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お知らせ版

球磨村ふるさと環境美化条例
～平成25年４月１日施行～

▶違反した場合
　禁止行為に違反した者に対して、村が勧告や命令を行い、正当な理由がなく従わなかった場合
は、氏名等を公表することがあります。

（問い合わせ）健康衛生課　生活環境係　☎（３２）１１３９

　道路、公園などの公共の場所では、空き缶・タバコの吸殻などの散乱や飼い犬のふんの放置
などにより、村の景観が損なわれているところが少なくありません。
　また、道路脇の他人が所有する土地や河川に弁当類（弁当容器・ペットボトル・レジ袋など）
などが捨てられているのが目立ちます。これらは環境を汚すだけでなく、土地の所有者や周辺に
住む人々に迷惑や不快な思いをさせます。
　球磨村では、このような問題を防止するため、人吉球磨地域の市町村と連携して、村民、事業者、
所有者の皆さんと、行政が力を合わせ、清潔で美しいふるさとづくりを推進し、美しいふるさと
を次の世代に引き継ぐことを目的として「球磨村ふるさと環境美化条例」を平成 25年４月１日
から施行します。

▶条例では次のようなルールを定めています

ごみのポイ捨ての禁止
　道路、公園、河川など公
共の場所や他人の土地に、
空き缶、吸殻などのごみを
捨ててはいけません。

落書きの禁止
　道路、公園、河川など公
共の場所や他人の土地にあ
る建物・工作物に、落書き
をしないようにしましょう。

犬のふんの放置禁止
　飼い犬を散歩させるとき
は、犬のふんを回収するた
めの用具を携帯し、飼い犬
がふんをしたときは持ち帰
りましょう。
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平成 24 年度 球磨村職員人事行政運営等の状況の公表 
 球磨村人事行政の運営等の状況を公表に関する条例（平成 17 年３月 15日条例第 11 号）に基づき、村職員給与や任免などの状況を公表します。 

１．職員の任免及び職員数の状況 
■職員の採用・退職に関する状況（教育長含む） 

平成 23 年４月１日現在

の職員数（Ａ） 

平成 23年度中の異動 
平成 24年４月１日採用（Ｄ） 

平成 24年４月１日現在の職員数 

（A）－（B）＋（C）＋（Ｄ） 退職（Ｂ） 採用（Ｃ） 

71 人 ５人 ０人 ２人 68 人 

■部門別職員数の状況と主な増減理由 

 職員数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

平成 23年 平成 24年 

一般行政 

議会 １人 １人  

総務 19 人 18 人 △１ 事務の統廃合縮小 

税務 ７人 7 人  

農林水産 ７人 ７人  

商工 ２人 ２人  

土木 ８人 ８人  

民生 ６人 ５人 △１ 事務の統廃合縮小 

衛生 ６人 ６人  

小計 56 人 54 人 △２  

特別行政 
教育 11 人 10 人 △１ 事務の統廃合縮小 

小計 11 人 10 人 △１  

公営企業 

水道 １人 １人  

その他 ３人 ３人  

小計 ４人 ４人  

合計 71 人 68 人 △３  

２．職員給与の状況（平成 24 年４月１日現在） 
■人件費の状況（一般会計決算） 

区分 
住民基本台帳人口 

（平成 23年度末） 
歳出額Ａ 実質収支 人件費Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

平成 22年度の 

人件費率 

平成 23年度 4,370 人 3,187,052 千円 94,485 千円 568,146 千円 17.8％ 13.2％ 

■職員給与の状況（一般会計） 

区分 職員数Ａ 
給与費 一人当たり給与費 

Ｂ／Ａ 給料 職員手当 期末勤勉手当 計 Ｂ 

平成 23年度 64 人 216,980 千円 19,988 千円 76,669 千円 313,637 千円 4,900 千円 
※職員数には公営企業職員は含まれません。職員手当には退職手当は含みません。 

■職員の平均給与、給与月額等の状況 

区分 
一般行政職 

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

球磨村 39.9 歳 287,900 円 312,300 円 
※「平均給料月額」とは、職員の基本給の平均です。 

※「平均給与月額」とは、給料に諸手当を加えた平均です。 

■職員の初任給の状況                  ■職員経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 

区分 

一般行政職  

区分 

一般行政職 

初任給  経験年数 

球磨村 国  10～15 年 20～25 年 25～30 年 

大学卒 172,200 円 172,200 円  大学卒 252,300 円 336,200 円 369,800 円 

高校卒 140,100 円 140,100 円  高校卒 230,400 円 320,200 円 340,300 円 

■一般行政職の級別職員数の状況 

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

計 標準的な 

業務内容 
主事・技師 主事・技師 

係長・参事 

主査 

課長補佐 

主幹 

課長・事務局長 

審議員 
総務企画課長 

職員数 10 人 ４人 25 人 7 人 ７人 １人 54 人 

構成比 18.5％ 7.4％ 46.3% 13.0％ 13.0％ 1.8％ 100％ 
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■期末手当・勤勉手当 

区分 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.225 月 0.675 月 

12 月期 1.375 月 0.675 月 

計 2.60 月 1.35 月 

職務階級加算 役職加算 ５～10％ 

■各種手当の状況 

手当名 内容 支給人数 １人当たり平均支給月額 

扶養手当 扶養親族のある職員に支給 29 人 20,300 円 

住居手当 住居を借入れている職員に支給 ９人 19,800 円 

通勤手当 片道２㎞以上の職員に支給 50 人 5,400 円 

管理職手当 課長級職員に支給 ８人 25,600 円 

３．職員の勤務時間 
勤務時間 休憩時間 週休日・休日 

8：30～17：15 12：00～13：00 土曜日、日曜日・祝日、年末年始 

４．職員の分限及び懲戒処分の状況（平成 23 年度） 
■分限処分                             ■懲戒処分 

降任 免職 休職 降級 計 戒告 減給 停職 免職 計 

０人 ０人 １人 ０人 １人 ０人 １人 ０人 ０人 １人 

５．職員の服務状況 
 地方公務員法では、「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専

念しなければならない。」という服務の根本基準が規定されています。 

 職務の遂行に当たって職員が守るべき義務は次のとおりです。 

①法令等及び上司の職務命令に従う義務 ②信用失墜行為の禁止 ③秘密を守る義務 

④職務に専念する義務 ⑤政治的行為の制限 ⑥争議行為の禁止 ⑦営利企業等への従事制限 

 服務規律の遵守については、職員研修や文書などにより、機会あるごとに周知徹底を図り、綱紀の粛正及び服務規律の徹底に努めています。 

６．職員の研修及び勤務成績評定の状況 
区分 研修内容 受講者数 

熊本県研修協議会 新規採用職員研修 １人 

一般職員１部研修 ４人 

一般職員２部研修 ３人 

新任課長研修 １人 

新任係長研修 １人 

税務職員研修 ８人 

人事評価実務研修 ２人 

市町村職員中央研修 市町村アカデミー研修 ３人 

その他研修 新規採用職員・隊内生活体験（郡町村会） １人 

新規採用職員研修（一勝地温泉「かわせみ」） １人 

ＩＴ人材育成研修 16 人 

合計 41 人 

 また、職員一人ひとりの能力が最大限に発揮できる適正配置や、より一層適正な処遇を行うため、球磨村職員人事評定実施要綱の規定により「勤

務評定」を実施しています。 

７．職員の福祉及び権利の保護の状況 
■職員の福祉制度                           ■利益の保護の状況 

健康保険 熊本県市町村共済組合 不利益処分に関する不服申し立て ０件 

健康診断 
定期健康診断（人間ドッグ受診者除く全職員） 勤務条件に関する措置の要求 ０件 

人間ドッグ受診（対象者 30 歳以上）   

 

