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球磨村水道施設整備事業補助金交付要綱を改正します
　本村では、生活環境の整備を目的として、平成３年より球磨村水道施設整備事業補助金を創設し、各水
道組合の施設整備の推進及び生活環境の向上を図ってきました。
　しかし、村内の各水道組合をとりまく状況は、高齢化や人口減少により維持管理、運営が年々厳しくなっ
てきています。
　そこで、各水道組合の負担軽減を図るため、平成 25 年４月より、球磨村水道施設整備事業補助金交付
要綱を改正します。内容は下記のとおりです。

球磨村水道施設整備事業補助金交付要綱

改　　　正　　　後

１．補助対象事業
　　事業費15万円以上
２．補助率
　　事業費の35％以内、または、これに上乗せした額
⑴　災害等により、施設が破損し、早急に復旧が必要となった場合は、工事費の全額を補助する。
⑵　�施設整備をする場合、村営簡易水道の水道料金に準じて組合の年間水道料を算定し、工事費から
算定額を引いた額を補助する（上乗せ補助）。補助金額の高い方を選択する。

⑶　算定額が事業費を超える場合は、35％補助を適用する。
上乗せ補助の例
水道組合加入戸数　5戸　事業費15万円の場合
①35％補助の場合
　150,000円×35％≒52,000円
②上乗せ補助の場合
　150,000円－(1,000円(村営簡易水道の１ヵ月当たりの基本料金)×12カ月×５戸)＝90,000円
①より38,000円の上乗せになる。
①、②のいずれか高い方を選択する。

改　　　正　　　前

１．補助対象事業　　事業費15万円以上
２．補助率　　　　　事業費の35％以内

（問い合わせ）役場健康衛生課　☎（３２）１１３９
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『臨時職員』を募集します
■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、球磨川沿線雑木の伐採
や整備活動等に従事します（急流球磨川の景観作りによる観光客誘
致事業）。

・�現在失業中の人
・�3 月 31日（日）までに
��退職予定の人も含む）
・普通自動車免許

●試験内容　　・面接試験
　　　　　　　・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25日（月）午後１時30分
　　　　　　　②試験会場　球磨村役場３階談話室を予定
　　　　　　　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　３月11日（月）～３月21日（木）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　　　・�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。）。
　　　　　　　・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　役場総務企画課　☎（３２）１１１１

■建設課
採用人数 職務内容 受験資格

１人
　4月から球磨村役場建設課に勤務し村道等維持管理業務に従事し
ます。主な業務は、村道・林道の除草、側溝等の清掃作業などです。

・球磨村に居住している人
・普通自動車免許

●試験内容　　・面接試験
　　　　　　　・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25日（月）午後１時30分
　　　　　　　②試験会場　球磨村役場３階談話室を予定
　　　　　　　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　３月11日（月）～３月21日（木）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　　　・賃金は6,000円程度。
　　　　　　　・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　役場総務企画課　☎（３２）１１１１
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　戸籍（除籍・改製原戸籍）謄本・抄本、附票、身分証明書は本籍地で発行されます。遠隔地からの請求は、
下記の４点を同封して、本籍地の市町村役場の戸籍係に郵送してください。なお、申請様式を掲載していま
すのでご活用ください。

記
　①申請書　戸籍謄本・抄本等交付申請書に必要事項を記入してください。
　②手数料　郵便局で「定額小為替」を購入してください。
　　金額は次のとおりです。
　　　　●戸籍謄本・抄本　　　　　　　　　　１通　450 円
　　　　●除籍および改製原戸籍謄本・抄本　　１通　750 円
　　　　●戸籍の附票　　　　　　　　　　　　１通　300 円
　　　　●身分証明書　　　　　　　　　　　　１通　300 円
　　　　●独身証明書・婚姻要件具備証明書　　１通　350 円
③�返信用の封筒　返信先の住所（住民登録している住所）、氏名を記入し、切手を貼ってください（お急ぎの
場合は、速達でご請求ください。）。
④�本人確認書類　運転免許証や健康保険証などで、住民登録している住所が表記されているもの（裏面に記
載のある場合は両面）の写し。

