※11月9日現在の情報です。
内容が変更となる場合があります。 お知らせ掲示板 ◎ 2020.12

冬のアウトドアは火災に注意
近年、
アウトドア人気が高まってお
り、ソロキャンプや自宅でキャンプを
楽しむ人も多いのではないでしょう
か。この季節は、
空気が乾燥し火災が
発生しやすくなります。
アウトドアで
火を使用する際は、次のことに注意し
てください。

【安全な場所で】

周囲の可燃物や風向きに注意して
ください。風がある時にたき火をする
と火の粉が飛んでしまいます。
周囲の
枯草や可燃物に火が燃え移らないよ
うにしましょう。

【事前の消火準備】

たき火が終わった時にきちんと消
火をしましょう。また、いざという時
に慌てないために、事前に消火準備を
しましょう。

【火の監視】

火から目を離さないようにしま
しょう。
炎は延焼・拡大するものと常
に意識してください。
たき火をするのも「人」
、きちんと消
すのも「人」ということを認識し、
安全
にアウトドアを楽しみましょう。
■2020年度全国統一防火標語■
「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」

（予防課 ☎363-0263）

犬と猫の休日譲渡（完全予約制）
日 12月19日
（土）犬の譲渡前講習会

（受講済の方は不要）
：午前10時～、
犬
の譲渡：午前11時～、
猫の譲渡：午前
10時～ 場 市動物愛護センター 内 市
動物愛護センターが保護している犬
猫の譲渡 対 平日来所が困難な方 定 各
4組（先着順）費 犬の譲渡には、
登録
手 数 料 と 狂 犬 病 予 防 注 射 料 金（計
6,200円）が必要 申 12月7日から電
話で市動物愛護センターへ
※譲渡希望の犬猫や、
譲渡条件等につ
いては申込時に確認します。
（市動物愛護センター ☎380-2153）

しごと・経済

犬はルールとマナーを守って
飼いましょう
■鳴き声が他人の迷惑にならないよ
うに注意しましょう
犬が頻繁に吠えたり、鳴き声が大き
かったりすると、周囲の人の迷惑にな
ります。
訓練士などに相談するなどし
て対処しましょう。高齢による認知障
害の夜鳴きの場合は、獣医師に相談し
ましょう。
■ふん尿は必ず始末しましょう
散歩や外出の前に、家で排泄を済ま
せてから、出かけるようにしましょう。
屋外でふんをした場合は必ず持ち帰
り、
尿は水で洗い流すようにしてくだ
さい。
犬小屋の周囲など、
普段犬がい
る場所の排泄物はすぐに片付け、清潔
にしておきましょう。
■屋外に犬を連れて行くときは、必ず
リードをつけましょう
屋外で犬を放すことは条例で禁止
されています。
必ずリードをつけ、
リードをしっかりと持ち、犬の行動を
制御できるようにしましょう。犬を放
してしまうと周囲の人に咬みつく等、
迷惑をかけるだけでなく、
犬自身が迷
子になったり、交通事故にあったりす
る危険性も高まります。
（市動物愛護センター ☎380-2153）

犬の狂犬病予防注射は12月末
までに受けさせましょう

熊本県の最低賃金が
改正されました
（1）
地域別最低賃金
効力発生日：10月1日

令和3年度上半期会計年度任用
職員
（パートタイム）
募集

最低賃金の件名

【業務内容】

（2）
特定
（産業別）
最低賃金
効力発生日：12月15日

【雇用期間】

採用日（来年4月1日以降）～令和4年
3月31日まで
※再任する場合有
※雇用保険加入・社会保険加入の場合
有

最低賃金の件名

電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業

時

自動車・同附属品製造業、
船舶製造・修理業、舶用機
関製造業

【報酬月額】

事務的業務：115,222円～128,354円
窓口接客業務：120,712円～138,519円
※令和2年度の報酬月額のため、
改定
の可能性有

百貨店、総合スーパー

【期末手当】

要件を満たす場合に支給有

【手当】

通勤手当を支給する場合有
募集職種や応募方法など詳しくは
市ホームページまたは募集要項をご
覧ください。
■募集要項配布
期 12月1日
（火）～22日（火）場 市
庁舎（1階総合案内、
6階人事課）
、
区
役所総合案内