■期末手当・勤勉手当 

区分 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.225 月 0.675 月 

12 月期 1.375 月 0.675 月 

計 2.60 月 1.35 月 

職務階級加算 役職加算 ５～10％ 

■各種手当の状況 

手当名 内容 支給人数 １人当たり平均支給月額 

扶養手当 扶養親族のある職員に支給 29 人 20,300 円 

住居手当 住居を借入れている職員に支給 ９人 19,800 円 

通勤手当 片道２㎞以上の職員に支給 50 人 5,400 円 

管理職手当 課長級職員に支給 ８人 25,600 円 

３．職員の勤務時間 
勤務時間 休憩時間 週休日・休日 

8：30～17：15 12：00～13：00 土曜日、日曜日・祝日、年末年始 

４．職員の分限及び懲戒処分の状況（平成 23 年度） 
■分限処分                             ■懲戒処分 

降任 免職 休職 降級 計 戒告 減給 停職 免職 計 

０人 ０人 １人 ０人 １人 ０人 １人 ０人 ０人 １人 

５．職員の服務状況 
 地方公務員法では、「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専

念しなければならない。」という服務の根本基準が規定されています。 

 職務の遂行に当たって職員が守るべき義務は次のとおりです。 

①法令等及び上司の職務命令に従う義務 ②信用失墜行為の禁止 ③秘密を守る義務 

④職務に専念する義務 ⑤政治的行為の制限 ⑥争議行為の禁止 ⑦営利企業等への従事制限 

 服務規律の遵守については、職員研修や文書などにより、機会あるごとに周知徹底を図り、綱紀の粛正及び服務規律の徹底に努めています。 

６．職員の研修及び勤務成績評定の状況 
区分 研修内容 受講者数 

熊本県研修協議会 新規採用職員研修 １人 

一般職員１部研修 ４人 

一般職員２部研修 ３人 

新任課長研修 １人 

新任係長研修 １人 

税務職員研修 ８人 

人事評価実務研修 ２人 

市町村職員中央研修 市町村アカデミー研修 ３人 

その他研修 新規採用職員・隊内生活体験（郡町村会） １人 

新規採用職員研修（一勝地温泉「かわせみ」） １人 

ＩＴ人材育成研修 16 人 

合計 41 人 

 また、職員一人ひとりの能力が最大限に発揮できる適正配置や、より一層適正な処遇を行うため、球磨村職員人事評定実施要綱の規定により「勤

務評定」を実施しています。 

７．職員の福祉及び権利の保護の状況 
■職員の福祉制度                           ■利益の保護の状況 

健康保険 熊本県市町村共済組合 不利益処分に関する不服申し立て ０件 

健康診断 
定期健康診断（人間ドッグ受診者除く全職員） 勤務条件に関する措置の要求 ０件 

人間ドッグ受診（対象者 30 歳以上）   

 

■期末手当・勤勉手当 

区分 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.225 月 0.675 月 

12 月期 1.375 月 0.675 月 

計 2.60 月 1.35 月 

職務階級加算 役職加算 ５～10％ 

■各種手当の状況 

手当名 内容 支給人数 １人当たり平均支給月額 

扶養手当 扶養親族のある職員に支給 29 人 20,300 円 

住居手当 住居を借入れている職員に支給 ９人 19,800 円 

通勤手当 片道２㎞以上の職員に支給 50 人 5,400 円 

管理職手当 課長級職員に支給 ８人 25,600 円 

３．職員の勤務時間 
勤務時間 休憩時間 週休日・休日 

8：30～17：15 12：00～13：00 土曜日、日曜日・祝日、年末年始 

４．職員の分限及び懲戒処分の状況（平成 23 年度） 
■分限処分                             ■懲戒処分 

降任 免職 休職 降級 計 戒告 減給 停職 免職 計 

０人 ０人 １人 ０人 １人 ０人 １人 ０人 ０人 １人 

５．職員の服務状況 
 地方公務員法では、「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専

念しなければならない。」という服務の根本基準が規定されています。 

 職務の遂行に当たって職員が守るべき義務は次のとおりです。 

①法令等及び上司の職務命令に従う義務 ②信用失墜行為の禁止 ③秘密を守る義務 

④職務に専念する義務 ⑤政治的行為の制限 ⑥争議行為の禁止 ⑦営利企業等への従事制限 

 服務規律の遵守については、職員研修や文書などにより、機会あるごとに周知徹底を図り、綱紀の粛正及び服務規律の徹底に努めています。 

６．職員の研修及び勤務成績評定の状況 
区分 研修内容 受講者数 

熊本県研修協議会 新規採用職員研修 １人 

一般職員１部研修 ４人 

一般職員２部研修 ３人 

新任課長研修 １人 

新任係長研修 １人 

税務職員研修 ８人 

人事評価実務研修 ２人 

市町村職員中央研修 市町村アカデミー研修 ３人 

その他研修 新規採用職員・隊内生活体験（郡町村会） １人 

新規採用職員研修（一勝地温泉「かわせみ」） １人 

ＩＴ人材育成研修 16 人 

合計 41 人 

 また、職員一人ひとりの能力が最大限に発揮できる適正配置や、より一層適正な処遇を行うため、球磨村職員人事評定実施要綱の規定により「勤

務評定」を実施しています。 

７．職員の福祉及び権利の保護の状況 
■職員の福祉制度                           ■利益の保護の状況 

健康保険 熊本県市町村共済組合 不利益処分に関する不服申し立て ０件 

健康診断 
定期健康診断（人間ドッグ受診者除く全職員） 勤務条件に関する措置の要求 ０件 

人間ドッグ受診（対象者 30 歳以上）   

 

