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2019.12 ◎ お知らせ掲示板

首都圏への進学を予定の皆さんへ
ゆう ひ がくしゃ

令和2年度 有斐 学 舎 寮生募集
内 県内出身者で首都圏の大学に通う
学生を対象とした
（公財）
肥後奨学会が
運営する学生寮の寮生を募集します。
■有斐学舎について：【住所】埼玉県志
木市柏町6丁目27-14【舎費】2人部屋
18,000 円（月 額）
、
1 人 部 屋 24,000
円（月額）※電気料金、
食費は実費【入
舎料】70,000円
【募集
（入舎時に納入）
人数】
男子15人程度・女子6人
■申込書類配布場所：区役所総務企画
課、
県庁行政棟本館2階県政情報文書
課（☎333-2061）
■応募締切：第1回 1月8日
（必着）
／第
2回 3月10日（必着）
／第3回 3月26
日（必着）
■申込提出先：〒353-0007埼玉県志
木市柏町6丁目27-14公益財団法人
肥後奨学会 有斐学舎
詳 し く は 、ホ ー ム ペ ー ジ（http://
www.y-gakusha.net/）ま た は 電 話
で（公 財）肥 後 奨 学 会 有 斐 学 舎（☎
048-473-7591）
へ。
 （東京事務所 ☎03-3262-3840）

図書館休館のお知らせ
■蔵書点検
【市立図書館】
期 12月2日
（月）
～4日
（水）
■年末年始の休館・休室日

【市立図書館・植木図書館・とみあい図
書 館・プ ラ ザ 図 書 館・城 南 図 書 館】
期 12 月 29 日（日）
～来 年 1 月 4 日

（土）

【公民館図書室・はあもにい】期 12月

29日
（日）
～来年1月3日
（金）

【議 会 図 書 室】期 12 月 28 日（土）
～



来年1月5日
（日）
（市立図書館

たら、また自分の席に戻って、
再度料
理を楽しみましょう。
忘年会等の宴会が続くこれからの
時期、出された料理をおいしくいただ
いて、食べ残しを減らしましょう！
 （ごみ減量推進課 ☎328-2365）

金峰山登山道路の車両通行止め
期 12月31日
（火）午後5時～来年1月
1日（祝）午前9時（予定）内 御来光登
山などによる交通渋滞のため、大晦日
から元旦にかけて金峰山登山道路を
通行止めとします ※混雑状況などに
より、
県道1号線（峠の茶屋）からの進
入を制限する場合あり 問 くまもと自
然休養林金峰山地区保護管理協議会
（農 業 政 策 課 森 づ く り 推 進 室 内・☎
328-2409）

ちょっとの注意で
『火の用心』!!
空気が乾燥し、火災が発生しやすい
季節です。
火の取り扱い、
後始末には
十分注意しましょう。

【暖房器具を使用する際の注意点】

使う前に必ず点検をする／火が点い
たまま給油をしない／カートリッジ
タンクの口金等は確実に閉める／燃
える物やスプレー缶は近づけない／
洗濯物を近くに干さない／去年の灯
油を使わない／定期的に換気をする
／寝るときや外出するときは、必ず消
火する。

（消防局予防課 ☎363-0263）

山火事にご用心！
秋から冬にかけては空気が乾燥し、
森林内の落葉などが燃えやすい状態
になっているだけでなく、強風などに
よりたき火が燃え移りやすく、山火事
発生の危険性が高まります。山火事は
一度発生すると容易に消火できず、長
い年月をかけて育てた貴重な森林を
一瞬にして失うことになります。
山火事を防ぐため、次のことに気を
付けましょう。①枯草等のある火災が
起こりやすい場所では、たき火をしな
い②強風時および乾燥時には、たき
火・火入れをしない③火入れを行う
際、
許可を必ず受け、
十分な実施体制
をとる④たばこは、指定された場所で
喫煙し、
吸い殻は必ず消す。
（農業政策課森づくり推進室

☎328-2409）

救急車の適正利用にご協力を

「30・10運動」
にご協力を！
30・10（さんまるいちまる）運動と
は、
食品ロス削減のため、
宴会時の食
べ残しを減らす取り組みです。
〈乾杯後30分間〉は席を立たずに料
理を楽しみ、
〈お開き10分前〉になっ↗

消防局管内では、平成30年の1年間
に、
25台の救急車で39,034件の救急
出場を行いました。しかし、出場した
中には入院や通院のための利用など
緊急性が低い不適正な利用も見受け
られました。
こういった不適正な利用が増える
と、緊急で本当に救急車を必要として
いる人への到着が遅れてしまいます。
119番通報する前に、
本当に救急車
で病院に行かなければならないのか、
もう一度考えましょう。
※ただし、次の場合はすぐに救急車を
呼んでください。重大な病気の可能
性があります。
→突然の激しい頭痛・顔半分が動き↗

