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くらし
監査結果などを公表しています
場 情報公開窓口
（市庁舎13階）
、
市立

図書館・分館、くまもと森都心プラザ
図書館、公民館図書室、
市ホームペー
ジ 内 令和2年度（2020年度）公営企
業定期監査（財務・工事）報告書、監査
結果に基づき市長等が講じた措置に
ついて
（令和2年度
〔2020年度〕
）
※監査報告書とは、事務や工事のやり
方が適正で合理的であったかなど
について、
監査委員が調査した結果
をまとめたものです。
※措置とは、これまでの監査結果に基
づき具体的な改善を行ったものな
どであり、
1年分をとりまとめて公
表しています。

（監査事務局 ☎328-2763）

市営墓地の貸し付け
【墓地名】桃尾墓園
（東区戸島町）
【募集数・使用料】
種

別

芝生墓地

募集数

永代使用料

270区画程度

60万円

対 市内に住む、
許可日から3年以内
に墓碑建立できる方 申 4月12日～来
年3月31日までに直接健康福祉政策
課、区役所福祉課、
総合出張所へ
↗

※募集要項は申込場所のほか、
秋津・
東部・花園・飽田・南部・北部まちづ
くりセンター、大江交流室、墓地管
理事務所で配布。
※桃尾墓園以外の墓地（花園、清水、城
山、
立田山、
浦山、小峯）は改めてお
知らせ予定。
 （健康福祉政策課 ☎328-2340）

一部の医療機関や薬局でマイ
ナンバーカードが健康保険証
として利用できます
内 マイナンバーカードを保険証とし
て利用するには事前登録が必要です。
マイナポータルから保険証としての
利用登録を行うか、マイナンバーカー
ドを持参して区役所で手続きくださ
い ※これまでの保険証も使用できま
す 問 設定支援窓口（区役所、総合出張
所）
、
区役所マイナンバー特設窓口

（地域政策課 ☎328-2067）

男女共同参画 出前講座

無料

日 希望する日時
（土日祝も可）場 市
内の希望する場所 内 地域や学校・企

業などの、男女共同参画に関する勉強
会や研修に講師を派遣します。男女共
同 参 画、
セ ク ハ ラ 防 止、
DV（デ ー ト
DV）
、
ワーク・ライフ・バランス、地域
防災など 師 弁護士、社会保険労務士、
大学教授など 対 市内に住むか通勤・
通学する10人以上の団体や学校、
企
業など 申 希望日の1か月前までに電
話で男女共同参画課へ
 （男女共同参画課 ☎328-2262）

3月中にハザードマップ（保存版）を配布します！

ごみカレンダーはお持ちですか？
令和3年度（4月～）の「家庭ごみ・資
源収集カレンダー」を町内自治会から
各世帯へ配布しています。まだお持ち
でない方は、町内自治会へお尋ねくだ
さい（集合住宅では管理会社等が配布
する場合もあります）
。
町内自治会や
管理会社等に在庫がない場合は、
区役
所、総合出張所・まちづくりセンター
で配布していますので、最寄りの窓口
でお受け取りください。
また、ごみ分別アプリや市ホーム
ページでも収集日や分別ルールを確
認できます。ぜひご利用ください。
（iOS版）
（Android版）

 （ごみ減量推進課

【副業に関するトラブル】

「SNSの広告で副業を見つけ、
情報
商材を購入したが全くもうからない」
といった相談があります。SNSを通じ
たもうけ話には用心しましょう。

【偽アカウント、偽サイト】

☎328-2365）

おうち時間で増加！
消費者トラブル！

SNSやネットを閲覧する機会が増
えている中、大手企業等を名乗る偽サ
イト等が増えています。
不正に個人情
報を抜き取る悪質なショッピングサ
イトもあります。
広告から入るのでは
なく、公式サイトを自分で検索するよ
うにしましょう。
他にも「新しい生活様式」
「おうち時
間」に乗じた悪質商法等が増える懸念
があります。
ご注意ください！
消費者トラブルで困ったら、一人で
悩まず、
消費者センター（平日午前9
時～午後5時）
へ。
 （消費者センター ☎353-2500）

