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2020.12 ◎ 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3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2714
【舎費（月額）】2人部屋：18,000円、
1
人部屋：24,000円 ※電気料金、
食
費は実費
【入舎料】70,000円
（入舎時に納入）
【募集人数】男子10人程度、
女子9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：来 年 1 月 21 日（必 着）
、
第2
回：来年3月11日（必着）
、
第3回：来
年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）

総合型地域スポーツクラブに
参加しませんか

年末は人の流れが活発となり、強盗
、わいせつ事案
本市では市民の皆さんが「いつでも、 や「電話で『お金』詐欺」
等のさまざまな犯罪が発生しやすく
だれでも、どこでも」気軽にスポーツ
なる時期です。また、
忘年会等で繁華
に親しめる環境づくりとして、
「総合
街等に人が集まることから、悪質な客
型地域スポーツクラブ」の育成に取り
引き等が横行するおそれがあります。
組んでいます。日々の健康づくりのた
客引きに付いて行った結果、
客引きの
め、
参加してみませんか。
説明金額と実際の請求金額が違った
詳しくは、
市ホーム
り、高額な請求をされたりしたという
ページまたは電話で最
事例もあります。
寄りの校区で活動する
客引きは絶対に利用せず、
年末は防
総合型地域スポーツク
犯意識をさらに高めていきましょう。
ラブへ。
 （スポーツ振興課 ☎328-2724） 【年末の警戒活動期間】12月1日～31日
【特別警戒活動期間】12月21日～31日

TO熊カードの払戻期限は
来年3月31日まで

内 TO熊カード
（磁気カード式乗車

券）の残金の払い戻しは来年3月31日
までです。
残高のあるTO熊カードを
お持ちの方は発行元の事業者窓口で
手続きをしてください ※TO熊カー
ドの残金がプレミアム額を下回る場
合は払戻しできません 持 身分証明
書 問 お手元のTO熊カード裏面の連
絡先へ

（交通局総務課 ☎361-5233）

図書館年末・年始休館のお知らせ
■休館・休室日

【市立図書館・植木図書館・とみあい図書
館・公民館図書室】
期 12月28日
（月）～来年1月4日（月）
【はあもにい】
期 12月28日
（月）～来年1月3日（日）
【プラザ図書館・城南図書館】
期 12月29日
（火）～来年1月4日（月）
【議会図書室】
期 12月29日
（火）～来年1月3日（日）



（市立図書館

☎363-4522）

都市計画変更に関する説明会
日時

12月13日（日）午後2時～4時
12月16日（水）午後7時～9時
12月17日（木）午後7時～9時
12月19日（土）午後2時～4時

年末の犯罪を防止しましょう

場所

桜の馬場城彩苑
多目的交流施設
くまもと森都心プラザ6階
A・B会議室

定員

140人

【活動の重点】

①金融機関、コンビニ店等深夜営業店
舗対象強盗事件の防止
②「電話で『お金』詐欺」の被害防止
③子ども・女性に対するわいせつ・声
かけ事案の被害防止
④被災地における警察活動の強化
⑤繁華街等における警察活動の強化

（生活安全課 ☎328-2397）

12月21日～来年1月3日は
年末年始の交通事故防止運動期間
年末年始は、人や車の動きが慌ただ
しくなるとともに、飲酒の機会も増え
重大な交通事故の発生が懸念されま
す。
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。また、
夕暮れ
時の早めのライト点灯を実践し、
歩行
者の早期発見に努めましょう。
歩行者は交通ルールを再認識し、
「道路を横断するときは横断歩道を渡
る」、
「スマートフォン等の画面を見な
がら歩かない」などの安全な行動を実
践しましょう。
【運動の重点】

①飲酒運転等の危険運転の防止
②夕暮れ時と夜間の交通事故防止
③歩行者の安全と自転車の安全利用
の確保
④高齢者の交通事故防止

（生活安全課 ☎328-2397）

85人

説明会の内容
「車中心」
から
「人中心」
の都市空間へ転換し、
「だれもが移動しやすく歩い
て楽しめるまち」
の実現に向けた、
駐車場の適正化についての説明会
【都市計画変更】

駐車場整備地区の見直し
（廃止・追加）
その他の事項
まちなか駐車場適正化計画の策定
滞在快適性等向上区域の設定 など
区域の見直し図

金峰山登山道路の
車両通行止めのお知らせ
期 12月31日
（木）午後5時～来年1月
1日（金）午前9時（予定）内 御来光登
山などによる交通渋滞のため、
毎年大
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）

山火事にご用心！
秋から冬にかけて空気が乾燥し、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
生の危険性が高くなります。
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、
吸い殻の火は必ず消す。
（農業政策課森づくり推進室 ☎328-2409）

NET119緊急通報システム
Web申請・メール申請を
開始しました
対 聴覚や発話の障がいがある方、
音
声の聞き取りが難しい方、音声での
119番通報が困難な方などで、熊本市
消防局管轄（熊本市、益城町、西原村）
に居住、通勤・通学する方 内 これまで
は窓口でしか受け付けできなかった
NET119緊急通報システムが、
Web
およびメールでも受け付けできるよ
うになりました
■NET119緊急通報システムとは？
聴覚や発話の障がいにより音声に
よる119番通報が困難な方が、全国ど
こからでもスマートフォンや携帯電
話を使用し、
簡単に
119 番 通 報 が で き る
サービスです。
詳 し く は 、市 ホ ー ム
ページへ。

（情報司令課 ☎363-7137）

～事業者、
または以前事業をしていた皆さんへ～

PCB廃棄物の処分期限が迫っています
ポリ塩化ビフェニル（PCB）とは？

事業用の蛍光灯等の安定器や電気機器（変圧器、コンデンサ）等の絶縁油
として過去に使用されていた機械油の一種で、
毒性が確認されたため、
現在
は製造が禁止され、高濃度PCBを含有する廃棄物および含有機器等は、来
年3月31日までに処分する必要があります。期限を越えた場合、罰則の対象
となる場合があります。

PCB含有機器等の再確認をお願いします！

すでにPCB含有機器等の処分が完了している事業所で、再度、
PCB含有
機器等が発見される事例が複数件発生しています。

申込

開催日の前日までに住所、
氏名、
参加人数、
連絡先を
電話またはメール（toshidesign@city.kumamoto.
lg.jp）
で都市デザイン室へ
詳しくは、
市ホームページへ。

（都市デザイン室 ☎328-2538）

■PCB含有機器等が再度発見された事例の一例
・駐車場の照明機器など、
屋外の確認を行っていなかった。
・水銀灯や分電盤内の小型コンデンサなどの器具の確認を行っていな
かった。
・天井が二重構造になっており、
上段が未調査だった。
・照明器具の更新、廃止の際、ランプ部分のみ施工され、安定器だけ駐車
場等の梁の裏、または屋上等に残置されていた。
・他の事業所から持ち込み、
備品として保管または使用していた。
「PCB含有機器等の調査方法や判別法」、または「PCB含有が疑われる機
器等が発見された」等、PCBに関することについては、
事業ごみ対策室へ。

（ごみ減量推進課事業ごみ対策室 ☎328-2365）

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。

