている 歳以上の人
■講座内容 地域の歴史と文
化・ボランティア入門・健康
づくり・レクリエーションそ
の他
■日時 原則として毎月第３月
曜 日 午 後１ 時 分 〜３ 時
分
■場所 人吉総合福祉センター他
■定員 １００人程度
■受講料 年額５０００円

人吉球磨定住自立圏共生ビジョン（案）
五木村役場 総務課
４月２４日（金）消印有効
住所、氏名、意見を明記し、公開
場所にある投函箱に投函するか、郵
送、ＦＡＸで提出してください。
※ご意見をいただいたあと、人吉球磨定住自立圏共
生ビジョン懇親会でさらに協議します。

改正児童買春・児童ポルノ禁
止 法 が 昨 年 施 行 さ れ︑ 今 年 の
７月 日から児童ポルノ単純所
持罪が適用されることになりま
した︒自己の性的好奇心を満た
す目的で児童ポルノを所持し
た 場 合︑ １ 年 以 下 の 懲 役 又 は
１００万円以下の罰金が科せら
れます︒
少年に有害な雑誌・ＤＶＤな
どを廃棄する場合は︑少年の目
に触れることがないように︑適
切な方法で廃棄をお願いします︒
■問い合わせ先 熊本県くら
しの安全推進課
☎０９６ ３- ３３ ２- ２９４

いると罰せられます

児童ポルノを持って

30

ミツバチに影響がある
農 薬 散 布に注 意しま
しょう

カンキツ類の開花期防除は︑
農薬散布によるミツバチへの危
害 が 生 じ な い よ う︑ 近 く の 養
蜂家と巣箱の位置や防除計画な
ど事前に情報交換を行いましょ

リサイクルマークのある紙製容器は﹁資源ごみ﹂です

【問い合わせ先】
医療法人 精翠会地域生活支援センター翠
電話 ２２−２５７０

確定申告書を提出した後で計
算誤りなど申告した内容に間違
いがあることに気付いた場合に
は︑﹁更正の請求﹂や﹁修正申告﹂
を行い︑税額を訂正してくださ
い︒
また︑確定申告をしなければ
ならないのに︑確定申告するこ
とを忘れていた場合は︑できる
だけ早く申告するようにしてく
ださい︒
詳しくは国税庁ホームページ
をご覧いただくか︑最寄りの税
務署まで︑お気軽にお尋ねくだ
さい︒
■問い合わせ先
人吉税務署
☎２３ ２
‑ ３１１
※自動音声案内

確定申告が間違って
いた と き

う︒また︑農薬散布のときは︑
ミツバチや巣箱に農薬がかから
ないよう十分注意しましょう︒
■問い合わせ先 熊本県農業
技術課
☎０９６ ３
‑ ３３ ２
‑ ３８１
畜産課
☎０９６ ３
‑ ３３ ２
‑ ４０１
球磨地域振興局農業普及・
振興課
☎２４ ４
‑ １１７

公開する資料 …
公開場所 ………
募集期限 ………
提出方法 ………

︵２回の分割が可能︶
入学金 １０００円
■申し込み方法 はがきに︑住
所・氏名・生年月日・連絡方
法︵電話など︶を記入してく
ださい︒
■申し込み期限 ４月 日︵木︶
■問い合わせ・申し込み先
〒８６８ ０
‑ ０５７
２ 永井方
人吉市土手町
さわやか大学事務局
☎２２ ３
‑ ４４４
19

−

【問い合わせ先】
五木村役場総務課 〒８６８−０２０１
五木村甲２６７２番地７
電話 ３７−２２１１ ＩＰ電話 ２２１１

日時：４月２８日（火）
午後７時００分〜午後９時００分
（開場：午後６時３０分から）
会場：せきれい館（あさぎり町深田西９５５−１）
対象：人吉球磨地域住民の人
定員：１００人程度
参加費：無料 ※予約や申込みは必要ありません。
プログラム：◎基調講演 「精神科」ってどんなとこ？
精神疾患の早期発見と早期治療を目指して
講師：医療法人 精翠会 吉田病院
医師：興野 康也 氏
※パネルディスカッションも行われます。

現在、人吉市と球磨郡９町村で、人吉球磨定住自
立圏形成協定を締結し、「集約とネットワーク」の
考え方に基づき、中心市の人吉市と近隣自治体が相
互に連携と協力を行い、圏域の活性化を図るため、
「人吉球磨定住自立圏共生ビジョン（案）」の策定
を行っています。
そこで、この案を公開し村民の皆さんからの意見
を募集します。

