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　天草の大地には１億年前からの地殻変動の歴史が刻み込まれており、ここで見られる風景や
生き物などから学べることがいっぱい。天草諸島全体が「海にうかぶ博物館」。身近で当たり
前だと思っていた景色から、大地の不思議を学んでみましょう。

◆ミナミハンドウイルカ
　五和町沖の海には野生のミナミハンドウイルカが定
住しています。高確率でイルカに会うことができるの
で、天草は「イルカの聖地」とも呼ばれます。
　イルカが定住している理由は、餌が豊富なことや海
底の地形などが要因していると考えられていますが、
はっきりとは分かっていません。少なくともイルカた
ちにとっては、この辺りの海域が住みやすく子育てし
やすい環境のようです。
　イルカウォッチングでは、イルカたちの家にお邪魔
するという気持ちで会いに行きましょう。

◆ハクセンシオマネキ
　上天草市松島町の永浦島の干潟は、日本有数のハク
センシオマネキの生息地です。２年前の調査で約23
万匹生息していると見積もられました。
　ハクセンシオマネキのオスは片方のハサミが大き
く、夏の干潮時にハサミを振る姿を観察できます。
　この生息地を守るため、干潟の護岸は天然石の石組
が採用されており、また近隣の家庭排水が流れ込まな
いような工夫もされています。地域住民の努力でこの
干潟は守られているのです。

◆白嶽湿地
　上天草市姫戸町にある白嶽湿地は希少な動植物が生
息していることから、環境省の「重要湿地」に選定さ
れています。全国的にも数が少なくなっているハッ
チョウトンボのほか約50種類のトンボが観察でき、
モウセンゴケやヒモヅルなどの希少な植
物も自生しています。
　絶滅危惧種のアマクサミツバツツジも
分布しており、例年４月下旬に満開を迎
えます。野生動植物の宝庫であるこの場
所を訪れる際は、採集せず見て楽しみま
しょう。

しらたけしっち

問い合わせ先：ジオパーク推進室（天草宝島国際交流会館ポルト内）☎6778

▲春から夏は親子で泳ぐ姿が見られます

▲白い大きなハサミを振ってメスを呼び込む

▲白嶽湿地
（上天草市姫戸町）

▲モウセンゴケ ▲アマクサミツバツツジ
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６月２日㊐ 天草宝島国際トライアスロン大会
実施により、国道や市道の交通規制を行います。
主な全面通行止め箇所
　●本渡海水浴場～佐伊津町明瀬三差路
　　（午前７時30分～11時40分）
　●佐伊津町明瀬三差路～苓北町坂瀬川三差

路（午前７時40分～11時30分）
　このほかに、広瀬公園周辺のランコースも
午前８時50分から順次、交通規制を行います。
皆さんのご協力をお願いします。
□問天草宝島国際トライアスロン大会事務局
　☎080（8385）7005

　次の全ての要件に該当する人は、軽自動車
税が減免できます（18歳未満の障がい者と生
計を共にする人が所有する場合も含む）。
要件
　●身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持つ

人。障がい名と等級はお尋ねください。
　●療育手帳を持つ人で、障がいの程度が

「Ａ」と記載されている人。
　●精神障害者保健福祉手帳を持つ人で、等

級が１級の人。
　※普通自動車なども含め障がい者１人１台

のみ。
申請方法　５月24日㊎までに、障害者手帳、

印かん、運転する人の運転免許証などを持
参し、申請してください。
□申□問課税課（旧天草地域ダム建設事務所内）
　　☎6050

トライアスロン開催による
交通規制にご協力を

障がい者などの
軽自動車税を減免します

i スマホでいつでもどこでも
広報紙をチェック！

　新庁舎完成記念行事として、新庁舎の内覧
会を行います。庁舎の特徴など係員が説明を
しながら案内します。ぜひお越しください。
と　　き　５月26日㊐午後２時～５時
　　　　　　　27日㊊・28日㊋
　　　　　　　　　　　午前10時～午後４時
集合場所　新庁舎正面玄関
※申込不要（団体の場合は事前にご連絡くだ

さい）。
□問財産経営課☎㉓1111

　スマートフォンやタブレット端末専用アプ
リ「マチイロ」で「市政だより天草」の配信
を始めました。
　スマホで「マチイロ」と検索し、アプリを
ダウンロード。居住地を登録すると、発行日
にお知らせが届きます。
 　ぜひ、ダウンロードして活用ください！
□問秘書課☎㉓1111

市役所新庁舎内覧会

□申…申し込み先　□郵…郵送先　□Ｍ…メールアドレス
※申請書などは□申に備え付け。

くらしの情報

軽自動車税・自動車税の納税通知書を５月初め頃に送付します。
納付場所　各金融機関やコンビニエンスストアの他、軽自動車税は市役所本庁および各支所で、

自動車税は県天草広域本部でも納付ができます。

軽自動車税・自動車税の納期は５月31日㊎です

□問軽自動車税…課税課（旧天草地域ダム建設事務所内）☎6050
　自動車税……県天草広域本部税務課☎㉒4370

▲iPhone ▲Android
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くらしの情報

　来年４月のオープンに向けて建設を進めて
いる、図書館、保健センター、市民活動の場
の機能を持つ複合施設。
　この施設の機能がわかりやすく、皆さんに
親しまれる施設となるような名称を募集しま
す。
応募方法　６月12日㊌までに、応募用紙（市
役所支所・図書館・保健福祉センターに備
え付け、市ホームページに掲載）で申し込
んでください。

▲複合施設の完成イメージ
□申 □問 政策企画課（三貴ビル内）☎㉗5052

　「墓地・埋葬等に関する法律」に基づき、
墓地として許可を受けた場所以外にお墓を建
てることはできません。
　新たに墓地や納骨堂を造る場合は必ずご相
談ください。
　埋葬・焼骨の埋蔵も、許可を受けた墓地の
区域以外ではできません。
□申 □問 市民生活課（旧農政局事務所内）☎7860

