
泉町の人の動き

【世帯数】７８２世帯

【人 口】 １６８７人
男 ８３６人 女 ８５１人

令和３年３月末現在■発 行 八代市泉支所

■編 集 泉支所地域振興課 ℡ 67－2111

■発行日 令和３年５月１日

八代を創造した石工たちの軌跡 ～石工の郷に息づく石造りのレガシー～

標記の事業について、各地区・団体からの要望を下記のとおり募集いたします。
申込用紙・要領等は泉支所地域振興課にありますので申請希望の区・団体がありましたらご連絡ください。
★募集期間：令和3年5月28日（金） ★申請書提出先：泉支所地域振興課総務振興係

■地域振興事業の趣旨について
泉地域の振興について、地域の特性を活かし、その地域・地区（集落）の団体が、地域づくり活動の充実や住民自

治及び防災意欲の向上を図るための事業を行おうとする場合に助成金を交付するものです。
■交付対象者
地域、地区(集落)内で地域づくり活動の充実や住民自治及び防災意欲の向上に向けた活動を行っている団体又は当

該活動を行おうとする団体とします。

■交付対象事業
対象となる事業は次に掲げる事業とする。ただし、地域協議会に対し補助される「八代市コミュニティ活動活性化

補助金交付要領」の対象事業は除きます。

（1）地域住民の健康福祉の充実を目的とする事業 （2）地域住民の教育文化の振興を目的とする事業
（3）地域の安全安心の実現を目標とする事業 （4）地域の環境の保全及び景観の形成を目的とする事業

（5）子供や高齢者等世代間交流を目的とする事業 （6）その他、地域づくり活動の充実及び自治意欲の向上を

目的とする事業

■助成金の額 助成金の額は、泉町内での上限が50万円となっています。
■助成金の交付

助成金は、別に定める「八代市支所地域振興・地域づくり活動助成金交付要領」に基づき交付します。

【申込み・問合せ】 地域振興課 総務振興係 ☎６７－２１１１

泉小中学校令和３年度入学式が、４月９日（金）保護者の方、先生方が見守られるなか行われまし
た。新型コロナウイルス感染症対策のため、残念ながら地域の方のご出席が叶いませんでしたが、小
学生２名、中学生８名、計１０名の児童・生徒は、凜とした姿で入学式に臨むことができました。

新しい環境で不安や緊張もあるかと思いますが、保護者、学校の先生、地域で、楽しい学校生活が
送れるよう見守っていきたいと思います。（泉小中学校）

泉小中学校での入学式の様子

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別をなくそう！

熊本県人権啓発キャラクター

「コッコロ」

〇令和3年5月10日（月）納期限のもの

■市県民税（特別徴収） 30４期
■農業集落排水使用料 ４月分(３月使用分)
■浄化槽使用料 ４月分(３月使用分)

※口座振替をご利用の方は、事前に口座の残高をご確認下さい。

〇令和3年5月31日（月）納期限のもの

■国民健康保険税 ２期
■介護保険料 ２期
■後期高齢者医療保険料 随期
■市営住宅家賃等 ５月分
■簡易水道使用料 ５月分(４月使用分)
■固定資産税 １期
■軽自動車税 全期

【問合せ】地域振興課市民サービス係 ☎６７－２１１１
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４月８日（木）釈迦院に
おいて、お釈迦様の誕生日
をお祝いする｢釈迦院花まつ
り」が開催されました。

釈迦院花まつりの様子

▲

多くの露店も出て、餅投
げや甘茶の振舞いもあり、
コロナ禍の中、無病息災を
祈願する人で賑わっていま
した。

ＳＴＯＰ！コロナ差別！！ ＳＴＯＰ！デマ拡散！！

◇感染された方やご家族、職場や知人の方などに対する誹謗中傷や嫌がらせ、不当な扱いなどの差別

的な対応を絶対にされないようお願いします。

◇憶測やデマを拡散することなく、正確な情報に基づいて、人権に配慮した冷静な行動をとってください。

新型コロナウイルワクチン接種について

八代市にね橋や干拓樋門など、石造りの文化を構成する文化財が
令和２年６月、「日本遺産」に認定されました。八代の地に今なお残る、
卓越した技術で築かれた遺産の数々。その中から泉町に残る石橋を
今号からシリーズで紹介します。

八代市におけるワクチン接種に関する予定等については、

八代市ワクチン接種コールセンター ０９６５-３０-７５００（平日９時～１７時） または

八代市新型コロナウイルスワクチン接種対策室 ０９６５-３０-７５０１ にお問い合わせください。

※「市報やつしろ」及び市のホームページからご覧いただけます。（ホームページアドレス：http://www.city.yatsushiro.lg.jp）

【落合橋】1847年架設という。橋長20ｍ、橋幅4.6m、径間15m。
泉コミセン横の氷川に架かる、県道久連子落合線の現役橋梁。下流
側の歩道橋から石造りの構造を間近に見ることができる。地元野添
産出の赤肌色の石材使用。（参考文献：上塚尚孝著「熊本の目鑑橋
345」熊本日日新聞社刊）

‐―泉町の石橋群‐― シリーズ 第１回 落合橋（おちあいばし）



令和3年度の八代市消防団泉方面隊幹部（分団長以上）を紹介します。
消防団は、みなさんの生命・身体・財産を火災や災害から守る、地域防災の要です。団員は普

段、会社勤めや自営業などそれぞれの職業に従事されていますが、いざというときは、消防署と
同じように火災現場や災害現場に出動し、消火活動や災害対応に当たります。
泉町内には現在、１３０名（内７名は限定活動消防団員）の消防団員が所属し、日々の訓練や