「五大疾病」に位置付けられている精神疾患（うつ
病や認知症など）の患者数が増加しています。
こころの病は誰でもかかりうる身近な病気です。
病気や障がいと向き合いながら生活されているご
本人の思いや支援者の実状などを、少しでも多くの
地域住民の皆さまへお伝えしたいので、今回の講演
会を実施することになりました。正しい知識や情報
が早期発見と早期治療に役立ちます。この機会にぜ
ひご参加ください。

試験対策講座を実施しますの
で︑奮って参加してください︒
■ 講 座 科 目 ﹁２ 級 土 木 施 工 管
理技士﹂試験対策講座
■訓練期間 ７月〜 月の土曜
日︵ 日間︶ ※最後の２日
間は実地試験対策を実施
■時間 午前９時〜午後４時
■募集期間 ４月 日︵月︶〜
４月 日︵火︶
■受講料 ２万円︵テキスト代
を含みます︶
※実地試験対策のみを受講す
る場合は５千円︵テキススト
代別︶
■注意事項
月実施の試験に
申し込みを予定している人
が対象となります︒試験申し
込みまたは要項などもご相
談ください︒
■問い合わせ先 職業訓練法人
人吉球磨能力開発センター
☎２２ ２
‑ ４７５
10

人吉球磨さわやか
大学の受講生を募集中

13

30
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貨物用
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28

10

60

四輪以上

営業用
自家用
営業用
自家用
乗 用
軽自動車

人吉球磨地域精神保健福祉啓発講演会
人吉球磨定住自立圏共生ビジョン
(案)に対する村民の皆さんのご意見
を募集しています
10

【原動機付自転車および二輪車など】平成２７年２月１７日に「地方税法の一部を改正する法律案」が国会に
提出され、「二輪車等に係る税率の引き上げの１年延期」が示されています。そのため、平成２８年度から変
更される見込みです。（３月１日現在）
30

20 20

30

10

4,600 円
8,200 円
12,900 円
4,500 円
6,000 円
3,900 円
6,900 円
10,800 円
3,800 円
5,000 円
三

輪

3,100 円
5,500 円
7,200 円
3,000 円
4,000 円
28

車種区分

率 （年税額）
税

在職者は熊本県立高等技術
要約筆記者養成講座
専
門
校
☎０９６ ３
︵全 回︶
‑ ７８ ０
‑ １２１
■主催 熊本県立高等技術専門校
要約筆記者は︑聴覚障がい者︑
職業訓練生を
とりわけ中途失聴者︑難聴者の
人の社会参加を支援するため︑ 募 集 し ま す ！
話し言葉を文字に変えることで
専門技術・知識を習得し︑ス
コミュニケーションの支援を行
キルアップするための訓練生を
います︒
募集します︒事業所に既に就職
■講座期間
月 日〜 月
している従業員の皆さん︑また︑
日︑毎週木曜日︑全 回︒
■開催場所 熊本県身体障がい 技術を身に付けて今後の仕事に
役立てたいという就職準備中の
者福祉センター
■対象 高校生以上の知識があ 皆さんなど大歓迎です︒
■募集科目 ①木造建築科
る人
②配管科
■定員 ①手書き
人
■訓練期間 ４月〜平成 年
②パソコン
人
３月︵授業は主に土曜日で一
■費用 ３千円程度
部金曜日にも実施︶
︵テキスト代︶
年間約 日程度
■申し込み期限 ４月 日︵木︶
■受講料 一人当たり年間３万円
■申し込み・問い合わせ先
■募集締め切り ４月末日
熊本県聴覚障害者情報提供
︵その後も５月末日まで随時
センター
受け付け︶
☎０９６ ３
‑ ８３ ５
‑ ５９５
級・１級の技能士の
※電話で申し込んでください︒ ■資格
国家資格が取得可能です︒
障がい者委託訓練の
■
助
成金 雇用保険適用事業所
に在職している人は︑事業所
受講生募集
に対して国から助成金が交
付されます︒
障がいのある人︵身体︑知的︑
精神︑発達︑難病︑高次脳機能 ■問い合わせ先 職業訓練法人
人吉球磨能力開発センター
障がい︶を対象とした職業訓練
☎２２ ２
を企業などに委託して県内各地
‑ ４７５
で行ない︑受講生を募集してい
２級土木施工管理技士
ます︒
試験対策講座の受講生
仕事に必要な技能習得︵パソ
コン操作や実習など︶のための
を募集します！
コースを計画し︑訓練期間は
月実施の土木施工管理技士
原則３カ月︑受講料は無料です
試験に申し込みを予定している
︵教材代などは必要︶
■申込先 求職者はハローワーク 人︑今から申し込みをする人︑
10