■期末手当・勤勉手当 

区分 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.225 月 0.675 月 

12 月期 1.375 月 0.675 月 

計 2.60 月 1.35 月 

職務階級加算 役職加算 ５～10％ 

■各種手当の状況 

手当名 内容 支給人数 １人当たり平均支給月額 

扶養手当 扶養親族のある職員に支給 29 人 20,300 円 

住居手当 住居を借入れている職員に支給 ９人 19,800 円 

通勤手当 片道２㎞以上の職員に支給 50 人 5,400 円 

管理職手当 課長級職員に支給 ８人 25,600 円 

３．職員の勤務時間 
勤務時間 休憩時間 週休日・休日 

8：30～17：15 12：00～13：00 土曜日、日曜日・祝日、年末年始 

４．職員の分限及び懲戒処分の状況（平成 23 年度） 
■分限処分                             ■懲戒処分 

降任 免職 休職 降級 計 戒告 減給 停職 免職 計 

０人 ０人 １人 ０人 １人 ０人 １人 ０人 ０人 １人 

５．職員の服務状況 
 地方公務員法では、「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専

念しなければならない。」という服務の根本基準が規定されています。 

 職務の遂行に当たって職員が守るべき義務は次のとおりです。 

①法令等及び上司の職務命令に従う義務 ②信用失墜行為の禁止 ③秘密を守る義務 

④職務に専念する義務 ⑤政治的行為の制限 ⑥争議行為の禁止 ⑦営利企業等への従事制限 

 服務規律の遵守については、職員研修や文書などにより、機会あるごとに周知徹底を図り、綱紀の粛正及び服務規律の徹底に努めています。 

６．職員の研修及び勤務成績評定の状況 
区分 研修内容 受講者数 

熊本県研修協議会 新規採用職員研修 １人 

一般職員１部研修 ４人 

一般職員２部研修 ３人 

新任課長研修 １人 

新任係長研修 １人 

税務職員研修 ８人 

人事評価実務研修 ２人 

市町村職員中央研修 市町村アカデミー研修 ３人 

その他研修 新規採用職員・隊内生活体験（郡町村会） １人 

新規採用職員研修（一勝地温泉「かわせみ」） １人 

ＩＴ人材育成研修 16 人 

合計 41 人 

 また、職員一人ひとりの能力が最大限に発揮できる適正配置や、より一層適正な処遇を行うため、球磨村職員人事評定実施要綱の規定により「勤

務評定」を実施しています。 

７．職員の福祉及び権利の保護の状況 
■職員の福祉制度                           ■利益の保護の状況 

健康保険 熊本県市町村共済組合 不利益処分に関する不服申し立て ０件 

健康診断 
定期健康診断（人間ドッグ受診者除く全職員） 勤務条件に関する措置の要求 ０件 

人間ドッグ受診（対象者 30 歳以上）   

 

■期末手当・勤勉手当 

区分 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.225 月 0.675 月 

12 月期 1.375 月 0.675 月 

計 2.60 月 1.35 月 

職務階級加算 役職加算 ５～10％ 

■各種手当の状況 

手当名 内容 支給人数 １人当たり平均支給月額 

扶養手当 扶養親族のある職員に支給 29 人 20,300 円 

住居手当 住居を借入れている職員に支給 ９人 19,800 円 

通勤手当 片道２㎞以上の職員に支給 50 人 5,400 円 

管理職手当 課長級職員に支給 ８人 25,600 円 

３．職員の勤務時間 
勤務時間 休憩時間 週休日・休日 

8：30～17：15 12：00～13：00 土曜日、日曜日・祝日、年末年始 

４．職員の分限及び懲戒処分の状況（平成 23 年度） 
■分限処分                             ■懲戒処分 

降任 免職 休職 降級 計 戒告 減給 停職 免職 計 

０人 ０人 １人 ０人 １人 ０人 １人 ０人 ０人 １人 

５．職員の服務状況 
 地方公務員法では、「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専

念しなければならない。」という服務の根本基準が規定されています。 

 職務の遂行に当たって職員が守るべき義務は次のとおりです。 

①法令等及び上司の職務命令に従う義務 ②信用失墜行為の禁止 ③秘密を守る義務 

④職務に専念する義務 ⑤政治的行為の制限 ⑥争議行為の禁止 ⑦営利企業等への従事制限 

 服務規律の遵守については、職員研修や文書などにより、機会あるごとに周知徹底を図り、綱紀の粛正及び服務規律の徹底に努めています。 

６．職員の研修及び勤務成績評定の状況 
区分 研修内容 受講者数 

熊本県研修協議会 新規採用職員研修 １人 

一般職員１部研修 ４人 

一般職員２部研修 ３人 

新任課長研修 １人 

新任係長研修 １人 

税務職員研修 ８人 

人事評価実務研修 ２人 

市町村職員中央研修 市町村アカデミー研修 ３人 

その他研修 新規採用職員・隊内生活体験（郡町村会） １人 

新規採用職員研修（一勝地温泉「かわせみ」） １人 

ＩＴ人材育成研修 16 人 

合計 41 人 

 また、職員一人ひとりの能力が最大限に発揮できる適正配置や、より一層適正な処遇を行うため、球磨村職員人事評定実施要綱の規定により「勤

務評定」を実施しています。 

７．職員の福祉及び権利の保護の状況 
■職員の福祉制度                           ■利益の保護の状況 

健康保険 熊本県市町村共済組合 不利益処分に関する不服申し立て ０件 

健康診断 
定期健康診断（人間ドッグ受診者除く全職員） 勤務条件に関する措置の要求 ０件 

人間ドッグ受診（対象者 30 歳以上）   

 

■期末手当・勤勉手当 

区分 期末手当 勤勉手当 

６月期 1.225 月 0.675 月 

12 月期 1.375 月 0.675 月 

計 2.60 月 1.35 月 

職務階級加算 役職加算 ５～10％ 

■各種手当の状況 

手当名 内容 支給人数 １人当たり平均支給月額 

扶養手当 扶養親族のある職員に支給 29 人 20,300 円 

住居手当 住居を借入れている職員に支給 ９人 19,800 円 

通勤手当 片道２㎞以上の職員に支給 50 人 5,400 円 

管理職手当 課長級職員に支給 ８人 25,600 円 

３．職員の勤務時間 
勤務時間 休憩時間 週休日・休日 

8：30～17：15 12：00～13：00 土曜日、日曜日・祝日、年末年始 

４．職員の分限及び懲戒処分の状況（平成 23 年度） 
■分限処分                             ■懲戒処分 

降任 免職 休職 降級 計 戒告 減給 停職 免職 計 

０人 ０人 １人 ０人 １人 ０人 １人 ０人 ０人 １人 

５．職員の服務状況 
 地方公務員法では、「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専

念しなければならない。」という服務の根本基準が規定されています。 

 職務の遂行に当たって職員が守るべき義務は次のとおりです。 

①法令等及び上司の職務命令に従う義務 ②信用失墜行為の禁止 ③秘密を守る義務 

④職務に専念する義務 ⑤政治的行為の制限 ⑥争議行為の禁止 ⑦営利企業等への従事制限 

 服務規律の遵守については、職員研修や文書などにより、機会あるごとに周知徹底を図り、綱紀の粛正及び服務規律の徹底に努めています。 

６．職員の研修及び勤務成績評定の状況 
区分 研修内容 受講者数 

熊本県研修協議会 新規採用職員研修 １人 

一般職員１部研修 ４人 

一般職員２部研修 ３人 

新任課長研修 １人 

新任係長研修 １人 

税務職員研修 ８人 

人事評価実務研修 ２人 

市町村職員中央研修 市町村アカデミー研修 ３人 

その他研修 新規採用職員・隊内生活体験（郡町村会） １人 

新規採用職員研修（一勝地温泉「かわせみ」） １人 

ＩＴ人材育成研修 16 人 

合計 41 人 

 また、職員一人ひとりの能力が最大限に発揮できる適正配置や、より一層適正な処遇を行うため、球磨村職員人事評定実施要綱の規定により「勤

務評定」を実施しています。 

７．職員の福祉及び権利の保護の状況 
■職員の福祉制度                           ■利益の保護の状況 

健康保険 熊本県市町村共済組合 不利益処分に関する不服申し立て ０件 

健康診断 
定期健康診断（人間ドッグ受診者除く全職員） 勤務条件に関する措置の要求 ０件 

人間ドッグ受診（対象者 30 歳以上）   
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『嘱託職員』及び『臨時職員』を募集します
■健康衛生課
採用人数 職務内容 受験資格

１人
　４月から球磨村役場健康衛生課で、特定健康診査後の保健指
導及び国民健康保険被保険者の健康指導並びに後期高齢者医療
被保険者の健康指導等に従事します。

・看護師の資格を有する人
・普通自動車免許

●試験内容　　①面接試験　②自己紹介カード等による書類選考
●試験日程等　①�試験期日　３月上旬ごろ（面接試験の日時については、申し込み締め切り後、申込者へ　

別途通知します。
　　　　　　　②試験会場　球磨村コミュニティセンター「清流館」会議室（役場横）を予定
　　　　　　　③合格発表　試験結果は、郵送により通知します。
●受験手続　　①受付の期間及び時間
　　　　　　　　期間　２月12日（火）～２月26日（火）まで（ただし、土曜・日曜を除く）
　　　　　　　　時間　午前8時30分～午後５時まで
　　　　　　　②申込手続き
　　　　　　　　�球磨村役場総務企画課に備え付けの「申込用紙」及び「自己紹介カード」に必要事項を記