天草市複合施設の
名称を募集

墓地などを造るときは
許可が必要です

　10月１日から消費税および地方消費税の税
率が８％から10％に引き上げられ、同時に消
費税の軽減税率制度が実施されます。
　軽減税率制度の実施で、事業者はレジやシ
ステム導入などの対応が必要になる場合があ
ります。早めの準備をお願いします。　
軽減税率の対象品目
　①飲食料品（酒類・外食などを除いたもの）
　②週２回以上発行される新聞（定期購読契
約に基づくもの）

　軽減税率制度に関する詳しい情報は、国税
庁ホームページの「消費税の軽減税率制度」
をご覧ください。

□問 天草税務署☎㉒2510

10月１日から消費税の
軽減税率が実施されます

検索消費税の軽減税率制度

6

17

11,400 

10,000 

あまくさ農業協同組合

関西牛深会事務局

京都造形芸術大学映画製作への激励（デコポン）

関西牛深会総会

３月分市交際費の支出状況

□問 秘書課☎㉓1111

支　出　先支　出　件　名 金額（円）支出日区分

累　計 477,200円合　計 21,400円

会費

雑費

※累計は、平成30年４月からの合計です。

市職員採用試験（一般事務〔大卒程度〕）
採用予定人数 受験資格職　　種

８人程度 平成元年４月２日以降に生まれた人一般事務（大卒程度）

くらしの情報

試験日程　７月28日㊐ 午前９時30分～、天草市民センター（東町）
申込受付　６月14日㊎まで（土・日曜日、祝日を除く、午前８時30分～午後５時15分）。
　　　　　郵送の場合は、６月14日㊎消印有効。
※申込書は総務課または各支所で配布。
　郵送で請求する場合は、封筒の表に「天草市職員（一般事務〔大卒程度〕）採

用試験申込書請求」と朱書き。裏に住所・氏名・電話番号を記入し、あて
先を明記した返信用封筒（角型２サイズ：24×33㎝以上）に140円切手を
はり、同封し送付してください。

※一般事務（高卒程度）などの採用試験は９月中旬頃を予定。

□郵□申□問 〒863－8631（住所記載不要）天草市役所・総務課☎㉓1111

犬の登録と狂犬病予防注射を実施
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実施日 場　　　所 場　　　所実施日実施時間 実施時間
福連木地区コミュニティセンター
下田北地区コミュニティセンター
下田南地区コミュニティセンター
天草支所（勤労者体育館駐車場）
大江地区コミュニティセンター
五和体育館
鬼池地区コミュニティセンター
城河原地区コミュニティセンター
手野地区コミュニティセンター
五和漁村センター
金焼自治公民館
下浦地区コミュニティセンター
志柿町瀬戸地区コミュニティセンター
志柿地区コミュニティセンター
天草市民センター裏駐車場
宮地岳地区コミュニティセンター
枦宇土地区コミュニティセンター
食場自治公民館
亀場地区コミュニティセンター
楠浦地区コミュニティセンター
大矢崎自治公民館
本渡北地区コミュニティセンター
牛の首区自治公民館
下河内自治公民館
寺領自治公民館横駐車場

９:00～ ９:20
 ９:40～10:00
10:20～10:40
11:00～11:40
13:20～14:00
９:00～10:00

10:30～11:30
８:30～ ９:00
９:30～10:00

10:30～11:30
９:00～ ９:15
９:25～ ９:55

10:10～10:30
10:40～11:00
11:15～11:45
９:00～ ９:25
９:45～10:10

10:20～10:40
10:55～11:15
11:30～11:50
９:00～ ９:15
９:30～ ９:45

10:00～10:15
10:30～10:45
11:00～11:15

島子地区コミュニティセンター
下津浦地区コミュニティセンター（迫分館）
上津浦地区コミュニティセンター
赤崎地区コミュニティセンター
須子地区コミュニティセンター
大浦地区コミュニティセンター(旧船津分館)
楠甫地区コミュニティセンター
JA大宮地支所
天附公民館
大多尾地区コミュニティセンター
立集荷所
宮地浦公民館
新和支所
中田地区コミュニティセンター
碇石地区コミュニティセンター
路木区公民館
一町田体育館（旧第一分校体育館）
一町田地区コミュニティセンター
今田地区地域交流施設
富津地区コミュニティセンター
旧新合地区コミュニティセンター
宮野河内地区コミュニティセンター

９:00～ ９:20
９:35～ ９:50

10:05～10:20
10:35～10:50
11:05～11:20
11:35～11:50
13:10～13:25
９:00～ ９:15
９:30～ ９:45

10:00～10:15
10:30～10:45
11:00～11:15
11:30～11:45
13:00～13:15
13:30～13:45
９:00～ ９:30
９:50～10:20

10:40～11:40
13:30～14:00
14:30～15:00
９:10～ ９:50

10:20～11:00

□問 市民生活課（旧農政局事務所内）☎7860／各支所

対象　生後91日以上の犬。
料金　登録料：3,000円（未登録犬）。
　　　予防注射：3,100円。

※獣医科医院または他の地区でも接種でき
ます。犬の死亡や所在地の変更などは届
け出が必要です。 ▲市ホームページ

※詳細は、市ホームページまたは採用試験実施要綱（前期日程）をご覧ください。

　天草市病院事業管理者は、４つの市立病院
（牛深、栖本、新和、河浦）の事業長を務めます。

最終学歴：昭和48年３月、九
州大学医学部医学科卒業。
九州大学医学部助教授、大
分赤十字病院副院長、福岡
市民病院院長、（地独）福岡
市立病院機構理事長（名誉
院長）を歴任。

天草市長が４月１日に任命。任期は４年。

天草市病院事業管理者に
竹中氏が就任

□問 病院事業部・経営管理課
　（天草西保健福祉センター内）☎3400

▲竹中賢治氏
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燃やせるごみ

資　源　物

燃やせるごみ

燃やせないごみ

資　源　物

燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせないごみ

対　象　地　区 変更前 変更後

本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡

月曜日に収集予定の地区
水曜日に収集予定の地区
木曜日に収集予定の地区
金曜日に収集予定の地区
土曜日に収集予定の地区

小松原、志柿町（志柿東、宇土、
村下、志柿中央、志柿西）
本町

東浜、西浜、浜津、馬場、浜崎、
亀場町（通山、宇土、春登、後
堀、開場、友尻）、枦宇土町
船之尾、東町、上川原、川原新
町、上町、土手、大門口、亀場
町（上、恵比曽）
上南、下川原、亀場町（下潟、寺
中、下浜田、上浜田）
 