（人事課 ☎328-2149）

内【工事請負など対象業種】
建設業、測
量、建設コンサルタント、製畳業、
花苗
申 11月24日～来年1月29日までに
申請書類を郵送（一般書留または簡易
書留に限る）で〒860-8601工事契約
課へ
書類様式など詳しくは、
市ホーム
ページへ。

（工事契約課 ☎328-2442）

間

額

793円

熊本県最低賃金

事務、窓口接客業務など

令和3年度工事請負などの入札
参加資格審査申請受付

犬の飼い主には、
犬の登録と生後
91日以上の犬に年1回狂犬病予防注
射を受けさせることが、法律で義務付
けられています。
今年度、まだ注射を
受けさせていない犬には、
12月末ま
でに動物病院で受けさせてください。
往診を希望する方は、事前に動物病院
にお尋ねください。
※狂犬病予防注射は、毎年4～6月に
受けさせるように義務付けられて
いますが、今年度は新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防
止のため、
延長され
ています。
詳しくは、
市ホーム
ページへ。
（市動物愛護センター ☎380-2153）

時

間

額

836円
888円
796円

特定（産業別）最低賃金には、適用範
囲があります。詳しくは、熊本労働局
労働基準部賃金室（☎355-3202）ま
たは最寄りの労働基準監督署へ。

医療従事者の方は忘れずに
届出を
対 12 月 31 日 現 在 で 、
医 師・歯 科 医
師・薬剤師の各免許を持つすべての方
（就業・未就業を問いません）
、または
保健師・助産師・看護師・准看護師・歯
科衛生士・歯科技工士として就業中の
方 ※育児休業などで長期休暇中の方
も届出が必要です。
■届出票配布場所
医療政策課、
区役所（12月10日～）
、
厚生労働省ホームページ（医師・歯科
医師・薬剤師のみ）
、市ホームページ
（全職種12月10日～）
■提出
来年1月15日までに届出票を直接ま
たは郵送で〒862-0971中央区大江
5丁目1-1医療政策課へ

（医療政策課 ☎364-3186）

上下水道局用地を売却します
No

ス１

熊本市公文書管理条例
（素案）

担当課
総務課（☎328-2092）
閲覧期間 11 月 20 日（金）
～12
月19日
（土）
閲覧場所 総務課、
区役所、
市ホー
ムページなど

家庭ごみの排出量
1人1日あたり

物件の所在

熊本市北区楠5丁目3番10

地目

地積（m2）
（実測面積）

宅地

225.63

最低売却価格（円）

11,755,000

用途地域

申込受付窓口

第1種低層住居専用 上下水道局総務課
地域
（☎381-4063）

入札日時 来年1月28日（木）午前10時～
入札場所 上下水道局別館1階入札室
募集要領配布・申込受付期間 11月24日（火）
～12月24日（木）
募集要領配布場所 上下水道局総務課、市ホームページからダウンロード可
※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、入札日の翌日から令和3年6月30日（水）までです。
詳しくは、市ホームページまたは申込受付窓口へ。

2020年度 484ｇ
（前月比 －4g／目標 450g）

（2020年8月～9月）


（廃棄物計画課

☎328-2359）

生活用の水使用量
1人1日あたり

2020年度10月 221L（前月比 ＋1L／目標 210L）


（水保全課

☎328-2436）

日 ＝日時 期 ＝期日、
期間 時 ＝時間 場 ＝場所 内 ＝内容 題 ＝演題 師 ＝講師 出 ＝出演 対 ＝対象 定 ＝定員 費 ＝費用 持 ＝持参物 申 ＝申込 問 ＝問い合わせ先

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。
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