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　サイレンを鳴らし、避難訓練の周知放送を行います。地区で決められた避難場所へ避難してく
ださい。避難場所は区からのお知らせなどで事前に確認をお願いします。※荒天中止。

●危険な箇所は浸水・土砂災害・暴風・地震・
津波など、災害の種類によって異なります。
訓練や総合防災マップで確認してください。

●避難時は「非常持ち出し袋」やそれぞれ必要
なもの（常備薬、おむつ、食料品など）を持つ。

●避難前に余裕があれば電気、ガスなどの火元
の確認をする。

●体の不自由な人、お年寄りなど避難に時間のか
かる人はみんなで手助けして、早めに避難！

□問 防災危機管理課☎㉔8817

一斉避難訓練を実施します 【とき】９月１日㊐9：00～

避難する際に心がけておくこと

　母子または父子家庭の親、母または父に代わって児童を養育し、児童扶養手当の認定を受けて
いる人は、８月中に現況届の提出が必要です。７月に発送している書類を記入し、窓口に持参し
てください。来庁時は時間に余裕をもってお越しください。

対　　象　８月１日現在、市内に住所があり児童扶養手当の認定を受けている人
受付日時　８月１日～ 31日
　　　　　午前９時～午後５時15分
受付場所　●本渡地域に住む人…子育て支援課
　　　　　●本渡地域以外に住む人…住所地の市役所各支所

対　　象　次の全てを満たす人
　　　　　●11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母
　　　　　●令和元年10月31日時点でこれまでに婚姻（法律婚）をしたことがない人
　　　　　●令和元年10月31日時点で事実婚をしていないまたは事実婚の相手方の生死が明ら

かでない人
支 給 額　17,500円
支 給 日　令和２年１月～３月
申請方法　８月１日～令和２年２月１日までに、申請書（子育て支援課・各支
　　　　　所に設置）と添付書類（戸籍謄本など）を持参してください。

児童扶養手当現況届の提出を児童扶養手当現況届の提出を

くらしの情報

　仕事などで子どもを一時預かってほしい人
のお子さんを、ファミリーサポートセンター
の協力会員が預かり面倒を見ます。利用には
事前登録が必要です。協力会員も募集中。

＊次の場合に利用できます＊

　市内在住または市内勤務の、生後６カ月か
ら小学校６年生までの子どもがいる人が、
●保育園への送迎や、保育開始前や終了後に

子どもを預かってほしいとき。
●保育園の休日や急な外出などで子どもを預

かってほしいとき　など。
利用料金　300円～ 450円（１時間）
　　　　　※時間帯などによって変わります。

＊子どもを預かってくれる協力会員を募集＊

•市内在住で自宅などで子どもを預かる人
•心身ともに健康で、子どもが好きな人
※センターの講習会を受講していただきます。
※活動時間に応じて報酬あり。
□申 □問 市社会福祉協議会本所☎2552
　　／社協各支所

　10月からの消費税率引き上げによる影響を
緩和するため、低所得者・子育て世帯主向け
に販売するプレミアム付商品券。
　商品券購入を希望する人は商品券引き換え
の申請が必要です。対象者のうち、非課税世
帯には７月上旬に申請書を送付しています。
未申告の人など、申請書が届いていない人で
対象と思われる場合はお尋ねください。
　子育て世帯には９月中旬に購入引換券を送
付するため、申請不要です。
申請方法　11月30日㊏までに、

申請書を郵送または市役所１
階・多目的スペースに持参し
てください。各支所でも受け
付けます。

□郵 □申 □問 〒863-8631（住所記載不要）
　　　天草市役所・産業政策課☎6786

　市民活動団体（ＮＰＯなど）が、地域の課
題解決に向けて創意工夫する活動に対し、認
められる事業経費を助成します。
補助額　上限20万円
申込方法　８月30日㊎までに、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

　県内を走る聖火ランナーを募集しています。
開催日　2020年５月６日㊌・７日㊍
募集人数　30～35人程度
申込方法　８月31日㊏までに、東京2020聖

火リレー熊本県実行委員会ホームページか
ら応募または申込用紙（市役所スポーツ振
興課に設置）を郵送してください。

□郵 □申 □問 〒862-8799 熊本東郵便局私書箱20号
　　　東京2020聖火リレー熊本県実行委員会
　　　☎0120－4－2020－4

□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

働くパパ・ママの子育てをサポート！
～ファミリーサポートセンター事業～

市民活動を行う団体に
補助

東京2020 オリンピック
聖火ランナー募集

プレミアム付商品券 
購入には引換券が必要です

□申□問 子育て支援課☎㉗5400 ／各支所

児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり親に給付金を支給

８月31日まで

▲詳細はこちら

　広島・長崎県では、原爆が投下された時
刻（広島：８月６日、長崎：８月９日）に
黙とうが捧げられます。
　市では８月15日の終戦記念日に、正午か
ら１分間、防災行政無線でサイレンを鳴ら
します。戦没者の追悼と世界の恒久平和を
祈り、黙とうを捧げましょう。

戦没者と原爆死没者への追悼と
世界の恒久平和を祈りましょう

□問 健康福祉政策課☎㉔8805
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生ごみには多くの水分が含まれています。
水分を切る・乾かしてごみを減量！