入し、提出してください。
●給料等　　　①�賃金は7,000円程度で村の規定により支給されます。その他、社会保険・雇用保険が適用さ

れます（手当等は支給されません。）。
　　　　　　　②勤務時間等は、球磨村職員の勤務時間に準じます。
●雇用期間　　平成25年４月１日（月）～平成26年３月31日まで
●問い合わせ　健康衛生課　☎（32）1139

■産業振興課
採用人数 職務内容 受験資格

２人
　4月から球磨村役場産業振興課に勤務し、耕作放棄地の農地
保全活動等に従事します（耕作放棄地解消事業）。

・現在失業中の人
・普通自動車免許

２人
　4月から球磨村役場産業振興課に勤務し、球磨川沿線雑木の
伐採や整備活動等に従事します（急流球磨川の軽観作りによる
観光客誘致事業）。

・現在失業中の人
・普通自動車免許

●試験内容　　①面接試験　②自己紹介カード等による書類選考
●試験日程等　①�試験期日　３月上旬ごろ（面接試験の日時については、申し込み締め切り後、申込者へ　

別途通知します。
　　　　　　　②試験会場　球磨村コミュニティセンター「清流館」会議室（役場横）を予定
　　　　　　　③合格発表　試験結果は、郵送により通知します。
●受験手続　　①受付の期間及び時間
　　　　　　　　期間　２月12日（火）～２月26日（火）まで（ただし、土曜・日曜を除く）
　　　　　　　　時間　午前8時30分～午後５時まで
　　　　　　　②申込手続き
　　　　　　　　�球磨村役場総務企画課に備え付けの「申込用紙」及び「自己紹介カード」に必要事項を記

入し、提出してください。
●給料等　　　①�賃金は6,000円程度で村の規定により支給されます。その他、社会保険・雇用保険が適用さ

れます（手当等は支給されません。）。
　　　　　　　②勤務時間等は、球磨村職員の勤務時間に準じます。
●雇用期間　　平成25年４月１日（月）～平成26年３月31日まで
●問い合わせ　産業振興課　☎（32）1115
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■ふるさと振興センター
採用人数 職務内容 受験資格

１人
　４月から球磨村ふるさと振興センターに勤務し、施設管理、
炭焼き及び当該施設から友尻地区球磨川沿岸までの景観整備等
に従事します。

・球磨村に居住している人
・普通自動車免許

●試験内容　　①面接試験　②自己紹介カード等による書類選考
●試験日程等　①�試験期日　３月上旬ごろ（面接試験の日時については、申し込み締め切り後、申込者へ別

途通知します。
　　　　　　　②試験会場　球磨村コミュニティセンター「清流館」会議室（役場横）を予定
　　　　　　　③合格発表　試験結果は、郵送により通知します。
●受験手続　　①受付の期間及び時間
　　　　　　　　期間　２月12日（火）～２月26日（火）まで（ただし、土曜・日曜を除く）
　　　　　　　　時間　午前8時30分～午後５時まで
　　　　　　　②申込手続き
　　　　　　　　�球磨村役場総務企画課に備え付けの「申込用紙」及び「自己紹介カード」に必要事項を記

入し、提出してください。
●給料等　　　①�賃金は6,500円程度で村の規定により支給されます。その他、社会保険・雇用保険が適用さ

れます（手当等は支給されません。）。
　　　　　　　②勤務時間等は、球磨村職員の勤務時間に準じます。
●雇用期間　　平成 25年４月１日（月）～平成 26年３月 31日まで
●問い合わせ　産業振興課　☎（32）1115

■農業委員会
採用人数 職務内容 受験資格

１人

　４月から球磨村役場農業委員会に勤務し、
農家台帳整備等の事務に従事します（農地
制度円滑化事業）。

・球磨村に居住している人
・�身体障害者手帳の交付をうけている人（自力
で通勤および歩行ができ、かつ介護なしに事
務職として職務が遂行可能な人）

・パソコン操作ができる人
・口頭試問（面接）に対応できる人

●試験内容　　①面接試験　②自己紹介カード等による書類選考
●試験日程等　①�試験期日　３月上旬ごろ（面接試験の日時については、申し込み締め切り後、申込者へ別

途通知します。
　　　　　　　②試験会場　球磨村コミュニティセンター「清流館」会議室（役場横）を予定
　　　　　　　③合格発表　試験結果は、郵送により通知します。
●受験手続　　①受付の期間及び時間
　　　　　　　　期間　２月12日（火）～２月26日（火）まで（ただし、土曜・日曜を除く）
　　　　　　　　時間　午前8時30分～午後５時まで
　　　　　　　②申込手続き
　　　　　　　　�球磨村役場総務企画課に備え付けの「申込用紙」及び「自己紹介カード」に必要事項を記

入し、提出してください。
●給料等　　　①�賃金は5,300円程度で村の規定により支給されます。その他、社会保険・雇用保険が適用さ

れます（手当等は支給されません。）。
　　　　　　　②勤務時間等は、球磨村職員の勤務時間に準じます。
●雇用期間　　平成 25年４月１日（月）～平成 26年３月 31日まで
●問い合わせ　産業振興課　☎（32）1115
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■教育委員会（給食調理員）
採用人数 職務内容 受験資格

１人

　４月から、球磨村給食共同調理場（球磨村教育
委員会所属）で、給食調理員として給食の調理業
務に従事します。

・球磨村に居住している人
・普通自動車免許
・�調理師資格を有する人、もしくは３年
以内に資格を取得する意思のある人

●試験内容　　①面接試験　②自己紹介カード等による書類選考
●試験日程等　①�試験期日　３月上旬ごろ（面接試験の日時については、申し込み締め切り後、申込者へ別

途通知します。
　　　　　　　②試験会場　球磨村コミュニティセンター「清流館」会議室（役場横）を予定
　　　　　　　③合格発表　試験結果は、郵送により通知します。
●受験手続　　①受付の期間及び時間
　　　　　　　　期間　２月12日（火）～２月26日（火）まで（ただし、土曜・日曜を除く）
　　　　　　　　時間　午前8時30分～午後５時まで
　　　　　　　②申込手続き
　　　　　　　　�球磨村役場総務企画課に備え付けの「申込用紙」及び「自己紹介カード」に必要事項を記

入し、提出してください。
●給料等　　　①報酬は、月額115,000円程度　②社会保険・雇用保険適用　③手当、賞与あり
●雇用期間　　平成25年４月１日（月）～平成26年３月31日まで
　　　　　　　※勤務状況によって雇用の更新あり。
●問い合わせ　教育委員会　☎（32）1117

