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2020.5 ◎ お知らせ掲示板

5月は自転車月間

ダニ・マダニによる被害を
防ぎましょう

【自転車の交通事故が多発しています】

て火災となるケースが増えています。
焼却火の延焼拡大には注意ください。
また、コンロ使用時には、その場を離
れないようにしましょう。人為的ミス
による火災は、一人ひとりが注意すれ
ば防げるものです。火の取り扱いには
十分に注意しましょう。

（消防局予防課 ☎363-0263）

湿度、
気温がともに高くなるこれか
市内では、
令和元年中に399件発生
らの時期は、家の中のダニが発生しや
しました。
事故に遭った当事者の約5
すくなります。ダニは人を刺すだけで
割に法令違反があり、その原因は、安
なく、
アレルギーの原因にもなります。 全不確認が最も多くなっています。
こまめに部屋の換気、
掃除を行い、
天
ルールを無視した無謀な運転は、とて
気の良い日は布団を干してダニの増
も危険です。またスマートフォンの操
繁殖期のカラスにご注意を
殖を減らしましょう。
作やイヤホンを装着して音楽を聴く
また、
国内で死亡例も報告されてい
「ながら運転」や、車道の右側通行（逆
繁殖期のカラスは、卵やヒナを守る
るマダニ（室内のダニとは別の種）に
走）
、
夜間の無灯火での運転は道路交
ために人を威嚇・攻撃することがあり
かまれないように、草むらなどマダニ
通法に違反します。絶対にやめましょ
ます。
威嚇は、
繁殖期の一時的な行動
が生息する場所に入る場合は、
長袖、
う。
です。
巣の近くは避けて通るなど、子
長ズボン、
足を完全に覆う靴を着用し、 【定期的に点検・整備をしましょう！】
育て中のカラスを刺激しないように
肌の露出を少なくしましょう。
しましょう。それでも人を攻撃する場
安全に自転車を利用するために、
1

（生活衛生課 ☎364-3187）
合は、帽子や傘などで防ぎましょう。
年に一度自転車安全整備店で整備を
カラスの巣を産卵前や巣立ち後に、
受けましょう。点検整備が行われ合格
調理師試験願書配布のお知らせ
自身もしくは業者に依頼して撤去す
した普通自転車には、傷害保険と賠償
期 5月11日
ることは可能です。ただし、卵やヒナ
責任保険等が付帯したTSマークの
（月）
～6月5日（金）場 食
がいる状況では「鳥獣保護管理法」に
シールが貼付されます。
品 保 健 課、
区 役 所・ま ち づ く り セ ン
【自転車保険に加入しましょう】
基づく許可が必要になります。
詳しく
ター等 ※今年度から、
熊本県調理師
は、鳥獣対策室（☎328-2369）
へ。
試験は「公益社団法人調理技術技能セ
過去には小学5年生の児童が歩行
ンター」が実施します。
昨年までと受
者と衝突したことで、歩行者が寝たき
犬・猫の譲渡を平日に行っています
験申請受付方法が異なりますので、
注
りになり、
児童の保護者へ約9,500万
意ください
円の損害賠償命令が出されました。こ
新型コロナウイルス感染症の感染
詳しくは、
熊本県ホームぺージへ。
のような高額賠償事例は他人事では
拡大防止のため、毎月開催していた休

（食品保健課 ☎364-3188）
ありません。
万が一に備えて、
自転車
日譲渡会と毎週水曜日に開催してい
保険に加入しましょう。
詳しくは、
自
た譲渡前講習会を中止しています。
無料
5月は消費者月間
転車販売店や損害保険会社へ。
現在、
犬・猫の見学と譲渡は、平日午
内 安全・安心で豊かに暮らすことが

（生活安全課 ☎328-2397）
前10時～正午、
午後1時～4時に対応
しています。
できる社会を実現するために消費者
熊本市災害情報メールに登録を
譲渡前講習会は犬の譲渡希望者に
センターでは、
商品・サービスについ
内 防災に役立つ情報をメールでお知
対して個別対応しますので、譲渡希望
ての相談や苦情を受け付け、
消費生活
の方は事前に電話で問い合わせくだ
相談員がトラブルを解決するための
らせするサービスです。
消防情報、
緊
さい。
お手伝い（助言・役立つ情報提供・あっ
急 防 災 情 報、防 災 情 報、気 象 情 報、防
せんなど）をしています。
悪質商法や
災・消 防 に 関 す る 情 報
（市動物愛護センター ☎380-2153）
身近な消費者トラブルなどでお困り
※必要な情報の選択可
5月10日～16日は愛鳥週間です
問 情報司令課
の方はまず電話で下記へ相談くださ