（参考例）� � � 戸籍謄本・抄本等の交付申請書（郵送用）

郵便での戸籍謄本・抄本等の請求について窓口より

郵便での戸籍謄本・抄本等の請求について 

 

 戸籍（除籍・改製原戸籍）謄本・抄本、附票、身分証明書は本籍地で発行されます。遠隔地からの請求は、下記

の４点を同封して、本籍地の市町村役場の戸籍係に郵送してください。なお、申請様式を掲載していますのでご活

用ください。 

記 

①申請書 戸籍謄本・抄本等交付申請書に必要事項を記入してください。 

②手数料 郵便局で「定額小為替」を購入してください。 

金額は次のとおりです。 

●戸籍謄本・抄本          １通 450円 

●除籍および改製原戸籍謄本・抄本  １通 750円 

●戸籍の附票            １通 750円 

●身分証明書            １通 750円 

●独身証明書・婚姻要件具備証明書  １通 750円 

※手数料は、市町村によって異なりますので、お確かめの上ご請求ください。 

③返信用の封筒 返信先の住所（住民登録している住所）、氏名を記入し、切手を貼ってください（お急ぎの場

合は、速達でご請求ください。）。 

④本人確認書類 運転免許証や健康保険証などで、住民登録している住所が表記されているもの（裏面に記載の

ある場合は両面）の写し。 

（参考例）   戸籍謄本・抄本等の交付申請書（郵送用） 

申請者 

（〒   ―     ） 

住  所                     

氏  名                   印 

生年月日       年   月   日     

昼間の連絡先 ☎                 

 

本  籍 ※番地まで 

筆 頭 者  

必要な方の氏名 
(   年   月   日生) 

申請者との続柄 

本人・夫・妻・子・父母・祖父母 

必 

要 

な 

も 

の 

 全部事項証明(謄本) 個人事項証明(抄本) 

戸   籍 通 通

除   籍 通 通

改製原戸籍 通 通

戸籍の附票 通 通

身分証明書 通

独身証明書 通

婚姻要件具備証明書 通

使いみち  

備  考  

（問い合わせ）役場住民福祉課 ☎（３２）１１１２ 

窓口より 

戸 籍 係
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【安　心】自動引落しで納め忘れの心配がありません。
【便　利】金融機関等に行く手間と時間が省けます。
【簡　単】1度の手続で済みます。手数料もかかりません。
【お　得】�平成25年度国民年金保険料は、15,040円となります。口座振替で

早割・前納すると保険料の割引ができます。
≪種類≫
○早割（毎月現金払いより年間600円お得）
　通常は、保険料を翌月末に口座振替するのを当月末の口座振替にすること。手続きは、随時受け付けます。
○6ヵ月分口座振替による前納（毎月現金払いより年間2,060円お得）
　上半期分（４月～９月分）を４月末、下半期分（10 月～翌年３月分）を 10 月末の口座振替により、ま
とめて前納すること。手続き受付は、上半期分２月末・下半期分８月末までです。
○１年分口座振替による前納（毎月現金払いより年間3,780円お得）
　１年度分（４月～翌年３月分）の保険料を当年４月末に口座振替によりまとめて前納すること。手続き
受付は、２月末までです。
≪手続き方法≫
　金融機関・年金事務所・役場の窓口備え付けの「国民年金口座振替納付申出書」に記入押印し提出して
ください。
　　詳しい内容については、八代年金事務所　☎０９６５（３５）６１２３
　　　　　　　　　　　　　役場住民福祉課　☎（３２）１１１２

　  国民年金加入者の皆さまへ

年金保険料は「口座振替による早割・半年前納・１年前納」がお得です！

要約筆記者養成講座の受講者を募集しています
　この講座は、手話のわからない、または手話よりも文字情報での情報保障を望む聴覚障害者に対し
て、書いたり・パソコンで情報を伝える要約筆記者派遣事業の担い手である、要約筆記者を養成する
ものです。
　要約筆記者が増えることは地域の聴覚障害者の社会参加につながるものです。要約筆記者になりた
い人はぜひ応募してください。