500枚限定！お得な市電1日乗車券
（モバイルチケット）を販売します
日 4月23日
（金）午前5時～売り切れ
次第 内 アミュプラザくまもとで使え

■トラブル事例

【ネット通販でのトラブル】

「お試しと思ったら定期購入だっ
た」
「いつでも解約できるはずだが電
話がつながらず解約できない」という
トラブルが発生しています。契約内容
や解約条件等を十分確認しましょう。↗

る500円クーポン引換券が付いた市
電1日乗車券をモバイルチケットで
販売 定 500枚（先着順）費 大人500
円 申 アプリ
「乗換案内」
から直接購入
※発売前は、
通常の1日乗車券の購入
画面となりますので注意ください。↗

各種支援金の申請期限を延長します

【家賃支援金】

次の支援金の申請期限を4月30日
（金）
まで延長します。
・時短協力緊急家賃支援金
・飲食店取引事業者等緊急支援金
詳しくは、市ホームページまたは各コールセンターへ。
・家賃支援金コールセンター

☎0570-096-400

【飲食店取引事業者支援金】

・飲食店取引事業者支援金コールセンター

☎0570-096-215

※いずれも平日午前9時～午後5時の受付

令和3年度 固定資産税・都市計画税の
閲覧、縦覧を始めます
閲

日時

手数料

8月7日
（土）
午後7時～
（予定）
申込 5月7日までに、
申込書を郵
送 ま た は 持 参 で 〒 8608601イベント推進課へ
※申込書は火の国まつりホームページに掲載（http://kumamoto-guide.
jp/hinokunimatsuri/）
※1団体おおむね30人～150人程度。ただし、
新型コロナウイ
ルス感染症の感染状況により、
参加人数の変更をお願いす
る場合があります。
個人や少人数で参加を希望する方へは、
当日に飛び入り参加の受け付けを予定しています。

（イベント推進課 ☎328-2948）

必要なもの

第44回火の国まつり
『おてもやん総おどり』
参加団体募集！

対象

昨年4月から「熊本市ハザードマップ」をWEBで公開中です。
また、今年の4月からはスマートフォン版も運用開始しますの
で、
右の二次元バーコードから確認ください。

（危機管理防災総室 ☎328-2490）

場所

■WEB版も活用ください！

期間

お住まいの区の新しいハザードマップを3月31日までに皆さんの元へ配
布します。
各家庭で大切に保存し、
いざという時の避難行動を想定しておき
ましょう。
自宅に届かない場合や、
他の区のハザードマップを希望する場合は、
4月
1日以降、
区役所でお渡しします。

覧

縦

覧

閲覧とは…
自己の資産について、
固定資産課税
台帳に登録された内容を確認できる
制度

縦覧とは…
自己の所有する資産と、縦覧帳簿に
記載されているほかの土地・家屋の
評価額を比較できる制度
※お持ちの資産が所在する区内分の
み縦覧可

4月1日～年間を通して
※土日祝は除く

4月1日～5月31日
※土日祝は除く

・市役所固定資産税課、
区役所税務室

・市役所固定資産税課、
区役所税務室

・固定資産税の納税義務者
・固定資産税の納税者
・代理人
・納税管理人
（納 税義務者の中で固定資産税が
・借地人、
借家人
課されている方）
・固定資産を処分する権利を有する方 ・代理人
・納税管理人
（納税義務者ではない所有者など）
・納税
（義務）
者、
納税管理人…
本人確認ができるもの（マイナンバーカード、運転免許証など）
※法人の場合は、実印（法人の実印が持ち出せない場合は、
委任状に押
印して提出してください）
、
窓口に来る方の本人確認ができるもの
（マイナンバーカード、運転免許証など）
・代理人…委任状、
本人確認ができるもの
（マイナンバーカード、運転免許証など）
・借地、
借家人など…
賃貸借契約書および賃借料の領収書、本人確認ができるもの（マイナ
ンバーカード、
運転免許証など）
・固定資産を処分する権利を有する方…
処分の権利があることを証明する書類、
本人確認ができるもの（マイ
ナンバーカード、
運転免許証など）
1件 400円
※縦覧期間中は納税義務者と代理人
のみ無料

無

料

※中小事業者等向けの新型コロナウイルス感染症等に係る特例措置を申告
している方は、
評価額と課税標準額を比較することで特例の適用状況を
確認することができます。
詳しくは、固定資産税課（☎328-2195）
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。