■球磨村文化協会
採用人数 職務内容 受験資格

１人
　４月から、球磨村文化協会事務局（球磨村教育
委員会）で、地域巡回等による「高齢者の生きが
いづくり」推進業務に従事します。

・現在失業中の人
・普通自動車免許
・基礎的なパソコン操作ができる人

１人
　４月から、球磨村文化協会事務局（球磨村教育
委員会）で、地域の教育力を活用した「学校応援
団づくり」推進業務等に従事します。

・現在失業中の人
・普通自動車免許
・�基礎的なパソコン操作ができる人

●試験内容　　①面接試験　②自己紹介カード等による書類選考
●試験日程等　①�試験期日　３月上旬ごろ（面接試験の日時については、申し込み締め切り後、申込者へ別

途通知します。
　　　　　　　②試験会場　球磨村コミュニティセンター「清流館」会議室（役場横）を予定
　　　　　　　③合格発表　試験結果は、郵送により通知します。
●受験手続　　①受付の期間及び時間
　　　　　　　　期間　２月12日（火）～２月26日（火）まで（ただし、土曜・日曜を除く）
　　　　　　　　時間　午前8時30分～午後５時まで
　　　　　　　②申込手続き
　　　　　　　　�球磨村役場総務企画課に備え付けの「申込用紙」及び「自己紹介カード」に必要事項を記

入し、提出してください。
●給料等　　　①�賃金は5.300円程度で村の規定により支給されます。その他、社会保険・雇用保険が適用さ

れます（手当等は支給されません。）。
　　　　　　　②勤務時間等は、球磨村職員の勤務時間に準じます。
●雇用期間　　平成 25年４月１日（月）～平成 26年３月 31日まで
●問い合わせ　球磨村文化協会（教育委員会内）　☎（32）1117
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■教育委員会（公用車運転業務）
採用人数 職務内容 受験資格

2人
４月から、球磨村教育委員会に勤務し、公用車運転業務（学校
スクールバス・公共交通対策等）に従事します。

・球磨村に居住している人
・大型自動車免許

●試験内容　　①面接試験　②自己紹介カード等による書類選考
●試験日程等　①�試験期日　３月上旬ごろ（面接試験の日時については、申し込み締め切り後、申込者へ　

別途通知します。
　　　　　　　②試験会場　球磨村コミュニティセンター「清流館」会議室（役場横）を予定
　　　　　　　③合格発表　試験結果は、郵送により通知します。
●受験手続　　①受付の期間及び時間
　　　　　　　　期間　２月 12日（火）～２月 26日（火）まで（ただし、土曜・日曜を除く）
　　　　　　　　時間　午前 8時 30分～午後５時まで
　　　　　　　②申込手続き
　　　　　　　　�球磨村役場総務企画課に備え付けの「申込用紙」及び「自己紹介カード」に必要事項を記入し、

提出してください。
●給料等　　　①�賃金は 7,000 円程度で村の規定により支給されます。その他、社会保険・雇用保険が適用

されます（手当等は支給されません。）。
　　　　　　　②勤務時間等は、球磨村職員の勤務時間に準じます。
●雇用期間　　平成 25年４月１日（月）～平成 26年３月 31日まで
●問い合わせ　教育委員会　☎（32）1117

情報通信施設（光ファイバー網）事業からのお知らせ
　現在、球磨村では光ファイバー網が整備されており、村内どこから
でもインターネットが利用できる環境にあります。
　インターネット接続サービスへのご加入は随時受け付けています。
　加入負担金（初期工事費）は無料です（事業所を除く）。
　加入を希望される方は役場備え付けの申込書を提出してください。

　◎インターネット接続サービス
　　・利用料月額：4,515 円（税込）
　　・高速インターネット（ベストエフォート型 100Mbps）を利用できます。
　※加入負担金（初期工事費）
　　・一般世帯：無料　　　・事業所：31,500 円（税込）
　※�パソコン、ブロードバンドルーター等のインターネット関係機器は各世帯で購入してくだ

さい。
　※申込書を提出された後、宅内の設置工事にうかがいます。

　◎スマートフォンをお持ちの人へ
　　�　スマートフォンを使ってご自宅の中でインターネットを利用する際、光ファイバー網と

無線ルーター等を活用してWi-Fi 接続を行うことにより、スマートフォンでも快適にイン
ターネットを利用することができます。

　　　詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください。

（連絡先）総務企画課　企画広報係　☎（３２）１１３８



8 広報くまむら「お知らせ版」　平成２５年２月号

窓口より

戸籍謄・抄本の証明について
種　　類 内　　　　容 手数料（１通）

戸籍謄本 戸籍に記載されている全員を写したもの ４５０円

戸籍抄本 戸籍の中から必要な人だけを写したもの ４５０円

除籍謄本・抄本
一戸籍に記載されている全員が、婚姻、縁組、死亡等で除
かれると除籍簿になります。謄本は全員、抄本は必要な人
だけを写したもの

７５０円

身分証明書 後見の登記等の通知を受けていない証明 ３００円

戸籍届出書受理証明 戸籍の届けが受理されたことを記載したもの ３５０円

戸籍附票の写し 住所の異動を記載したもの ３００円

　請求できる人は、本人、同一戸籍（配偶者等）の人またはは直系血族（祖父母・父母・子・孫等）の
人になります。それ以外の人が請求されるときは、委任状または使用目的、提出先を記載することが必
要です。
　委任状の記載例を下記に掲載しておりますのでご利用ください。
　なお、身分証明書については、本人以外の人は（ご家族の人でも）請求できません。
　但し、委任状をお持ちの代理人の人は、請求できます。
　また、使用目的によっては、ご請求に応じられないことがあります。
　遠隔地にお住まいの人は、郵便での戸籍請求ができます。（３月お知らせ版に掲載）

（問い合わせ）住民福祉課　住民係　☎（３２）１１１２

【記載例】

委　任　状

	 	 	 	 	 	 	 	 	 　　平成　　年　　月　　日

　球磨村長　様

　　（委任者）住所　球磨村大字渡丙1730番地　　　　　

　　　　　　　氏名　　球磨　太郎　　　　　　　　　㊞　

　　　　私は、住所　球磨村大字渡乙1780番地　　　　

　　　　　　　氏名　　国見　大蔵　　　　　　　　　　　を代理人と定め次の権限を委任します。

	 　　　（　　○○○○の交付申請　　　　　）

	 	 　　	上記委任事実に相違ありません。



9広報くまむら「お知らせ版」　平成２５年２月号

人権、同和問題講演会を開催します

（問い合わせ）熊本県人権同和政策課　☎０９６（３３３）２２９９
　　　　　　　荒尾市人権啓発課　　　☎０９６８（６３）１１３９

■日　時 　３月２日（土）　午前９時40分～午前11時40分　（開場：午前９時10分）
■場　所 　荒尾総合文化センター　小ホール（荒尾市荒尾4186番地19）
■入場料 　無料（事前申し込み不要）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○演　題 　差別をなくして最高の笑顔を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○講　師 　桂七福さん「人権講演と古典落語」

平成25年1月末から「気になる年金記録、再確認キャンペーン」を開始します。

　日本年金機構は、様々な手段を使って、持ち主が分からない記録の持ち主を探しています。
　日本年金機構で、紙台帳にある記録とコンピューターの記録とを突き合せ、持ち主不明の記録を本来の
持ち主のものとすることはもちろん、皆さまに「ねんきん特別便」をお送りし、お心当たりの記録につい
てお尋ねしてまいりました。しかしながら、いまなお持ち主が分からない「未統合の記録」が多数残って
いるのが現状です。

　年金記録問題の解決なくして、我が国の年金制度に対するみなさまの信頼を回復することはできないと、
日本年金機構では考えております。
　ただし、その解決については、皆さまひとりひとりのご理解とご協力が不可欠です。このため、手掛か
りがつかめない記録について、ご本人から心当たりの記憶を申し出ていただき、一件でも多くの記録が本
来の持ち主につながることを目指し、平成 25年 1月末を目途に、集中的な取組み（キャンペーン）を開
始します。