火災予防啓発活動を行っています。

■幹部名簿（敬称略）

隊長 滝川 浩敬 第１分団長 森田 一也 第５分団長 那須 晃

副隊長 森田 勝信 第２分団長 澤田 純一 第６分団長 田上 正豊

指導員 村川 登司也 第３分団長 中西 覚 第７分団長 嶽本 孝幸
本部分団長 西村 新吾 第４分団長 清水 義晴 第８分団長 高尾 昇二

●泉方面隊では、団員を募集しています。
詳しくは、地域振興課総務振興係（☎６７－２１１１）までお問合せください。

６月5日（土）・6日（日）に開催を予定していました、「第16回平家いずみお茶

まつり」は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、やむなく中止させていただ

くこととなりました。開催を心待ちにされておりました皆様方、この度は中止となり

ましたことに対しまして、心よりお詫び申し上げます。

4月6日（火）～15日（木）の10日間、「春の全国交通安全運動」が実施されました。期間中、
泉町でも交通指導員の方等による街頭指導が行われ、登校中の児童・生徒の皆さんは元気よく挨拶を
されていました。

▲出発式の様子（熊本県警氷川機動センターにて）

最近、犬の放し飼いについての苦情が多く寄せられています。飼い犬は必ずつなぎとめ、放
し飼いにしないでください。
また、散歩の時は必ずつないで運動しましょう。普段おとなしい犬でも、知らない人に対して

吠えたり、突然咬みついたりすることがあります。
飼い主の方は責任を持って飼育しましょう。

【問合せ】

泉支所 地域振興課 ☎６７－２１１１

八代保健所 衛生環境課 ☎３３－３１９８
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狂犬病予防注射も必ず受けま
しょう

▲街頭指導の様子（振興センターいずみ前）

特設人権相談所及び行政相談所が次のとおり開設されます。

◆日時：令和3年6月1日（火） 午前１０時から午後３時まで

◆場所：泉支所１階会議室（行政相談）

泉支所２階会議室（人権相談）

◆料金：無料

※道路や建物、不動産登記、年金や保険、役所の手続き、また

は生活侵害、人権問題などについて、お悩みの方は、この機会に

ご相談されることをお勧めいたします。なお、相談者の秘密は堅く

守られますので、お気軽にご相談ください。

【問合せ先】

地域振興課総務振興係及び市民サービス係 ☎６７－２１１１

新任行政相談員の紹介

橋本和郎さん
（南川内）

令和3年4月1日付、総務大臣から行政相

談委員に委嘱されました。
委嘱期間：令和5年3月31日までの2年間。

氏名 新 旧 氏名 旧 新

中村道久 泉支所長 農林水産部次長 坂口孝幸 泉支所長
泉支所地域振興課主任

（再任用）

山本康博 泉支所地域振興課長
農業委員会事務局次長兼農地

係長
緒方　浩 泉支所地域振興課長 国際課長

西村新吾 同課主幹兼総務振興係長
フードバレー推進課主幹

兼マーケティング戦略係長
角田吉光

同課長補佐兼市民サービス

係長
千丁健康福祉地域事務所長

川口ミカ 同課主幹兼市民サービス係長 泉健康福祉地域事務所主査 上村昌也 同課主幹兼総務振興係長 人権政策課主幹兼青少年室長

鉄田正二 同課主幹 坂本支所地域振興課主幹 園部知子 同課参事 文化振興課参事

坂口和幸 同課参事
市民活動政策課参事

(泉コミニティセンター)
眞田忠輔 同課主任

市民活動政策課参事

(泉コミニティセンター)

内田隆之
同課参事

(健康推進課事務従事兼務)
泉支所地域振興課主任 内田隆之 同課主任

泉支所地域振興課参事

(健康推進課事務従事兼務)

坂口孝幸 同課主任（再任用） 泉支所長 井上　愛 同課主任 資産税課主任

薄田智徳 泉建設地域事務所長 水道局主幹兼工務係長 田中健二
建設政策課審議員兼泉建設

地域事務所長

財務部財務審議員

（工事検査員）

南畑匡臣 同事務所主査 土木課主査 守田隆広 同事務所参事 都市整備課参事

岩岡浩徳 同事務所主任（再任用） 財務部理事(工事検査員) 谷川恵吏 同事務所参事 泉健康福祉地域事務所参事

谷川恵吏 泉健康福祉地域事務所参事 泉建設地域事務所参事 川口ミカ 泉健康福祉地域事務所主査
泉支所地域振興課主幹兼市民

サービス係長

眞田忠輔
市民活動政策課主任

(泉コミニティセンター)
泉支所地域振興課主任 坂口和幸

市民活動政策課参事

(泉コミニティセンター)
泉支所地域振興課参事

河原　駿 八代市立椎原診療所
国立がん研究センター中央病

院
北本晋一 八代市立椎原診療所 熊本総合病院

転　　入 転　　出

八代市人事異動表（令和3年4月1日付）より

校区長 吉田　清一 （柿迫・白岩戸）
副校区長 松田　林一 （下岳・広平）

坂田　雄二 （下岳・白木平）
浜田　利雄 （柿迫・河合場）
黒木　智光 （五家荘・上樅木）

書　記 田中　志朗 （栗木・野添）
宮﨑　隆則 （栗木・南川内）
橋崎　普吾 （五家荘・椎原）

【令和３年度 泉校区市政協力員協議会役員】
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