月曜日に収集予定の地区
木曜日に収集予定の地区
金曜日に収集予定の地区

岡東、岡一、岡二、岡三、岡四、
船津、真浦、加世浦、宮崎

吉田一、吉田二、大脇、上揚、
村田、かじや、明石、亀浦
中の浦、大の浦、山の浦、内の原、
浅海、下平、船津、東多々良、中浦

月曜日に収集予定の地区
木曜日に収集予定の地区
金曜日に収集予定の地区

楠甫、下津浦

楠甫、下津浦

月曜日に収集予定の地区
木曜日に収集予定の地区
金曜日に収集予定の地区

大多尾、宮南、宮地浦、切越、諏訪

大多尾、宮南、宮地浦、切越、諏訪

月曜日に収集予定の地区
木曜日に収集予定の地区
金曜日に収集予定の地区

燃やせるごみ 資　源　物
対　象　地　区 変更前 変更後

牛
　 

深

有
　
　
　
明

牛
　
　
　
深

燃やせないごみ

資　源　物

新
　
　
　
和

五
　
和

５月３日㊎

５月１日㊌

５月６日㊊

５月３日㊎

５月１日㊌

５月６日㊊

５月６日㊊

５月３日㊎

５月１日㊌

５月２日㊍

５月６日㊊

５月３日㊎

５月６日㊊
５月１日㊌

５月３日㊎
５月４日㊏

５月３日㊎

５月６日㊊

５月１日㊌

５月２日㊍

５月３日㊎

５月６日㊊

５月３日㊎

５月１日㊌

５月９日㊍

５月７日㊋
　

５月７日㊋

５月２日㊍

５月９日㊍

５月８日㊌

５月７日㊋

５月７日㊋

５月８日㊌

５月７日㊋

５月７日㊋

５月２日㊍

５月９日㊍
５月２日㊍

５月７日㊋
５月８日㊌

５月８日㊌

５月10日㊎

５月29日㊌

５月30日㊍

５月31日㊎

５月７日㊋

５月２日㊍

５月８日㊌

燃やせるごみ

５月２日㊍は通常収集

５月２日㊍は通常収集

５月２日㊍は通常収集

５月２日㊍は通常収集

５月２日㊍は通常収集

※その他の地区は、「家庭ごみ・資源物出し方カレンダー」をご確認ください。
□問 環境施設課（旧農政局事務所内）☎7861

ゴールデンウィークのごみ収集日を変更します

「電話代が安くなる」
　　　　 にご用心！

□問 天草市消費生活センター☎6677

今回は電話回線の契約変更を勧誘された
事例を紹介します。

　光回線の契約をしているけ
ど、大手通信事業者を名乗る
人から「アナログ回線に変更
すれば電話代が安くなる」と
勧誘があった。本当に安くな
るのでしょうか？

　最近増えてきた相談です。実際に契約すると、電話
代の基本料金は確かに安くなります。しかし、オプシ
ョンのサービスなどが付いてきて結局安くならないこ
とがあるようです。
　このような事例は電話回線に限らず、インターネッ
ト回線や電気代などでも同じことです。「安くなる」
という言葉だけを聞いて安易に契約せず、慎重に判断
するようにしてください。不審に思った時は、消費生
活センターにご相談ください。

Q A

　次の全てに該当する団体が結婚を応援する
イベントを行う場合、補助金を交付します。
対象団体
　●市内に事務所または事務所機能を持つ団
体。

　●市内で活動し、３人以上で構成している
団体。

※宗教・政治・選挙活動等を目的とする団体
や営利団体などは対象外。　

補助額　１事業５万円まで。年度あたり10万
円を限度。

対象経費　チラシの作成費用、会場の使用料、
講師謝礼など。
※参加者の飲食代、人件費、備品購入費用な
どは対象外。
※補助金決定日以前の支出は対象外。
申請方法　イベントの実施前に、申請書（市ホ
ームページに掲載）を提出してください。

□申 □問 男女共同参画課（市男女共同参画センタ
　　ーぽぽらす内）☎㉓8200

出会い応援　 事業
婚活イベントに補助金を交付

　農地法に基づき、利用状況調査を農地利用
最適化推進委員が５月～７月まで実施します。
　同推進委員は緑の帽子を着用し、推進委員
証を所持しています。農地に立ち入ることも
ありますので、皆さんのご理解とご協力をお
願いします。
□問 農業委員会事務局（市役所別館）☎㉓1111

　地域の課題解決に向けて創意工夫する市民
活動団体への補助金「市民活動支援事業補助
金」の説明会を行います。
　講師による「資金調達・企画力アップセミ
ナー」も開催しますので、皆さんご参加くだ
さい。
と　き　５月９日㊍ 午後１時30分～
ところ　市男女共同参画センターぽぽらす
申込方法　電話またはＦＡＸ（団体名・住所・
氏名・連絡先を記入）で申し込んでくださ
い。

□申 □問 男女共同参画課（市男女共同参画センタ
　　ーぽぽらす内）☎㉓8200・FAX㉓3055

農地の利用状況調査を実施

くらしの情報くらしの情報

市民活動を支援する
補助金制度の説明会

柵の設置費用を補助
補助率
①３分の２以内の場合（上限50万円）
　（例１）隣接しているＡ･Ｂ･Ｃ･Ｄの農地を一体的に設置。
　（例２）隣接する農地がなく単独で設置。
②２分の１以内の場合（上限50万円）
　（例３）隣接するＡ･Ｂは共同で設置するが、Ｃ･Ｄが参加し
　なかった場合。
※例に当てはまらない場合はお尋ねください。
申請方法　①設置前に申請書、見積書を提出。②設置後30日