○�年金受給者、被保険者すべてに個別に「ねんきんネット」利用のためのアクセスキーを郵送し、ご自身
の記録確認を呼び掛けます。
○�漏れや誤りが起こりやすいケースを分かりやすいチェックリストにまとめ、上記の郵便やリーフレット
で周知し、気づきの機会をできるだけ増やします。
○�気になる年金記録がある方には、年金事務所等においでいただき相談をお受けします。といった取組み
を行う予定です。

　ご自身の年金記録に「もれ｣ や「誤り」があるの
ではとご心配のある方は、ご確認いただき、お近く
の年金事務所等にご相談ください。
　詳しくは日本年金機構ＨＰでご覧になれます。
ＨＰアドレス：�http://www.nenkin.go.jp

（問い合わせ）　�八代年金事務所お客様相談室　☎�０９６５（３５）６１２３　　住民福祉課　住民係　☎（�３２）１１１２

●年金記録問題については

●具体的には

●年金事務所等にご相談ください

●�このたびの「気になる年金記録、再確認キャンペーン」について

約9人に1人、年金記録が見つかっています。

若い頃に勤めていた
記録が見つかった

結婚前の旧姓の
記録が見つかった

名前の読み方が誤って
登録されていた記録が
見つかった

例 例 例
年額�98万円→234万円 年額�43万円→154万円 年額�0万円→137万円
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障害者等福祉制度についてのお知らせ

■特別障害者手当
　身体または知的・精神に重度の障害があり、日常生活に常に特別の介護を必要とする 20

歳以上の在宅の人に対して支給されます。

　ただし、身体障害者福祉法等に定める施設に入所している人、病院または診療所に３ヵ月

を超えて入院している人には支給されません。

	 ○月額　26,260 円（所得による支給制限があります。）

	 ○２月、５月、８月、11 月にそれぞれ前月分までの３ヵ月分を支給。

	 ○障害の状態は、原則として診断書を提出していただき、審査することとなります。

■障害児福祉手当
　身体的または知的・精神に重度の障害があり、日常生活に常に介護を必要とする 20 歳未

満の在宅の人に対して支給されます。ただし、児童福祉法等に定める施設に入所しているか、

または障害を支給事由とする給付（障害年金等）で、政令で定めるものを受給している人に

は支給されません。

	 ○月額　14,280 円（所得による支給制限があります。）

	 ○２月、５月、８月、11 月にそれぞれ前月分までの３ヵ月分を支給。

	 ○障害の状態は、原則として診断書を提出していただき、審査することとなります。

■特別児童扶養手当
　20 歳未満で、身体または知的・精神に中度以上の障害がある児童を養育している父か母、

または父母に代わって養育している人に対して支給されます。

　ただし、対象児童が児童福祉施設などの施設に入所している場合や、障害を支給事由とす

る年金を受給している場合は支給されません。

	 ○手当額

	 　１級…１人につき　月額　50,400 円	 ２級…１人につき　月額　33,570 円

	 　（所得による支給制限があります。）

	 ○障害の状態は、原則として診断書を提出していただき、審査することとなります。

※各手当の金額は平成 25 年１月現在の金額です。

（問い合わせ）住民福祉課　福祉係　☎（３２）１１１２
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「こころの悩み相談」を行っています。
臨床心理士　が様々な心の悩みの相談に応じます。

＊臨床心理士とは人間の“こころ”の問題に対応する“心の専門家”です

日時：２月 21 日（木）　午後１時 30 分～午後４時 30 分
＊場所については、役場、ご自宅などご希望に応じます。

予約制 	です。まずは、お電話で下記担当までお申し込みください。
＜お申込先＞　住民福祉課　福祉係　☎３２－１１１２

・出産の不安　・こどもの発達の心配、子育ての悩み
・こどもの不登校　　　・介護疲れ　　　・借金問題　　　　
・家庭（家族）の心配ごと　　　　
・ギャンブルやアルコール、買い物にのめりこんでやめられない
・職場・学校の対人関係の悩み　　
・憂鬱な気分が続く　　　　　　　　　　・眠れない
・家庭内暴力（妻、夫、恋人、子ども）等

年 金 相 談 会 開 設（３月）
八代年金事務所における年金相談会が下記のとおり開設されます。お気軽にご相談ください。

３月

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3

人吉市

4 5 6 7 8 9 10

人吉市 多良木町 人吉市

11 12 13 14 15 16 17

人吉市 錦町 人吉市

18 19 20 21 22 23 24

人吉市 人吉市

25 26 27 28 29 30 31

人吉市 多良木町 人吉市

　３日前までに予約が必要ですので、年金手帳を準備の上、八代年金事務所までご連絡下さい。
　なお、予約は先着順となりますので、相談者が多い場合はご希望にそえない場合もあります。

（問い合わせ）八代年金事務所　☎０９６５－３５－６１２３
　　　　　　　住民福祉課　☎３２－１１１２

【会場】
●人吉市…人吉市消費生活センター
　　　　　（人吉市役所左後ろの建物）
●錦　町…農業就業改善センター
　（錦町役場右手前の２階建ての建物）
●多良木町
…	多良木町研修センター１階小会議室
（多良木町役場右隣の２階建ての建物）

【予約受付時間】
　午前９時～午後５時
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「夜間、お子さまの急病やけがで心配なときの 小児救急電話相談 」

　熊本県では、夜間における子ども
の急な病気やけがに対する小児救急
の相談（応急措置や受診可能な医療
機関の情報提供等）を受け付けてい
ますので、ご利用ください。

熊本県・熊本県医師会・熊本市医師会・熊本県看護協会・熊本県小児科医会

ダイヤル：　♯　8　0　0　0
受付時間：毎日、午後７時～午前０時
相談員：看護師

一勝地温泉かわせみ　工事のお知らせ
　一勝地温泉かわせみでは、温泉棟屋根工事のため、下記の期間で入浴ができなくなります。
　皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。
　なお、レストラン・各種宴会は通常どおり営業いたしますので、お気軽におこしください。

【工事期間】　２月25日（月）～３月17日（日）
（問い合わせ）一勝地温泉かわせみ　☎（３２）０２００

通行規制のお知らせ
　住民の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。
①県道遠原渡線（災害復旧工事）
　【規制期間】２月 12 日（火）～３月 22 日（金）
　【規制場所】球磨村大字一勝地字俣口～遠原地内
　【規制内容】時間通行止め
　【通行止め時間帯】9：00 ～ 10：00、10：15 ～ 12：00、13：00 ～ 15：00、15：15 ～ 17：00
　【そ の 他】大型車両通行不可
②林道滝平線（災害復旧工事）
　【規制期間】２月 12 日（火）～３月 15 日（金）
　【規制場所】球磨村大字神瀬字尾多武地内（川島～大槻間）
　【規制内容】全面通行止め（終日）
③県道遠原渡線（瀬戸石発電所渡測水所通路橋更新工事）
　工事の関係により相良橋上でクレーン車を使用するため、片側通行止め（一時全面通行止め）の通行規制
を行います。最大で 30 分の待ち時間が発生します。ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いいたします。
　【規制期間】２月 12 日（火）～２月 28 日（木）（※うち４日間程度）
　【規制場所】球磨村大字三ヶ浦字小渡地内（相良橋）
　【規制内容】片側通行止め（一時全面通行止め）
　【通行止め時間帯】9：00 ～ 17：00
　【そ の 他】福祉バス及びスクールバスは通行可
　【連 絡 先】㈱ JPハイテック╱電源開発㈱　☎（24）3100
④県道人吉水俣線（単県舗装補修工事）
　【規制期間】２月 20 日（水）～３月 25 日（月）（※うち１週間程度予定）
　【規制場所】球磨村大字一勝地字舟木谷地内（八貫）
　【規制内容】夜間全面通行止め（22：00 ～翌朝 6：00）