登録はこちら➡
い 対 原則市内に住む方
春は野鳥の繁殖期です。巣立ちした
【相談受付】日 月～金
ヒナが落ちていても、
必ず親鳥が見
（祝日を除く）午

（情報司令課 ☎363-7137）
守っています。野鳥のヒナを持ち帰ら
前9時～午後5時 場 熊本市役所別館
火の取り扱いにご注意を!!
ないようにしましょう。
自転車駐車場5階 問 消費者センター
熊本県では5月10日～1か月間を
 （消費者センター ☎353-2500）
「焼却火の拡大」や「コンロからの出
「繁殖期の野鳥保護及び指導取締強化
火」などの人為的ミスによる火災が多
月間」と定め、違法捕獲などの防止に
く見受けられます。ごみの屋外焼却は
取り組んでいます。
原則禁止です。刈り取った枯れ草やご
野鳥を許可なく捕獲することは、法↗
みなどを焼却した際に、周囲に延焼し↗

一般競争入札で市有地を貸し付けます
No

物件の所在

登記地目

1

中央区新町2丁目11番1

2

中央区南熊本3丁目14番129

宅地

3

中央区水前寺4丁目512番の一部

4

中央区水前寺4丁目512番の一部

5

地積（m2）

680.65

最低貸付料（円/月）

163,500

1,792.59

245,200

185.00

45,300

368.00

90,100

中央区水前寺4丁目512番の一部

100.00

24,500

6

中央区水前寺4丁目512番の一部

185.00

45,300

7

中央区九品寺6丁目6番70の一部

90.00

18,900

雑種地

宅地

貸付用途

駐車場、
資材置場等

申込受付

5月7日～29日に資産
マネジメント課
（☎328-2845 平日午
前8時半～午後5時）
※申込受付は原則郵送。

入札日時 6月30日
（火）
午後2時から物件ごとに随時（予定）
入札場所
本庁舎4階モニター室（予定）
※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、市ホームページ「市有地貸付募集要領」へ。
※入札者のいない物件、
または落札されなかった物件は、先着順で貸し付けます。
家庭ごみの排出量
1人1日あたり

2019年度 459ｇ（目標 450g）

（4～2月）


（廃棄物計画課

☎328-2359）

生活用の水使用量
1人1日あたり

律で禁止されています。平成24年か
らメジロの愛がん飼養目的の捕獲は
許可はしていません。
（市動物愛護センター ☎380-2153）

犬・猫をむやみに繁殖させない
ようにしましょう
法律と条例の改正により、
6月から、
犬・猫の適正な飼養が困難となる場合
は、
不妊手術などの繁殖防止措置を行
うことが所有者に義務付けられます。
ペットを飼う際は、
適正な数を適正に
飼養するようにしましょう。
（市動物愛護センター ☎380-2153）

しごと・経済
高年齢者無料
おしごと相談コーナー

無料

内 雇用・就業に関する情報
（再就職関

連情報、短時間就業情報など）の提供
や、
技能講習会の案内など

【中 央 区 役 所 高 年 齢 者 職 業 相 談 コ ー
ナー】
日 平日午前9時～午後4時
（正午～午
後1時を除く）場 中央区役所1階北側

エレベーター近く

【サンライフ熊本 高齢者お仕事相談コー
ナー】
日 5 月 7 日（木）
・12 日（火）
・18 日

（月）
・27日（水）
／6月11日（木）
・15
日（月）
・24日（水）
・30日（火）
／7月6
日（月）
・14日（火）
・22日（水）
・30日
（木）午前9時～午後4時（正午～午後1
時 を 除 く）場 サ ン ラ イ フ 熊 本（☎
345-3511）
（しごとづくり推進室 ☎328-2377）

経営者のための退職金制度（小規
模企業共済）に加入しませんか
内 常時使用する従業員が20人以下
（宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商
業では5人以下）の個人事業主および
会社役員のための外部積立型の国の
退職金制度。
掛金は月額1,000円から
7,000円まで自由に選べ、税制メリッ
トもあります 問 電話またはホーム
ページから独立行政法人中小企業基
盤整備機構
（☎050-5541-7171）
へ
（しごとづくり推進室 ☎328-2377）

講演会・相談会
法律相談会（6月）


無料

場 期 東区
（東部公民館）・西区（西部
公民館）
7日
（日）
・17日
（水）
／南区
（富
合公民館）
・北区（植木文化センター）
12日（金）
・21日（日）時 午後1時半～
4時半 対 市内に住民登録のある方。
お住まいの区以外でも相談可 定 各日
6人（先着順）※同一内容の再相談は↗

2019年度3月 216L（目標 210L）


（水保全課

☎328-2436）

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。