以内に申請書と納品書、領収証、設置後の写真を提出。
　●単独で設置（例２）するときは申請者の「市税等の滞納の
ない証明書」を提出。●申請は年度中に１回のみで電気柵
本体は１台のみ。また防護柵の種類は１種類のみ。

□申□問 農林整備課（市役所別館）☎㉓1111

イノシシの侵入を防ぐ

市

　
　道

河

　川

農道等

A B C D

排水路

市

　
　道

河

　川

農道等

A B C D

排水路

（例1）

（例2）

（例3）

市

　
　道

山

　林

農道等

A

山　林

縁
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　野菜や花の栽培をとおして自然とふれあう
「市民農園」の利用者を募集します。
場所・募集区画数
　①今釜町（あしはら医院付近）５区画。
　②牛深町（砂月海水浴場付近）17区画。
１区画面積　30～61㎡。
利用料金　１㎡あたり年間100円。
申込方法　５月17日㊎までに、電話で申し込
んでください。
※申し込みが募集区画数に達しない場合は随
時受け付けます。
□申□問農業振興課（市役所別館）☎㉓1111 ／
　　牛深支所☎2111

市民農園を
利用しませんか

対象　次のシステムを設置または設置してあ
る建売住宅を購入し居住する人。

【太陽光発電システム】
　出力１ｋＷあたり５万円で、上限15万円（市
内事業者施工の場合は上限20万円）。

【蓄電池システム】
　容量１ｋＷｈあたり２万円で、上限10万円
（市内事業者施工の場合は上限15万円）。
申込方法　着工前に、申請書（市ホームペー
ジに掲載）を提出してください。受付期間
は３月10日まで。
※受付期間内でも、予算がなくなり次第終了
します。
□申□問市民生活課（旧農政局事務所内）☎7860

住宅用太陽光発電システム
などの設置に補助

　場　　　所期　日 時　　間

島子地区コミュニティセンター

上津浦地区コミュニティセンター

志柿地区コミュニティセンター

下浦地区コミュニティセンター

市役所栖本支所

市役所倉岳支所

御所浦島開発総合センター

横浦島コミュニティセンタ－

JAあまくさ統合選果場

赤崎地区コミュニティセンター

新和町民センター

宮野河内地区コミュニティセンター

富津地区コミュニティセンター

一町田地区コミュニティセンター

須口地区健康管理増進施設

市役所牛深支所魚貫出張所

市役所牛深支所二浦出張所

５月17日㊎

５月20日㊊

５月21日㊋

５月22日㊌

５月23日㊍

５月24日㊎

５月27日㊊

５月28日㊋

５月29日㊌

５月30日㊍

５月31日㊎

６月 ３日㊊

9:00～11:00

12:30～15:00

10:30～12:00

13:30～16:00

9:00～16:00

9:00～16:00

10:00～16:00

9:00～12:00

10:30～12:00

13:30～16:00

9:00～16:00

9:30～11:30

13:30～16:00

9:00～16:00

9:00～12:00

13:00～14:00

11:00～12:00

　場　　　所期　日 時　　間

ふかみふれあいセンター

牛深総合体育館

牛深総合センター

大江地区コミュニティセンター

天草勤労者体育館

下田北地区コミュニティセンター

福連木地区コミュニティセンター

市役所五和支所

ＪＡ本渡五和 五和みかん集荷場

天草漁協 二江荷捌所

佐伊津地区コミュニティセンター

楠浦地区コミュニティセンター

宮地岳地区コミュニティセンター

本町地区コミュニティセンター

亀場地区コミュニティセンター

天草市民センター

６月 ３日㊊

６月 ４日㊋

６月 ５日㊌

６月 ６日㊍

６月 ７日㊎

6月10日㊊

6月11日㊋

6月12日㊌

6月13日㊍

6月14日㊎

6月17日㊊

6月18日㊋

13:30～16:00

9:00～16:00

9:00～16:00

9:00～12:00

13:30～16:00

9:00～11:00

12:00～14:00

11:00～16:00

9:00～11:30

13:00～16:00

9:00～16:00

9:00～12:00

13:30～16:00

9:00～11:00

12:30～15:00

10:00～16:00

9:00～15:00

特定計量器の定期検査特定計量器の定期検査
　取引や証明に使用する計量器（はかり）は、２年に１回の定期検査の合格が必要です。
検査対象計量器　●商品の売買用・病院、薬局等で使用●学校、病院、保育園で使用
　　　　　　　　●流通物資の集荷、出荷等に使用●貨物の運賃算出用に使用●生産物の売買に使用
持参品　計量器（質量計等）、手数料
□問産業政策課（市役所別館）☎㉓1111 ／（一社）県計量協会☎096（367）7816 ／
　県産業技術センター総務管理室☎096（368）2101

６次産業化に
取り組みませんか

市内プールの監視人を募集

　ふるさと応援寄附金へのお礼品の追加募集
を随時行っています。
募集するお礼品　天草市の魅力や特色を体感
できる物品、サービスなど。
資格　次の要件をすべて満たす事業者。　
　●市内に住所を有する生産者、生産者グル
ープ、住民自治組織。または市内に本社
（店）、製造・加工施設のいずれかを有す
る個人、法人、団体。

　●市税の滞納がないこと　など。
※申込方法はお尋ねください。
□申□問産業政策課（市役所別館）☎㉓1111

　農業法人や食品加工事業者等が、地元の農
林水産物などを利用し、加工・流通・販売等
を行うための施設整備や新規の商品開発、販
路開拓の経費に補助を行います。
補助率　
　対象経費（税抜き）の２分の１以内。
補助額
　●施設整備…上限500万円。
　●新商品開発…上限100万円。
□申□問産業政策課（市役所別館）☎㉓1111

ふるさと応援寄附金の
お礼品追加募集

　韓国・忠清大学校の学生を受け入れる家族
や、韓国でホームステイをしたい人を募集し
ます。
①ホストファミリー（受け入れ）
対　象　市内居住で、学生の宿泊の受け入れ
や送迎ができる家族。