平 成 27 年 3 月 31 日 平成 27 年 4 月 1 日以 最 初 の 新 規 検 査 か ら
までに最初の新規検査 後に最初の新規検査を 13 年 を 経 過 し た 車 両
（ウ）
した車両（イ）
をした車両（ア）

60

2

21 10

【四輪以上及び三輪の軽自動車】
１．平成２７年３月３１日までに新車新規登録（初めて車両番号の指定を受けたもの）した車両は、初年度検
査年月（初めて車両番号の指定を受けた月）から１３年目までは、平成２６年度までの税額と同額です。
２．平成２７年４月１日に新車新規登録した車両は、平成２７年度課税から新税額となります。
３．平成２７年４月２日以降に新車新規登録した車両は、平成２８年度課税から新税額となります。
４．２８年度課税から、最初の新規検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車について、重課が導入されます。
（ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを
内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。）
14

平成２６年度の税制改正に伴い、軽自動車税の税率変更が行われます。
5

軽自動車税の税率（年額）が変わります
21

税金
29

村からのお知らせ
イン フ ォ メ ーション
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祝 五木村林業研究グループ

林野庁長官賞を受賞！

自然が奏でる子守唄の里 五木村

平成 26 年度全国林業グループコンクール（主催・全国林業研究グループ連絡
協議会、協賛・全国林業改良普及協会）が３月３日、東京の国立オリンピック記念
青少年総合センターで開催されました。
九州ブロック代表からは、五木村林業研究クラブの中村会長が同グループの活
動を、
「森へ行こう！」を合言葉にツリークライミングや高校生に対する林業体験、
木の駅プロジェクトの中心となって活動していることを発表し、林野庁長官賞を
受賞しました。
当日は全国６ブロックの代表グループが集まり、
他の団体も多彩な活動内容を発表しました。
栄誉ある農林水産大臣賞には、中国・四国ブロッ
ク代表の「西井川林業クラブ」が受賞しました。

〒868-0201
FAX：0966-３７-2215

□編集/総務課

TEL：0966-37-２２１１

□発行/五木村役場

熊本県球磨郡五木村甲2672-7

□発行日/平成27年４月１日

◎農林水産大臣賞
徳島県 西井川林業クラブ
◎林野庁長官賞
宮城県 津山町林業研究会
山梨県 あすなろ林業研究グループ
富山県 砺波地区林業研究グループ協議会
大阪府 ＮＰＯ法人 森のプラットフォーム高槻
熊本県 五木村林業研究クラブ

左から中村会長、林野庁長官、平野会員

学校の歴史を
後世に伝えるために
教育委員会は、これまでに
閉校した学校の校旗と校歌を
額装して、東小学校の玄関口
に掲示しました。
また、閉校跡地には記念碑
も建てられています。訪れた
ときは、ぜひご覧ください。

歴史の重みを感じる記念碑。
写真は西小学校跡地に建てられたもの

15

生︼おめでとうございます

２月 日 杉山 舞実︵すぎやま まみ︶
︵父︶正憲 ︵母︶泉貴 ︵西谷︶

1 3

日

6

２月

計 2

73

敏希︵吐合︶
晴香︵氷川町︶

1 1

23

八尋
宮﨑

3

︵敬称略︶

女 1

歳︶八原

0 2

松永チツ子︵

3

日

死 亡

男 1
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♥ご成婚♥

口・・・1,2１４人

世帯数・・・518世帯

︻出

︻おくやみ︼

２月

人

出 生

先月はよく泣きました︒保育

所︑小学校︑中学校の卒業式

で︑取材に行くたび感動して涙

を流したものですから・・・︒

巣立ち︑成長していく子どもた

ちの姿はまぶしく︑力強さを感

先月の下旬ごろ︑寒さが少し

じます︒

の間だけ舞い戻りましたが︑そ

れ以降は暖かい春の陽気がこの

季節の変わり目︑特に春にな

五木村を包んでいます︒

ると眠くなるので︑ストレッチ

と思っているのですが︑

をしてリフレッシュをしなけれ

ば！

さて︑今年も色鮮やかな桜が

これがなかなか・・・︒

姿をみせてくれました︒美しい

ものは心が和みます︒︵真︶

http ://www.vill.itsuki.lg.jp

12日(日)
17日(金)
23日(木)
30日(木)

五木中央保育所入園式
消防入退団式
五木東小学校入学式
五木中学校入学式
人吉高等学校五木分校入学式
熊本県議会議員一般選挙投票日
行政相談
戦没者追悼式
区長会

戸籍の窓口
※2月21日〜3月20日届出分

転 出

1日(水)
5日(日)
8日(水)
8日(木)

人の動き（2月末現在）

転 入

4

月

ホームページアドレス

行事予定

きれいに額装された旧校旗。
写真は、西小学校と北小学校のもの

