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2021.4 ◎ お知らせ掲示板

不審な声かけに注意しましょう！
新学期が始まると、
子どもたちへの
不審な声かけ事案などが多発する傾
向にあります。犯罪被害に遭わないた
めに、できるだけ一人になることを避
け、明るい道や人通りの多い道を通る
ようにしましょう。
また、
身の危険を感じたら、
迷わず
大声や防犯ブザーを鳴らして周囲に
助けを求めましょう。

【覚えよう！「いか・の・お・す・し」】

いか…しらないひとについて「いか」ない
の…しらないひとのくるまに「の」らない
お…「たすけて！」と「お」おごえでさけぶ
す…こわいことがあったら「す」ぐにげる
し…おとなに
「し」
らせる
熊本県警では、
子どもの非行や犯罪
被害の防止情報などを動画にした
「ゆっぴーと学ぼう!!あんしんネット
スクール」をYoutubeで配信してい
ます。ぜひお子さまと
ご覧ください。
詳しくは、
市ホーム
ページへ。

（生活安全課 ☎328-2397）

乗り入れブロックなどを
道路上に設置しないで！
内 乗り入れブロックや鉄板などを道
路上に設置することは、歩行者や自転
車、
バイクの転倒事故につながる恐れ
があり、大変危険です。道路上には、乗
り入れブロック等を設置しないでく
ださい。
事故が発生した場合は、
設置
者の責任が問われる可能性もありま
す。
乗り入れのため、
歩道の切り下げ
が必要な場合は、自己負担で工事を行
うことができます 問 区土木センター
総務課

下水道法に基づく特定事業場
の管理者は届出が必要
次に該当する時は忘れずに手続き
ください。
特定施設を設置するとき／新たに
下水道処理区域となり接続するとき
／特定施設の構造を変更するとき／
代表者名または会社名を変更したと
き／特定施設の使用を廃止したとき
／特定事業場を承継したとき など
詳しくは、
水再生課
（☎381-1157）
へ。

下水道使用開始・廃止の届出を
お忘れなく
水道水や井戸水・温泉水などを使う
方が下水道に接続して汚水を流し始
めた時は使用開始の届出、転居などで
使用を廃止する時は使用廃止の届出
が必要です。
また、井戸水・温泉水などをご使用
でメーター設置がない一般家庭は、使
用人数や用途に変更があった場合に
は、使用料の計算方法が変わりますの
で届出が必要です。
詳しくは、料金課お客さまセンター
（☎381-1118）へ。

分譲マンション支援事業を利
用しませんか
①マンション管理規約整備支援
内 共同生活のルールである管理規
約を整備する際にかかる費用の一
部を補助
②マンション管理士派遣
内 お住まいの分譲マンションにマ
ンション管理士を派遣し、マンショ
ンの管理運営に関する相談を受け
付けます
↗

委 員 募 集
◆

◆

公民館の運営に関する事項を調査し審議する委員
任期 6月1日～2年間
対象 市内に住むか通勤・通学する20歳以上の方で、年3回
程度開催する会議に出席でき、学校教育や社会教育
の関係者や家庭教育の向上に資する活動を行う方
定員 2人
（作文・面接による選考）
※熊本市社会教育委員との重複応募は遠慮ください。
詳しくは、市ホームページまたは生涯学習課（☎3282736）
へ。

熊本市社会教育委員

社会教育の振興について、
調査・研究・提言などを行う委員
任期 6月1日～2年間
対象 市内に住むか通勤・通学する20歳以上の方で、年3回
程度開催する会議に出席でき、学校教育や社会教育
の関係者や家庭教育の向上に資する活動を行う方
定員 1人
（作文・面接による選考）
※熊本市公民館運営審議会委員との重複応募は遠慮くだ
さい。
詳しくは、市ホームページまたは生涯学習課（☎3282736）
へ。

熊本市市民公益活動支援基金運営委員会

くまもと・わくわく基金の制度や助成事業選定などについ
て検討するための委員
任期 委嘱日～令和6年3月
対象 市内に住むか通勤・通学する18歳以上の方で、
年4
回程度開催する会議に出席できる方
定員 1人
（小論文・面接による選考）
詳しくは、
市ホームページまたは地域活動推進課（☎
328-2036）
へ。



熊本市公民館運営審議会委員

◆

くまもと市男女共同参画会議委員

男女共同参画の実現に向けて意見を聞くための委員
任期 委嘱日～2年間
対象 市内に住むか通勤・通学する20歳以上の方
定員 2人（作文・面接による選考）
詳しくは、市ホームページまたは男女共同参画課
（☎328-2262）へ。

中小企業活性化会議委員

中小企業の振興について意見をいただくための委員
任期 委嘱日～2年間
対象 市内に住むか通勤・通学する20歳以上の方で、
年2回程度開催する会議に出席できる方。ま
た、
応募時点で本市の他の審議会等の委員に
なっていない方。
定員 1人（書類・面接による選考）
詳しくは、市ホームページまたは経済政策課（☎
328-2375）へ。

市立幼稚園における特別支援教育等に
関する検討委員会委員

市立幼稚園の特別支援教育等に関する事項を検討す
るための委員
任期 委嘱日～令和4年3月31日
対象 市内に住むか通勤・通学する方
※市議会議員または市職員（嘱託・臨時職員の
方を含みます）を除く
定員 2人以内（書類・面接による選考）
詳しくは、市ホームページまたは学校改革推進課
（☎328-2708）へ。

③分譲マンション耐震化支援
内 分譲マンションの耐震化にかか
る費用の一部を補助

【①～③共通】
申 4月6日から住宅政策課へ

詳 し く は 、市 ホ ー ム
ペ ー ジ「分 譲 マ ン シ ョ
ンに関する事業等につ
いて」
へ。
④マンション管理相談会 無料
日 4月14日（水）午後1時半～4時
半 場 市庁舎9階会議室 内 毎月第2
水曜日に市庁舎の会議室などで開
催する無料相談会 師（一社）熊本県
マンション管理士会 申 電話で（一
社）熊本県マンション管理士会事務
局（☎090-2581-1108 平日午前9
時～午後5時）
へ

（住宅政策課 ☎328-2438）

公園愛護会の活動に参加して
みませんか
公園愛護会とは、地域の皆さんがい
つも気持ちよく公園を利用できるよ
う、日々公園内の清掃・草刈り・花壇管
理・遊 具 点 検 な ど を し
ているボランティア団
体です。
詳 し く は 、市 ホ ー ム
ページへ。

（公園課 ☎328-2523）

消火器の点検業者を装った
不審者にご注意を！
消火器の点検業者を装った不審者
の情報が寄せられています。
・
「一人暮らしの高齢者宅に防災グッ
ズ を 送 付します。
一 人 暮らしで す↗

消費生活に関する
法律・多重債務相談
無料


消費生活のトラブルなどにつ
いて法律の専門家に相談するこ
とができます。
相談後のフォ
ローアップやアドバイスを行う
ため、
消費生活相談員も同席し
ます。
一人で悩まず、
一緒に問題
を解決していきましょう。

■法律（弁護士）相談
日時

第2・第4金曜日
午後2時～4時
（1件あたり30分）

■多重債務（司法書士）相談
日時

【共通】

第3金曜日
午後1時～4時
（1件あたり45分）

場所

消費者センター内法律相
談室
申込 電 話 で 消 費 者 セ ン タ ー
（☎353-2500 平日午前
9時～午後5時）
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。

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。