募集人数　10世帯程度。
日程・内容　７月４日㊍～８日㊊。
　６日㊏は、ホストファミリーと学生の交流。
　６日㊏以外は市で文化体験など。
受入人数　１世帯あたり１～２人。
謝　礼　受け入れ１人あたり２万円。
②ホームステイ（派遣）
対　象　市内の高校、専門学校へ通学する生
徒（市内出身の高校生は市外在住でも可）。

応募人数　10人程度（応募多数の場合抽選）。
日程・内容　８月８日㊍～ 12日㊊。韓国の生
活体験やホストファミリーと交流。

負担金　交通・宿泊費（約６万円程度）。
申込方法　いずれも５月31日㊎（必着）まで
に、ハガキまたはＦＡＸ（住所・氏名〔フリ
ガナ〕・電話番号・電子メールアドレス・①
は受け入れ可能人数、②は学校名・学年・性
別・生年月日・保護者の同意署名を記入）
で申し込んでください。

□申□問政策企画課（三貴ビル内）
　　☎㉗5052・FAX㉗5033

忠清大学校との
交流事業への参加者募集

応募資格　18歳以上（高校生不可）で、事前に普通救命講習を受けることができる人。
雇用期間　７月１日～８月31日。
勤務時間　週38時間45分以内（休日を含む交代制）。
賃　　金　日額5,900円。
試験内容　面接。
申込方法　５月18日㊏（必着）までに、履歴書を郵送または持参してください。

勤務場所・募集人員

監視時間

試験日程

郵送・申し込み・
問い合わせ先

錦島プール…12人程度 新和B＆Gプール…６人程度
午前10時～午後７時 午前10時～午後９時

６月３日㊊午前９時～
天草市民センター会議室 申込者に後日通知します

〒863－0033市内東町３
天草市役所・スポーツ振興課☎6783

〒863－0101市内新和町小宮地669－１
天草市役所・新和支所☎2111
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道路に面する危険なブロック
塀の除却費用などに補助

　『建築基準法』には、建物を安心・安全に使
うための基準が定められています。基準を満
たしていない建物は、火災や地震のときに、
人命を守ることができない可能性があるため、
建築物を建築するときは、その着工前に、「建
築確認申請」を行う必要があります。その手
続きの中で、基準を満たすことが確認出来た
場合に、着工することができます。手続きが
必要のない地域や規模・用途の建物もありま
すが、基準を満たした安全・安心な建物を建
てましょう。

□申□問 建築課（市役所別館）☎㉓1111

　造成や土捨て・土取りなど、土地の形や使
い方を変えることで災害を招いてはいけませ
ん。このため、施工する面積や利用目的によ
って許可または届出が必要になる場合があり
ます。開発や造成を計画される際には、事前
にお尋ねください。
□問建設総務課（市役所別館）☎㉓1111

建築物を建築するときは
「建築確認申請」を！

ご自宅の耐震化や建て替え
工事に、最大100万円補助

土砂災害特別警戒区域内からの、住宅の移転費用の一部を補助

土地を開発する際には
許可や届出が必要です

▲「カーポート」「プレハブ」も申請が必要です。

　敷地内のブロック塀の安全性を、左のチェック
ポイントで確認しましょう。チェックポイントを
一つでも満たさない場合は、地震時に倒壊する恐
れがあるため、改修工事を行うなどの対策が必要
です。
　道路に面する危険なブロック塀の除却と除却後
の設置に補助がありますので
ぜひ活用ください。

ユニバーサルデザインに配慮した建築物の整備に補助

　物販店や飲食店などの多くの人が利用する施設に、足の不自由な人やベビー
カーを押す人など、いつでも誰もが利用しやすいよう、自動ドアやスロープ、
多機能トイレなどを整備する場合、その費用の一部を補助します。

狭い道路を拡幅しませんか。費用の一部を補助

　道路は緊急車両などの通行の役割も担っています。
　次の全ての要件を満たす場合、道路を拡幅するとき
の測量や登記の費用の一部を補助します。
　①建物を建築する際、後退が義務付けられる道幅
４ｍ未満の道路に接する敷地（都市計画区域内）。

　②後退用地（①の部分）を市へ寄付する場合。
※寄付部分は市が拡幅工事し管理します。
□申□問 建築課（市役所別館）☎㉓1111

　土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）内に居住する人が、安全な区域へ移転する際の費用を、最大で
300万円補助します。
対象　住宅除去費、移転先住宅の建設・
　　　購入費やリフォーム費、アパート
　　　などの賃借料（１年間）。

●レッドゾーンとは…
　がけ崩れや土石流により建物が破壊
され、住民に大きな被害が生じる恐れ
があるとして指定された区域。
※対象区域や申請方法などの詳細はお
尋ねください。
□申□問土木課（市役所別館）☎㉓1111

　古い住宅などの中には、耐震基準を満たし
ていないものがあり、大地震によって倒壊す
る恐れがあります。
　耐震基準を満たしていない住宅の耐震化・
建て替え工事の費用を補助します。
●耐震診断の結果、耐震性がないと判断され
た住宅の、耐震化や建て替え工事費の補助
　…最大100万円
※昭和56年５月31日以前に建てられた木造住
宅の耐震診断を次の金額で実施できます。
　…5,500円（図面あり）
　　または19,000円（図面なし）
□申□問 建築課（市役所別館）☎㉓1111

※補助額や補助率は事業によって異なり
ます。詳細は市ホームページで確認ま
たは担当課にお尋ねください。

　私たちの住む「まち」で大規模な自然災害が発生すると、二次災害がもたらされる可能性
があります。市には、次の支援制度があります。うまく活用して、もしもの時に備えましょう。

□塀の高さは地盤から2.2ｍ以下か
□塀の厚さは10㎝以上か（高さ２ｍ～ 2.2
ｍ以下　は15㎝以上）

□控え壁はあるか（高さ1.2ｍ超の場合）
　・塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、高さの１/
５以上突出した控え壁が必要