にくい・手足に力がはいらない・ろ
れつが回らない・胸や背中の激痛・
急な息切れや呼吸困難・胸が締め付
けられる、または圧迫される・急に
意識がなくなった など
救急車はいのちをつなぐ乗り物で
す。
ご理解とご協力をお願いします。

（消防局救急課 ☎363-2360）

客引き行為等禁止地区の
客引き・スカウト行為を
しない、させない、利用しない！
禁止行為となるのは、
相手方を特定
しての客引き行為・客待ち行為や、
店舗
の従業員
（ホステス等）
となるよう誘う
行為
（させる、
用いる営業を含む）
です。
客引き行為等禁止地区は、
上通、
下
通、新市街等を含む中心商店街です。
禁止地区で違反行為を行った場合、行
政指導を行い、
行政命令に従わなかっ
た場合は、
5万円以下の過料を科すと
ともに、氏名、住所、店舗等を公表する
ことがあります。
客引き行為等は絶対
に止めましょう。また、
客引き行為等
を用いた店舗には行かないようにし
ましょう。

（生活安全課 ☎328-2397）

12月21日から来年1月3日は年
末年始の交通事故防止運動期間
運転者は、
飲酒運転の悪質性・危険
性・結果の重大性を認識し、飲酒運転
は絶対にやめましょう。高齢者や子ど
もの歩行者および高齢運転者マーク
等を表示している車両に対して、
思い
やりのある運転に努めましょう。
また、計画的で余裕のある運転を心
がけ、後部座席を含むシートベルトや
チャイルドシートの効果と必要性に↗

☎363-4522）

令和2年度（2020年度）
体育施設専用使用の申込み
内 令和2年
（2020年）4月1日～令和

3年（2021年）3月31日の体育施設使
用のうち、事前に日程確保の必要があ
る大会等の専用使用について、
申し込
みを受け付けます。
例年、
申請書等を
事前送付していましたが、
変更点があ
りますので注意ください 申 12月2日
～来年1月17日（必着）に、
申請書を郵
送 ま た は 持 参 に て 〒 860-8601 ス
ポーツ振興課へ ※申請書様式は市
ホームページからダウンロードくだ
さい ※申請内容を調整後、
決定
■申請受付対象外の次の施設につい
ては、
各施設へ直接問合せください
市総合体育館・青年会館、
水前寺競
技場、
水前寺野球場、
アクアドーム
くまもと、南部総合スポーツセン
ター、
託麻スポーツセンター、
浜線
健康パーク、
城南総合スポーツセン
ター、
植木中央公園運動施設、
坪井
川緑地運動施設、庄口地区運動施
設、
東部交流センター
詳しくは、
市ホームページへ。
 （スポーツ振興課 ☎328-2724）

一般競争入札で市有地を売却します
No

登記地目等
（現況地目）

物件の所在

地積（m2）

最低売却価格
（円）

用途地域

9シ1

中央区南千反畑町10番1

宅地

939.10

297,694,700

9シ2

西区花園1丁目157番1

宅地

68.41

2,688,513

9シ3

西区春日7丁目189番2

雑種地

2,015.24

9シ4

北区植木町山本字東原725番2

宅地

1,081.98

9シ5

北区清水万石5丁目458番4

宅地

337.46

申込受付窓口

商業地域

11 月 25 日～12
月24日に資産マ
ネジメント課
第2種中高層住居専用 （ ☎3 2 8 - 2 8 4 5
31,034,696
地域
平日午前8時半
～午後5時）
16,662,492 工業地域
※募集要領配布
11,541,132 第1種低層住居専用地域
時期も同じ。
準工業地域

入札日時 来年1月30日（木）午後2時から物件ごとに随時
入札場所 本庁舎4階モニター室（申込状況によって変更する場合あり）
※入札の参加資格、
物件の詳細ならびに入札の手順など詳しくは、
「市有地公売募集要領」または市ホームページを確
認ください。
※入札者のいない物件、
または落札されなかった物件は、
先着順に売却します。
売却期間は、
来年2月5日～6月30日です。

上下水道局用地を売却します
No

ス1

物件の所在

西区上松尾町字百山
2485番2

地目

雑種地

地積（m2）
（実測面積）

229.74

最低売却価格（円）

上下水道局へ
問い合わせください

用途地域

申込受付窓口

市街化
上下水道局総務課（☎381-4063
調整区域
平日午前8時半～午後5時）

募集要領配布・申込受付期間 11月25日（月）
～12月25日（水）
詳しくは、市ホームページまたは申込受付窓口へ。

市外局番 096 を省略しています◦
「〒860-8601」
は市役所専用番号です。
住所の記載なしで郵便物が届きます。

くまもと市政だよりへの広告（後半ページ下欄）
を募集中。
販売代理店の
（株）
ホープ
（☎092-716-1401）
へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。