（問い合わせ）建設課　☎（３２）１１１６
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かわせみ物産館に農林産物を出荷しませんか？
　かわせみ物産館では、販売促進のため熊本市等で販売を行っています。
　販売場所は、熊本市のびぷれす広場、ゆめタウンはません、熊本県庁やゆめタウン八代などで、
多くのお客さんが訪れ、球磨村産の農林産物を買い求められています。
　今後の日程は、次のとおりとなっていますので、農林産物を生産されている方は出荷をされませ
んか？
　なお、物産館へ持ち込む日程等や集荷量の調整が必要ですので、出荷希望の方はかわせみ物産館
へ必ず事前のお問合せをお願いします。

【２月】熊本県庁　　　　　14日（木）・15日（金）
　　　　びぷれす広場　　　20日（水）
　　　　ゆめタウン八代店　23日（土）・24日（日）・
　　　　　　　　　　　　　25日（月）

【３月】ゆめタウンはません ・ 熊本県庁　　　　　
　　　　びぷれす広場 ・ ゆめタウン八代　　

　（問い合わせ）かわせみ物産館　☎（３２）０５４０ 熊本市「びぷれす広場」のようす

　現在ＪＡグリーン下球磨でとりまとめ中の平成 25 年度果樹苗木注文につきましては、苗木購入
費用に対し、予算の範囲内において補助を行いますのでお知らせします。補助を希望される方につ
きましては、苗木注文書の提出漏れがないようご注意ください。なお、補助要件等につきましては
下記のとおりです。
� ●申込場所　　ＪＡグリーン下球磨（人吉市下薩摩瀬町）
� ●補 助 率　　苗木購入費用の３割以内（予算の範囲内）
� ●補助条件　　一戸当たり　【面積】10ａ以上（一団地）
　　　　　　　　　　　　　　　　 【苗木】梨・栗・柿等（１品目20本以上）

　　※	申込方法等、ご不明な点がございましたらＪＡグリーン下球磨（☎（２６）３２１１）まで
　　　お問い合わせください。

（問い合わせ）産業振興課　農業係　☎（３２）１１１５

平成25年度　果樹園造成（苗木購入補助）事業について

　田舎の体験交流館「さんがうら」

『里山まつり』を開催します
　自然の恵みを身近に感じられる美しい風景が広がる里山へおこしください。
　■期日　２月24日（日）　■時間　午前 10時～午後３時　■場所　田舎の体験交流館「さんがうら」
　■参加料　500円（昼食代含む）　■申込期限　２月21日（木）
　■内容　①里山トーク� � 語る人　大無田�正明�氏
　　　　　②里山コンサート� 演奏　小川�量�氏（ハーモニカ演奏）
　　　　　③トロッコ道ウォーキング�案内人　球磨村観光案内人の会

（問い合わせ）田舎の体験交流館「さんがうら」　☎（３２）０４４３
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あなたも一緒にシルバー人材センターで働いてみませんか

「仕事がしたい！」「何らかの収入を得たい！」「健康を維持したい！」
「仲間づくりがしたい！」「社会参加をしたい！」

　健康維持・仲間づくり・社会参加・生きがいづくりのために、経験や技術・技能を活かしてシルバー
人材センターで働いてみませんか。
　興味のある人は、会員として仕事をしている人、または下記のシルバー人材センター事務局へ電話す
るか、直接お越しください。
■センターで行っている主な仕事は？
　○農作業（稲作作業全般・田畑草刈りなど）　○草刈り・除草　○樹木の剪定・伐採　○竹林伐採・間伐
　○軽易な大工作業　○屋内清掃　○屋外除草・清掃　○公共施設トイレ清掃　○その他依頼のある軽作業
■入会条件と入会手続き
　○おおむね 60 歳以上で、球磨村在住の健康で働く意欲のある人
　○年会費　1,000 円
　○入会申込書　シルバー人材センター事務所に用意してあります。
■その他
　○センターにおいて、傷害・賠償責任に対するシルバー保険に加入します。

（問い合わせ）球磨村シルバー人材センター事務所（一勝地駅舎内）　☎（３２）１１５０

時刻表　　湯前線（人吉温泉～湯前）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　＜下　り＞

く
ま
川
鉄
道
　
　
下
り
（
人
吉
温
泉
→
湯
前
）

　列車番号

駅　　名
1D 3D 5D 7D 9D 11D 13D 15D 17D 19D 21D 23D 25D 27D

人  吉  温  泉 5：44 6：21 7：22 8：21 10：20 11：33 12：35 14：33 15：30 16：28 17：27 18：32 19：35 21：35
相 良 藩 願 成 寺 5：48 6：25 7：26 8：24 10：23 11：36 12：38 14：36 15：33 16：32 17：31 18：36 19：39 21：38
川 村 5：52 6：29 7：30 8：28 10：28 11：41 12：43 14：41 15：38 16：36 17：35 18：40 19：43 21：42
肥 後 西 村 5：54 6：32 7：33 8：32 10：31 11：44 12：46 14：44 15：41 16：39 17：39 18：44 19：46 21：45
一 武 5：59 6：36 7：38 8：36 10：35 11：48 12：50 14：48 15：45 16：44 17：43 18：48 19：51 21：50
木 上 6：02 6：40 7：41 8：40 10：39 11：52 12：54 14：52 15：49 16：47 17：47 18：52 19：54 21：53
お か ど め 幸 福 6：05 6：43 7：44 8：43 10：42 11：55 12：57 14：55 15：52 16：50 17：50 18：55 19：57 21：56
あ さ ぎ り 6：08 6：50 7：50 8：47 10：46 12：00 13：03 15：00 15：57 16：55 17：55 19：00 20：02 22：00
東 免 田 6：12 6：53 7：53 8：50 10：49 12：03 13：06 15：03 16：00 16：59 17：58 19：04 20：06 22：03
公 立 病 院 前 6：14 6：55 7：55 8：53 10：52 12：06 13：09 15：06 16：03 17：01 18：01 19：06 20：08 22：05
多 良 木 6：16 6：59 7：58 8：55 10：54 12：08 13：11 15：08 16：05 17：04 18：04 19：09 20：12 22：08
東 多 良 木 6：19 7：01 8：01 8：58 10：57 12：11 13：14 15：11 16：08 17：07 18：07 19：12 20：15 22：11
新 鶴 羽 6：22 7：04 8：04 9：01 11：00 12：14 13：17 15：14 16：11 17：10 18：10 19：15 20：18 22：13
湯 前 6：24 7：07 8：06 9：03 11：03 12：17 13：20 15：17 16：14 17：13 18：12 19：18 20：20 22：16