□コンクリートの基礎があるか
　・基礎の根入れ深さは30㎝以上か（高さ
1.2ｍ超の場合）

□傾き、ひび割れはないか
□塀に鉄筋は入っているか
　・直径９㎜以上の鉄筋が、縦横とも80㎝
間隔以下で配筋されているか

みんなでつくろう 災害に強いまちづくり

チェックポイント

道路中心線
既存道路境界線

4m未満の道路

建築基準法による道路後退線

4m
2m 2m

●①道路
　後退用地

●①道路
　後退用地

□申□問 建築課（市役所別館）☎㉓1111

□申□問 建築課（市役所別館）☎㉓1111
▲市ホームページ
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公共職業訓練受講生募集
～介護職員養成科～

対　　象　離職者または自営業を廃業した就
職希望者。

訓練期間　７月４日～９月30日
訓練会場　㈱ニチイ学館八代支店本渡教室
　　　　　（小松原町）
内　　容　介護職員初任者研修（身体介助や

介護技術の習得）、ケアクラーク（介
護保険制度や介護報酬請求などの
介護事務）。

募集期間　５月24日㊎まで。
※詳細はお尋ねください。
□問 天草公共職業安定所
　☎㉒8609

①バラモン凧制作体験教室
と　き　５月12日㊐・19日㊐・26日㊐
　　　　午前９時～正午
定　員　５人
参加料　1,500円

②竹細工制作体験講座（花籠）
と　き　５月17日㊎
　　　　午後１時30分～ 4時30分
定　員　10人
参加料　1,000円

ところ　天草文化交流館（船之尾町)
申込方法　①５月10日㊎、②５月14日㊋まで

に、電話またはＦＡＸ（住所・氏名・電話
番号を記入）で申し込んでください。

□申 □問 天草文化交流館☎・FAX㉗5665

バラモン凧・竹細工
制作体験講座

　春は野鳥の繁殖期です。巣立ちしたヒナが
落ちていても親鳥が世話をしていますので拾
わないようにしましょう。メジロ・ホオジロ
などの愛がん飼養目的の捕獲は、許可してい
ません。ただし、捕獲し平成24年３月31日ま
でに飼養登録が済んでいる個体は更新手続き
で引き続き飼うことができます。
□問 県天草広域本部林務課☎㉒4359

　日本語を使ったコミュニケーションや読み
書きを学びたい外国人のためのやさしい「に
ほんご教室」を開催します。
　外国人に「にほんご」を教えてくれる日本
人ボランティアの参加もお待ちしています。
対　象　市内在住の人。
と　き　５月９・16・23・30日
　　　　午後６時～７時30分
ところ　〔９日〕
　　　　天草市民センター第３会議室
　　　　〔16・23・30日〕
　　　　男女共同参画センター「ぽぽらす」
参加料　１回100円（教材代）。
申込方法　各開催日の前日までに、電話また

は電子メール（住所・氏名・連絡先を記入）
で申し込んでください。

□Ｍ world.friends.amakusa@gmail.com
□申 ワールドフレンズ天草の田中さん
　☎090（2080）4996
□問 政策企画課（三貴ビル内）☎㉗5052

　来年３月卒業（高校・大学等）の新卒採用を
検討している市内の事業者向けに、求人の現
状や求人申し込みの注意点などを説明します。
と　き　５月24日㊎ 午後２時～４時
ところ　天草市民センター・大会議室
□問 天草公共職業安定所☎㉒8609

野鳥を拾ったり、
捕獲してはいけません

くらしの情報くらしの情報

　６月から翌年３月までの期間、経済センサ
ス－基礎調査を実施します（全５期）。
　事業所と企業が対象の調査で、経済活動状
態などを把握することを目的としています。
　６月上旬から調査員証および端末を携行し
た統計調査員が訪問しますので、ご協力をお
願いします。
　第１期（６月～７月）は本渡地域の一部が対
象です。
□問 政策企画課（三貴ビル内）☎㉗5052

経済センサス－基礎調査
（第１期）にご協力を

　６月１日現在で、工業統計調査を実施しま
す。製造業を営む全ての事業所を対象に、活
動の実態を明らかにするため経済産業省が行
うものです。
　結果は国や地方公共団体の施策の基礎資料
や学校の教材などに利用されます。
　５月中旬から６月中旬に、調査員証を持っ
た統計調査員が訪問しますので、ご協力をお
願いします。
□問 政策企画課（三貴ビル内）☎㉗5052

工業統計調査にご協力を

やさしい「にほんご教室」を
開催

きょうしつ
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図書館へ行こう ■Ｈ http://www.amakusa-lib.jp/
■問 中央図書館☎㉓7001 FAX㉓7013

　牛深・御所浦・河浦図書館では、蔵書点検の
ため５月20日㊊～28日㊋まで休館します。
　期間中、カウンターでの貸出・返却ができま
せんので返却日を延長します。ご迷惑をおかけ
しますが、ご協力をお願いします。

〈返却日について〉
　５月５日㊐～ 19日㊐の間に借りた本は、６
月４日㊋までにお返しください（蔵書点検中は
返却ポストをご利用ください）。

【６月の閉館時間変更のお知らせ】
　６月１日～30日まで閉館時間を変更します。
●中央図書館　
　平日（火～金）９：00～ 19：00
　土・日曜日　　９：00～ 17：00
●牛深・御所浦・河浦図書館
　火～日曜日　９：00～ 17：00
※休館日は通常どおり月曜日です。

「５/20 ～ 5/28 牛深・御所浦・河浦図書館  蔵書点検に伴い休館します」

募集作品　2018年10月１日～2019年９月30日までに撮
影した、カラープリント写真（未発表のもの）。
Ａ４サイズまたは四つ切も可。１人５点まで。

表　　彰　最優秀賞１人（賞金５万円）、優秀賞２人（賞金３万
円）、入賞20人（賞金５千円）。いずれも副賞あり。

応募方法　10月１日㊋までに、応募作品（作品の裏面に応
募用紙〔市ホームページに掲載〕を貼り付け）を
郵送（当日消印有効）または持参してください。

※詳細は市ホームページにも掲載しています。

　「天草夕陽八景」（右地図①～⑧）を中心とした天草西海岸地域（牛深・天草・河浦地域）の夕陽・
夕景フォトコンテストを実施しています。たくさんの応募をお待ちしています。