【内　　容】４時間（21回）計84時間（うち共通38時間、選択46時間）
【期　　日】４月25日～10月31日　　毎週木曜日　午前10時から午後３時（昼休み有）
【コ ー ス】手書きとパソコンの２コースを設け、途中で分かれます。
【会　　場】熊本県身体障害者福祉センター（熊本市長嶺）
【受 講 料】無料（ただしテキスト料3,000円程度）
【受講資格】高等学校卒業以上の学力を有し、要約筆記活動を目指す人。
【申　　込】４月10日（水）までにコースを選んで電話で申し込み。

（問い合わせ）熊本聴覚障害者総合福祉センター財団法人熊本県ろう者福祉協会
　　　　　　　☎０９６（３８３）５５８７
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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：３月２１日（木）　１３：３０～１６：３０
＊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＞　役場住民福祉課福祉係　☎（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（４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。

４月

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7
錦町 人吉市

8 9 10 11 12 13 14
人吉市 多良木町 人吉市
15 16 17 18 19 20 21
人吉市 錦町 人吉市
22 23 24 25 26 27 28
人吉市 多良木町 人吉市
29 30 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

ご連絡ください。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
希望に添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　役場住民福祉課　☎（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

一勝地温泉かわせみ
温泉棟改修完了＆足湯新設記念イベントを開催します

　一勝地温泉かわせみの温泉棟改修工事完了と足湯新設を記念して、下記のとおりイベントを開催しま
す。記念イベントは、歌と笑いでつづる歌謡漫談を昼夜の２回公演で行われます。入場無料ですので、
皆さんお誘い合わせのうえお越しください。
� ■期日�� ３月 24日（日）
� ■場所・時間� 午後１時 30 分～午後２時 10 分　石の交流館やまなみ
� � � 午後６時～午後６時 40 分　かわせみ本館２階大広間
� ■出演者� ヒマナスターズ　小林リュウ（宮崎県小林市）

（問い合わせ）一勝地温泉かわせみ　☎（３２）０２００
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ダニ媒介性疾患に注意！！
～春から秋にかけ、マダニの活動が活発になります～

　マダニを媒介にした疾患がこれからの季節に多く発生しています。山林や草地など
の野外活動時には次の点に注意しましょう。

マダニって？
　吸血前で３～４㎜とダニの中では比較的大型。
主に森林や草地などの屋外に生息し、全国的に分布しています。

ダニ媒介性疾患の予防対策
　①何よりもマダニに噛まれないことが重要です！　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　②�森林や草地などに入る場合は、長そで、長ズボン、足を完全に覆う靴などを着用し、肌の露出を少なく
すること。

　③屋外活動後はマダニに噛まれていないか確認すること。
　④吸血中のマダニを発見したら、すぐに病院で処置すること（自分で外さないこと。）。
　⑤マダニに噛まれた後に発熱等の症状が出た場合は、病院を受診すること。

《ダニ媒介性疾患》

１．日本紅斑熱
　○症　　状：�発熱、発疹、刺し口が主要三徴候。けん怠感、頭痛と伴って発症する。発疹は、体幹部より

四肢末端部に比較的強く出現する。
　○潜伏期間：２～８日
　○治 療 法：抗菌薬の投与。
（参考）熊本県保健環境科学研究所ホームページ　http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/35/nihonkouhan.html

２．つつが虫病
　○症　　状：�39℃以上の高熱を伴って発症し、皮膚には特徴的な差し口が見られる。その後数日で体幹部

を中心に発疹が見られる。また、患者の多くがけん怠感、頭痛を伴う。
　○潜伏期間：５～14日
　○治 療 法：抗菌薬の投与。

３．重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）
　2011年に初めて特定された新しいウイルス(ＳＴＦＳウイルス)に感染することで起こる病気です。これまで
中国で症例が報告されましたが、最近、国内初めての患者が確認されました。
　○症　　状：�原因不明の発熱、消化器症状（嘔吐、下痢等）が中心。時に、頭痛、神経症状（意識障害、

