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2020.7 ◎ お知らせ掲示板

がけ地近接等危険住宅移転事業
を行っています
災害危険区域などから移転する場
合の住宅除去費や住宅購入などのた
めの借入金の利子相当額を助成しま
す。
（要件、
上限額あり）
※土砂災害危険住宅移転促進事業と
の併用可。
詳 し く は 、建 築 指 導 課（☎ 3282513）
へ。

グリーストラップの
維持管理は適切に！
熊本市下水道条例では、
油脂を多量
に出す飲食店やガソリンスタンドな
どに対して、
油脂しゃ断装置（グリー
ストラップなど）の設置を義務付けて
います。設置後も定期的な清掃や浮上
油の回収等の維持管理が必要です。
管
理を怠ると下水道管内での詰まりや
害虫・悪臭の原因となります。また、
グ
リーストラップに、ばっ気装置等の後
付け機器を設置すると、
グリースト
ラップ本来の機能を果たせず油脂分
が撹拌されてグリーストラップから
流出するおそれがあります。
下水道管
等の詰まりの原因となることがあり
ますので後付けはしないようにしま
しょう。

（水再生課 ☎381-1157）

アタマジラミを見つけたら
内 お子さんが頭をかいたり、
かゆみ
を訴えたりしたらアタマジラミが原
因かもしれません。アタマジラミは清
潔にしていても、接触の機会があれば
うつります。しかし、
適切に対策を行
えば駆除することができます。薬局や
薬店で購入できる専用の薬剤や卵を
除去できる目の細かいクシで駆除し、
寄生された人と帽子やタオルなど同じ
物を使わないようにしましょう 問 生
活衛生課
（☎364-3187）へ

熱中症は、梅雨明けの蒸し暑くなっ
た時期にも起こりやすいことをご存
知ですか。体がまだ暑さに慣れておら
ず、うまく体温調節ができないためで
す。
熱中症は屋外だけでなく、
湿度が
高い室内でも起こります。
特に今年は、
新型コロナウイルス対策によるマス
ク着用で、
体内の熱がこもりやすく、
喉の渇きを感じづらくなるため、
注意
しましょう。
■熱中症のさまざまな症状
【初期】めまい、
立ちくらみ、こむら返
監査結果を公表しています
り、頭痛、嘔吐、倦怠感など
場 情報公開窓口
【重症化すると】全身性のけいれん、
（市庁舎13階）
、
市立
意
図書館・分館、くまもと森都心プラザ
識障害等
図書館、公民館図書室、市ホームペー
※すぐに医療機関の受診が必要です
ジ 内 令和元年度（2019年度）一般・
■普段から気をつけること
特別会計定期監査（財務・工事）報告書、 【暑さに負けない体を作る】バランスの
令和元年度（2019年度）行政監査報
良い食事・こまめな水分摂取・睡眠環
告書「人事異動等に伴う事務引継ぎに
境を快適にする
【暑さに適応する工夫をする】室内を涼
ついて」
※監査報告書とは、事務や工事のやり
しく、
涼しい衣服で・帽子や日傘で日
方が適正で合理的であったかなど
ざしを避ける・炎天下でのスポーツや
について、監査委員が調査した結果
作業時は、スポーツドリンクなどで十
をまとめたものです。
分な水分補給・無理せず早めに休憩す

（監査事務局 ☎328-2763）
る。

（消防局救急課 ☎363-2360）



Android
➡

事業所、飲食店等に設置されている
消火器などの消防用設備等は、
半年ご
とに点検し、その結果を定期的に消防
署へ報告する必要があります。
消防署への点検結果の報告は、管轄
する消防署へ郵送で行
う こ と が で き ま す 。送
付書類や注意点など、
詳しくは市ホームペー
ジへ。

（消防局指導課 ☎363-2249）

露店等で火気を使用する場合は
届出が必要です
火気を使用する露店等（移動販売車
や屋台等を含む。
）を開設する場合は、
消火器の設置や管轄する消防署への
届出が必要です。
詳 し く は 、市 ホ ー ム
ページまたは管轄消防
署へ。

（消防局指導課 ☎363-2249）

募集期間 7月1日（水）～9月15日
（火）

「明日は何のごみの日だっけ？」
、
「これって何のごみで出せばいいの？」
といったごみ出しについての疑問はありませんか？
本市では、ごみの収集日をお知らせする機能やごみの分別方法を紹介す
る機能などを搭載した「ごみ分別アプリ」を配信中です。ごみカレンダーも
アプリで確認できます。
ぜひ、
スマートフォンやタブレットにインストールして利用ください。

iPhone
➡

消防用設備等点検結果報告書
は郵送で提出できます

ラブミン人権啓発作品を募集します

「ごみ分別アプリ」
好評配信中！

【日本語・やさしい日本語版】

熱中症にご注意を！

【英語・中国語版】
iPhone
➡

Android
➡

（ごみ減量推進課

☎328-2365）

刑を終えて出所した人の人権

②小・中学校の部

絵・ポスター �� B3判画用紙
（ゴッホ画用紙）
短いメッセージ� 規定の応募用紙
詩������� 規定の応募用紙

③幼稚園・保育園・認定こども園の部
ねえねえ先生�� 園ごとの応募

【応募方法等 ①～③共通】

対象
申込

市内に住むか通勤・通学する方
①は応募作品に住所、氏名（フリガナ）、年
齢（学生は学校名・学年）、電話番号、雅号
を書いて、持参か郵送で〒860-8601熊
本市人権啓発市民協議会（人権政策課内
市庁舎12階）へ。②③は学校・園を通じて
応募してください ※持参する場合、土日
祝は受け付けできません。
表彰 部門別に選考し、
入賞作品には表彰なら
びに副賞を贈呈（最優秀賞、ラブミン賞、
優秀賞、特別賞など）
詳しくは、
①は人権政策課（☎328-2333）、②
③は人権教育指導室（☎328-2752）
へ。

昨年度の最優秀賞
（一般の部：絵・ポスター）

刑を終えて出所した人は、
本人に真摯な更生の意欲があっても、
周囲の根
強い偏見や差別意識がある場合があります。
就職や入居などの面で社会に
受け入れられないなど、
現実は極めて厳しい状況です。
また、
その家族の人権が侵害されることもあります。
たとえ罪を犯した人であっても、
罪を償って、
地域社会に戻ってくればみ
んな同じ市民です。
社会復帰するにあたって、
何よりも重要なのは本人の意
志ですが、
周囲の方々の理解と協力が不可欠です。
犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの立ち直りについて理解と協力の
輪を広げるため、
「更生保護の日」である7月1日からの1か月を強調月間と
して
「社会を明るくする運動」
が推進されています。
立ち直ろうと決意した人を社会で受け入れていくことや、
犯罪や非行を
する人を生み出さない家庭や地域づくりに皆さんもご協力をお願いしま
す。

（人権政策課 ☎328-2333）

高校生以上

ポスター���� B3またはB4判画用紙
詩・メッセージ � 400字詰め原稿用紙1枚以内
標語������ 応募用紙またははがき1枚に3点まで
川柳������ 応募用紙またははがき1枚に3句まで
※自由課題
肥後狂句���� 応募用紙またははがき1枚に3句まで
「ありがたい」
「ひとつひとつ」
※課題「よ（寄）りそって」
絵手紙����� はがきサイズ
※応募用紙は区役所、まちづくりセンターで配布します。
また、市ホームページからもダウンロードできます。

昨年度の最優秀賞
（小学校の部：絵・ポスター）

くらしの中の人権 80

①一般の部

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。