「天草西海岸夕陽・夕景」フォトコンテスト

天 草 市

苓北町
上天草市

35

1

2

3

4
5

8

7
6

□郵 □申 □問 〒863－0023 市内中央新町15－７
　　　天草市役所・観光振興課（天草宝島国際交流会館ポルト内）
　　　「天草西海岸夕陽・夕景」フォトコンテスト係☎6787

①下田の夕陽
②十三仏公園の夕陽
③大ヶ瀬の夕陽
④マリア像の夕陽
⑤拝瀬・鳴瀬の夕陽
⑥魚貫・黒石の夕陽
⑦遠見山公園の夕陽
⑧小森海岸の夕陽

作品募集中！
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　尺八演奏家の藤原道山と、マリンバ奏者SHINSUKEによる「和★SHOWA★」をテーマにした
クラシック、洋楽、ポップス、唱歌などで綴るコンサート。聞きごたえのある演奏と、さわやかな
ルックスで素敵なひと時を楽しんでください。
演奏曲　●交響曲第９番「新世界より」●映画「ゴジラ」よりメインテーマ
　　　　●リンゴ追分●喝采●時代を彩ったＣＭソングメドレー　ほか
　　　　※曲目は変更になる可能性があります。
入場料　一般2,000円、高校生以下500円（５月10日㊎から販売）。

くらしの情報くらしの情報

応募部門　
　①幼児の部（小学生未満）
　②小学生低学年の部　③小学生中学年の部
　④小学生高学年の部
　⑤中学生の部　⑥一般の部（高校生以上）
サイズ　Ｂ４以上Ｂ１以下。
表　彰　入賞者（佳作は除く）にはハガキで

通知し、８月上旬頃に表彰式を行う
予定です。

応募方法　作品の裏面に、応募部門と住所、
氏名（ふりがな）、年齢、職業または学校名・
学年、電話番号を記入し、６月12日㊌まで
に送付または持参してください。

※作品はオリジナルで未発表のものに限りま
す（１人２点以上応募する場合、その旨を
記入）。

※応募作品の使用・著作権は市に帰属し、原
則として返却しません。

※入賞作品は、７月13日～９月１日に御所浦
白亜紀資料館、９月６日～10月２日にギャ
ラリー四季（本渡中央商店街内）で展示予定。

□郵 □申 □問
〒866－0313
市内御所浦町御所浦4310－５
御所浦白亜紀資料館

「恐竜絵画コンテスト係」
☎2325

第21回恐竜絵画コンテスト
作品募集

　天草四郎が島原・天草一揆で使用したとさ
れる「綸子地著色聖体秘蹟図指物」（通称）「天
草四郎陣中旗」。国指定重要文化財で年に４回
しか公開されない陣中旗の現物をぜひご覧く
ださい。

と　き　５月１日㊌～７日㊋
　　　　 午前８時30分～午後５時
　　　　 （入館は４時30分まで）
ところ　天草キリシタン館（船之尾町)
入場料　一般300円、小・中学・高校生は無

料（市外の小・中学生150円、高校
生200円）。

□問 天草キリシタン館☎㉒3845

　「牛深ハイヤ節」はもちろん、青森の「津軽
あいや節」や新潟「佐渡おけさ」、徳島「阿波
おどりのよしこの節」などハイヤ系民謡の音
のルーツを探り生の演奏を楽しみませんか。
と　き　７月７日㊐ 午後１時30分開演
ところ　牛深総合センター・大ホール
　　　　特設舞台
定　員　200人。
入場料　1,500円（５月10日㊎から販売）。
チケット取扱所　牛深総合センター。
□問 牛深総合センター☎4191

『本田浩平 ハイヤ系民謡の
 音を探る　三味線演奏』

▶平成30年度
　絵画コンテスト
　最優秀賞

▲キャンペーン詳細

りんずじちゃくしょく せいたい  ひ  せき  ず  さしもの

□問 天草エアライン㈱予約センター☎1515（受付時間：午前９時～午後６時）

搭乗期間　①７月１日～８月２日②８月19日～９月30日③10月1日～31日④11月1日～12月２日
路線・運賃　天草⇔福岡線：１人片道3,000円。※当選者と同行者２人まで利用可。
応募資格　天草市民で応募時３～ 30歳の人（当選者合計80人）
　　　　　※３～７歳は必ず12歳以上の同行者が必要。

対　　象　①天草市在住の要介護１以上の者を介護する目的で利用する家族（要親子関係）
　　　　　②天草市外在住の要介護１以上の者を介護する目的で利用する市民（要親子関係）
　　　　　※事前の登録が必要です（介護が必要な人１人につき、その家族１人まで）。
搭乗期間　６月１日～３月19日。※８月３日～ 18日、12月28日～１月５日除く。
路線・運賃　天草⇔福岡線：１人片道6,500円（合計300席）。天草⇔熊本線：１人片道3,500円（合計

200席）。※同行者１人も同運賃で利用可。

天草エアライン㈱

❶５月14日㊋までに、ハガキ（郵便番号・住所・氏名〔ふりがな〕・年齢・性別・電話
　番号・当選した場合の行き先を記入）で申し込んでください。※１人１枚限り。
　天草エアラインホームページからも申し込みできます。
　抽選結果　期間ごとに抽選し、前月10日ごろ当選者のみにハガキで通知。
❷ハガキ（介護を行う人〔搭乗者〕の郵便番号・住所・氏名〔ふりがな〕・年齢・性別・介護が必要

な人の住所・氏名〔ふりがな〕・年齢・性別・介護者を行う人との続柄・要介護状態区分を記入）
で申し込んでください。

　登録期限　12月31日到着分。
　登録者証送付　〈第１次〉５月15日～ 20日頃登録者証を送付。

　　　　　□郵 〒863－2114市内五和町城河原１丁目2080－５　天草エアライン㈱
　　　　　　　❶「天草市民　アンダー 30利用促進キャンペーン」係
　　　　　　　❷「2019年度 天草市介護帰省応援キャンペーン」介護帰省者登録係