けいれん等）、呼吸器症状（せき等）出血症状（紫斑、下血）を起こす。
　○潜伏期間：６日～２週間
　○治 療 法：有効な抗ウイルス薬等はなく、対症療法が主体。
（参考）厚生労働省ホームページ　�http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002u1pm.html

（問い合わせ）熊本県健康危機管理課感染症・新型インフルエンザ対策班　☎０９６（３３３）２２４０
　　　　　　　役場健康衛生課　☎（３２）１１３９

マダニ



7広報くまむら「お知らせ版」　平成２５年３月号

球磨村高齢者タクシー等利用料金助成について
　高齢者の日常生活の便宜を図り、福祉の増進に寄与するため、一定地区の高齢者がタクシーを利用される
場合、その料金の一部を助成しています。助成の内容については、下記のとおりです。
　申請書は、毎年度提出していただくこととなっておりますので、早めに提出をお願いします。

　表１		 	 	 	 	 	 　　　　　　表２

班　名 助成金
（１回当たり） 班　名 助成金

（１回当たり） 班　名 助成金
（１回当たり）

立　野 500円 蔵　谷 900円 内　布 400円

境　目 600円 坂　口 600円 椎　屋 400円

蕨　谷 800円 高　沢 800円 岡 400円

遠　原 900円 横　井 1,100円 中　津 200円

俣　口 600円 大　槻 1,000円 黄　檗 300円

大久保 600円 沢　見 900円 松　舟 300円

千　津 600円 田　代 400円

川　島 1,700円 告 200円

楮　木 1,400円 茂　田 700円

【助成対象者】
　おおむね 65歳以上だけの世帯で
あって、現に球磨村において生活を
営んでいることが認められる者。

１世帯に１月当たり４枚支給

【助成対象者】
　おおむね 65歳以上の者で、現に
球磨村において生活を営んでいるこ
とが認められる者。

１世帯に１月当たり８枚支給

（問い合わせ）役場住民福祉課福祉係　☎（３２）１１１２

行政相談を開催します
　あなたの行政に対する苦情や疑問を相談していただくためのものです。秘密は固く守られます。
お気軽にご相談ください。
　　　●日　時：３月 26 日（火）　午前 10 時～正午まで
　　　●場　所：球磨村コミュニティセンター清流館第２会議室（役場となり）
　　　●対応者：行政相談委員　岡本�青治�委員　　　熊本行政評価事務所　担当者

（問い合わせ）役場総務企画課　☎（３２）１１１１
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月 火 水 木 金

1 2 3 4 5

やまびこ号

ふれあい
サロン

◆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）

8 9 10 11 12

やまびこ号

●渡駅前・一王子・

　レストラン石水・

　地下（9:00）

●�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）

●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）

●内布（9:00）

●小川・茶屋・舟戸・

　椎屋（9:10）

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）

◆鵜口老人会

　（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）

15 16 17 18 19

やまびこ号

●岡・浦野・板崎・

　田頭（9:00）

●馬場・中園（9:40）

●遠原・俣口（9:00）

●毎床・茂田（9:15）

●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）

●鵜口・千津・大無田・

　大久保（9:00）

●松谷・那良・那良口

　（9:15）

●松舟・田代（9:00）

●友尻・宮園・

　体育館前・柳詰

　（9:30）

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）

22 23 24 25 26

やまびこ号

●大槻・横井（9:00）

●高沢・蔵谷・沢見・

　坂口（9:20）

●�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）

●渡駅前・一王子・

　レストラン石水・

　地下（9:00）

●内布（9:00）

●小川・茶屋・舟戸・

　椎屋（9:10）

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）

◆渡西鶴亀会

　（せせらぎ）

◆鵜口老人会

　（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）

29 30

やまびこ号 昭和の日

●遠原・俣口（9:00）

●毎床・茂田（9:15）

ふれあい
サロン

◆税金徴収日�

◆毎床寿クラブ

　（せせらぎ）

やまびこ号運行表　＆　ふれあいサロン日程4月