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＜上　り＞

く
ま
川
鉄
道
　
　
上
り
（
湯
前
→
人
吉
温
泉
）

　列車番号

駅　　名
2D 4D 6D 8D 10D 12D 14D 16D 18D 20D 22D 24D 26D 28D

湯 前 6:31 7：28 8：27 9：10 11：40 12：43 13：37 15：37 16：35 17：34 18：40 19：42 20：28 22：22
新 鶴 羽 6：33 7：30 8：29 9：12 11：42 12：45 13：39 15：39 16：37 17：36 18：42 19：44 20：30 22：24
東 多 良 木 6：36 7：33 8：32 9：15 11：45 12：48 13：42 15：42 16：40 17：39 18：45 19：47 20：33 22：27
多 良 木 6：40 7：37 8：35 9：18 11：48 12：51 13：45 15：45 16：43 17：42 18：48 19：50 20：36 22：30
公 立 病 院 前 6：42 7：39 8：37 9：20 11：50 12：54 13：47 15：47 16：46 17：45 18：51 19：53 20：39 22：32
東 免 田 6：45 7：42 8：40 9：23 11：53 12：56 13：50 15：50 16：48 17：47 18：53 19：55 20：41 22：34
あ さ ぎ り 6：49 7：49 8：47 9：27 12：00 13：03 13：57 15：57 16：55 17：54 19：00 20：02 20：46 22：39
お か ど め 幸 福 6：53 7：52 8：50 9：30 12：03 13：06 14：00 16：00 16：58 17：57 19：03 20：05 20：49 22：42
木 上 6：56 7：55 8：53 9：33 12：06 13：09 14：03 16：03 17：01 18：00 19：06 20：08 20：52 22：44
一 武 6：59 7：59 8：56 9：37 12：09 13：12 14：06 16：06 17：04 18：03 19：09 20：11 20：55 22：48
肥 後 西 村 7：04 8：04 9：00 9：41 12：14 13：17 14：11 16：11 17：09 18：08 19：14 20：16 21：00 22：52
川 村 7：07 8：07 9：03 9：44 12：17 13：20 14：14 16：14 17：12 18：11 19：17 20：19 21：03 22：54
相 良 藩 願 成 寺 7：12 8：12 9：07 9：48 12：21 13：24 14：18 16：18 17：16 18：15 19：21 20：23 21：07 22：58
人 吉 温 泉 7：16 8：16 9：10 9：51 12：24 13：27 14：21 16：21 17：20 18：19 19：25 20：26 21：10 23：02

（問い合わせ）　くま川鉄道株式会社　☎ 0966（23）5011

３月16日より球磨川鉄道の時刻が改正されます
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球磨村文
化祭＆生涯学習フェスティバル

【応募期限】３月22日（金）必着
【応募内容】住所、氏名、電話番号、性別、年齢、思い出の場所、場所にまつわるエピソード
【応募方法】番組ホームページ　http://www.nhk.or.jp/kokorotabi/
　　　　　　FAX　☎０３（３４６５）１３２７
　　　　　　はがき・封書　〒１５０－８００１　NHK「こころ旅」係
　　　　　　※応募チラシは、役場窓口にあります。
（番組・応募に関する問い合わせ）
	 NHKふれあいセンター　☎０５７０（０６６）０６６（ナビダイヤル）
	 または、☎０５０（３７８６）５０００（ナビダイヤル以外）

熊本県の放送予定　４月８日（月）～４月14 日（日）

　NHK‐ BS プレミアムで「にっぽん縦断　こころ旅 2013 春
の旅」がスタートします。俳優の火野正平さんが４月に鹿児島
県を出発し山梨県へ向けて旅をします。番組では、皆さんから
のお手紙で旅のルートを決定するため、村内の「忘れられない
風景」にまつわる手紙を募集しています。手紙が採用されれば、
球磨村に火野正平さんが訪れます。

皆さんお誘いあわせのうえ遊びに来てください

期　日 ： ３月３日（日）
会　場 ： 旧神瀬小学校体育館
日　程 ： （開会）午前９時　（閉会）午後２時 40 分

（問い合わせ）教育委員会　☎（３２）１１１７
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月 火 水 木 金

1

やまびこ号
●岡・浦野・板崎・

　田頭（9:00）

●馬場・中園（9:40）

ふれあい
サロン

◆内布福寿会
　（内布分館）
◆清水川老人会
　（高沢集会所）

4 5 6 7 8

やまびこ号

●黒白・岳本・中渡・

　日隠（9:00）

●黄檗・中津・吐合・

　中屋・野々原・橋詰

　（9:15）

●内布（9:00）

●小川・茶屋・舟戸・

　椎屋（9:10）

● 向淋・小谷・松本・

大瀬（9:00）

●告・大坂間・淋・

　池下（9:20）

● 境目・立野・

　糸原・水篠（9:00）

●川島・楮木・多武除・

　上蔀・伊高瀬・箙瀬

　（9:00）

●大岩・日当・永椎

　四蔵・松野・上原・

　木屋角（9:15）

●神一・ニ区・堤岩戸・

　和田・蔀（9:25）

ふれあい
サロン

◆大無田・松谷
 （大無田林業センター） 
◆親和会・庄本老人会
　（せせらぎ）

◆大槻地区
　（大槻キャンプ場）
◆渡西鶴亀会
　（せせらぎ）

◆鵜口熊太郎会
　（鵜口公民館）
◆むつみ会
　（せせらぎ）

◆那良川老人会
　（那良口公民館） 
◆岳本鶴亀会
　（岳本公民館）

11 12 13 14 15

やまびこ号
●鵜口・千津・大無田・

　大久保（9:00）

●松谷・那良・那良口

　（9:15）

●遠原・俣口（9:00）

●毎床・茂田（9:15）

●松舟・田代（9:00）

●友尻・宮園・

　体育館前・柳詰

　（9:30）

●渡駅前・一王子・

　レストラン石水・

　地下（9:00）

●岡・浦野・板崎・

　田頭（9:00）

●馬場・中園（9:40）

ふれあい
サロン

◆ミドリ会
　（渡多目的）
◆毎床寿クラブ
　（せせらぎ）

◆渡ニコニコ会
　（渡多目的）
◆川内老人クラブ
　（神瀬多目的）

◆鏡山長寿会
　（立野分館）
◆ 神瀬上区寿会・下区

老人会（神瀬多目的）

◆内布福寿会
　（内布分館）
◆清水川老人会
　（高沢集会所）

18 19 20 21 22

やまびこ号
●内布（9:00）

●小川・茶屋・舟戸・

　椎屋（9:10）

●大槻・横井（9:00）

●高沢・蔵谷・沢見・

　坂口（9:20） 春分の日

● 境目・立野・

　糸原・水篠（9:00）

● 向淋・小谷・松本・

大瀬（9:00）

●告・大坂間・淋・

　池下（9:20）

ふれあい
サロン

◆大無田・松谷
 （大無田林業センター） 
◆親和会・庄本老人会
　（せせらぎ）

◆鵜口熊太郎会
　（鵜口公民館）
◆むつみ会
　（せせらぎ）

◆那良川老人会
　（那良口公民館）
◆岳本鶴亀会
　（岳本公民館）

25 26 27 28 29

やまびこ号

●黒白・岳本・中渡・

　日隠（9:00）

●黄檗・中津・吐合・

　中屋・野々原・橋詰

　（9:15）

●松舟・田代（9:00）

●友尻・宮園・

　体育館前・柳詰

　（9:30）

●川島・楮木・多武除・

　上蔀・伊高瀬・箙瀬

　（9:00）

●大岩・日当・永椎

　四蔵・松野・上原・

　木屋角（9:15）

●神一・ニ区・堤岩戸・

　和田・蔀（9:25）

●大槻・横井（9:00）

●高沢・蔵谷・沢見・

　坂口（9:20）

●鵜口・千津・大無田・

　大久保（9:00）

●松谷・那良・那良口

　（9:15）

ふれあい
サロン

やまびこ号運行表　＆　ふれあいサロン日程3月