申込方法

❶天草市民 アンダー30利用促進 キャンペーン 第１期募集

❷天草市 介護帰省応援 キャンペーン 介護者登録

と　き　７月18日㊍ 午後６時30分～　ところ　天草市民センター・ホール

□問 天草市民センター☎㉒4125

藤原道山×SHINSUKEコンサート 天草四郎陣中旗  特別展示

㈱熊電施設天草支店
　　 ☎㉒4171

牛深設備
  ☎8091

㈱鍬田電設
　  ☎0021

横浦電気設備
　  ☎2825

㈲海老本電設
☎2307

吉田電気
　　 ☎2643

竹元設備
☎2811

㈲山下商事開発
  ☎0359

松山設備事務所
  ☎5536

㈲小牧住建
☎1390
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くらしの情報くらしの情報

相談窓口

行政相談

特設人権相談

労働・雇用・年金
無料相談会

女性のための
無料法律相談

問い合わせ日　　時 場　　　所内　　容

5/ ８㊌

5/ ９㊍

5/15㊌

5/21㊋

5/16㊍

5/15㊌

5/28㊋

6/ １㊏

6/ ３㊊

6/ ４㊋
6/ ５㊌

13：30 ～ 16：30

10：00 ～ 12：00

10：00 ～ 12：00

10：00 ～ 12：00

10：00 ～ 15：00

9：00 ～ 12：00

御所浦地区コミュニティセンター
五和支所
福連木地区コミュニティセンター
栖本支所
一町田地区コミュニティセンター
牛深総合センター

リンドマールTAIYO

市男女共同参画センターぽぽらす
新和町民センター
一町田地区コミュニティセンター
手野地区コミュニティセンター
御所浦地区コミュニティセンター
有明老人福祉センター
浦地区コミュニティセンター
栖本福祉会館、牛深総合センター
天草支所

市男女共同参画センターぽぽらす

市男女共同参画センターぽぽらす

齊藤さん☎3154
井上さん☎0948
尾下さん☎1045
川原さん☎2698
横田さん☎1025
池林さん☎4490
有馬さん☎㉔3378
段下さん☎㉓9012

県社会保険労務士会
天草支部☎㉓９５５４
※留守番電話対応

天草人権擁護委員協議
会（熊本地方法務局天
草支局内）☎㉒2467

子育て支援課☎㉗５４００

9：00 ～ 12：00
9：00 ～ 11：00
9：30 ～ 12：00

人権相談応じます人権相談応じます ６月１日は「人権擁護委員の日」

　市には、304人の民生委員・児童委員が地
域福祉を支援するボランティアとして活動し
ています。
　地域住民と行政や専門機関をつなぐパイプ
役も担っています。心配ごとや困ったことが
あるときは、お気軽にご相談ください。
　各地区の委員は、お尋ねください。
【民生委員・児童委員】
　高齢者や障がいがある人、子育てや介護を
している人の相談・支援を行います。

【主任児童委員】
　児童福祉機関と連携し、児童委員の活動を
サポートします。

□問 健康福祉政策課☎㉓1111・各支所／
　市社会福祉協議会本所☎2552・各支所

民生委員・児童委員は
地域の身近な相談相手です

対　象　市内在住の子ども（18歳未満）とその
保護者。

と　き　５月から翌年３月まで（月１回）
ところ　県天草広域本部（今釜新町）
　　　　または天草中央保健福祉センター
相談内容　養育困難、虐待やしつけ、身体・
知的な面での相談、非行などの問題行動、
不登校や引きこもりなど。

申込方法　申込書（子育て支援課に設置・市
ホームページに掲載）を提出してください。
※同課内に「子ども総合相談室」、牛深支所・
市民生活課内に「家庭児童相談室」を設置
していますので、ご利用ください。

□申 □問 県中央児童相談所☎096（381）4451 ／
　　子育て支援課（天草中央保健福祉センタ

　ー内）☎㉗5400

天草地域子ども相談事業i

年 情金 報 ～年金ってどんな制度？国民年金に加入するのはどんな人？～

□問 本渡年金事務所☎㉔2154／国保年金課☎㉓1111

　年金は、現役で働く世代が高齢世代の年金を負担する「世代と世代の支え合い」が基本。
　年をとったときや病気やケガをしたときなど、いざという時の生活を現役世代みんなで支える
仕組みです。20歳以上60歳未満の日本在住の人は、国民年金への加入が義務付けられています。

【第１号被保険者】
　　20歳以上60歳未満の自営業、学生、自由業者などの人
　　…市役所国保年金課、各支所で手続き。
【第２号被保険者】
　　会社員、公務員など
　　…厚生年金の加入と同時に加入するので届け出は不要。
【第３号被保険者】
　　厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている妻(夫)で20歳以上60歳未満の人
　　…第２号被保険者の勤務先で届け出。

　特設人権相談所では人権擁護委員の皆さん
が、人権問題や家庭問題、金銭問題などの相談
に応じます。
　相談は無料、秘密は固く守られます。
◆５月１日現在の各地区の人権擁護委員は次の
皆さんです。（敬称略）

●本渡地区…原田彰子、福島律子、森田剛正、
　　　　　　小林一伸、田中美鈴
●牛深地区…宮下正利、榎田和壽、浦﨑信子、
　　　　　　川﨑昌光

●有 明 町…澤村福重郎、河内正一
●御所浦町…吉脇シノブ、大野己津喜、貴田英広
●倉 岳 町…山並満子、髙田眞喜雄
●栖 本 町…靏濱つづき、前田千年
●新 和 町…中元隆一、岡本　晃
●五 和 町…田口澄世、鳥羽瀬博文、三浦とも子
●天 草 町…松﨑　髙、藤本律子
●河 浦 町…櫻田京子、田 美
□問 天草人権擁護委員協議会
  （熊本地方法務局天草支局内）☎㉒2467