ごみ減量の
ひと工夫

燃やせるごみ 燃やせるごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

資　源　物

８月12日㊊（山の日の振替休日）のごみ収集日を変更
対　象　地　区 変更後

本
　
　
　
渡

月曜日に収集予定の地区

志柿町（東瀬戸）、下浦町

古川、下町、本町、宮地岳町

月曜日に収集予定の地区

８月13日㊋

８月16日㊎

８月10日㊏

８月13日㊋

８月13日㊋

８月13日㊋

８月13日㊋

対　象　地　区 変更後

新 

和

月曜日に収集予定の地区

月曜日に収集予定の地区

月曜日に収集予定の地区

燃やせるごみ

燃やせるごみ

※その他の地区は、「家庭ごみ・資源物出し方カレンダー」でご確認ください。
□問 環境施設課☎7861

□問 環境施設課☎7861

牛 

深

有 

明

五 

和

水分を減らすポイント

くらしの情報

休業期間許 可 業 者 種　別地  区

本 渡

新 和
五 和

牛 深

天 草

河 浦

協業組合  本渡清掃公社

㈲牛深清掃公社
㈲牛深環境整備センター

㈱大栄クリーン工業

㈲河浦衛生
㈲河浦環境清掃公社

㈱熊本メンテナンス

㈲丸野衛生社

し　尿
浄化槽清掃

し　尿
浄化槽清掃

し　尿
浄化槽清掃

し　尿
浄化槽清掃

し　尿
浄化槽清掃

し　尿
浄化槽清掃
浄化槽清掃

　休業日前の緊急なくみ取りには対応できない場合がありますので、早めに申し込んでください。
し尿関係許可業者の休業日

連絡先

☎㉒3355

☎6202

☎0128
☎0611

☎0489

☎0077

☎0346

□問 環境施設課☎7861

お盆の

8/11㊐～8/15㊍

8/13㊋～8/18㊐

8/10㊏～8/18㊐

8/13㊋～8/15㊍

8/13㊋～8/15㊍

8/11㊐～8/12㊊

8/14㊌～8/16㊎

有明・御所浦
倉岳・栖本

対　　象　離職者または自営業を廃業し就職
希望の人

募集期間　８月26日まで
訓練期間　10月３日～ 12月26日
訓練会場　㈱ニチイ学館八代支店本渡教室
　　　　　（小松原町）
取得可能資格　医療事務技能審査、医師事務

作業補助技能認定
□申 □問 天草公共職業安定所☎㉒8609

　臨床心理士やキャリアコンサルタントが就
職活動に関するセミナーを実施します。
対　象　15歳～ 39歳で働きたい人
定　員　10人程度
と　き　８月21日㊌、26日㊊
　　　　午前10時30分～午後２時30分
ところ　ハローワーク天草
申込方法　電話またはホームペ
　ージから申し込んでください。
□申 □問 くまもと若者サポートステーション
　　☎096（365）0117

　４月１日から働き方改革関連法が施行さ
れ、以下の３つが適用・変更されています。
●時間外労働の上限が月45時間、年360時間。
●年次有給休暇の年５日取得が必要。
●正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差の禁止。

□問 産業政策課☎6786

　高温多湿となる８月は、感電や電気事故が
増えます。家庭の電気を定期的にチェックし
て電気事故を防ぎましょう。

□問 九州電力㈱☎0120（986）607

②生ごみはシンクの外に

①玉ねぎの皮など水分の少ないものは生ごみと別にしておく

　水分の少ないものを生ごみと一緒に入れておくと、水分を吸収してしまいます。
別々にしておき、生ごみの水分を切った後に合わせましょう。

　生ごみをシンクの中に置いていると水分がかかってしまいます。ボウルやザ
ルを使ってシンクの外に置き水濡れを防ぎましょう。

▲シンクの外に生ごみを置いて水濡れ防止。
　絞る手間も省けます。

▲お茶のパックなどはギュッと絞って広
げておくと乾きやすくなります。

家庭の電気の
安全チェック！

知っていますか？
「働き方」が変わっています！

就職活動の困った！をお手伝い
若者の一般就労に関するセミナー

公共職業訓練受講生
（医療事務特撰科）を募集

i

▲プラグにたまった
　ホコリをチェック！

▶熊本働き方改革推進支援
　センターホームページ

▲タコ足配線に要注意！ ▲ホームページ

水を切っているのでにおいも少なく
数日置いても大丈夫ですよ

実践している人の声（40代主婦
）
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　緩衝帯は、手入れがされていない里山など
にある雑草木、放任果樹の伐採をすることで
見通しを良くした区域のこと。

　整備すると、イノシシなどの野生鳥獣の潜
み場を無くし農地への出没や侵入を抑止する
効果が期待できます。
　３戸以上の集落・協定集落で緩衝帯を整備
する費用の一部を助成しています。
　対象や補助額などはお尋ねください。
□申 □問 農林整備課☎6793

点検項目
□窓ガラス・外壁のタイルなどに亀裂が入っ
ているなど、落下の危険性がないか
□屋根に雨漏れの原因になる劣化などはないか
□防火扉や防火シャッターは適正に作動するか
□廊下や階段に、避難するときに支障になる
ような物を置いていないか
□非常用照明は適切に作動するか
□敷地内のブロック塀や石垣に、傾きや亀裂
がみられないか　など
　昭和56年以前の建築物は、現在の耐震基準
を満たしていない場合があります。耐震診断
や必要に応じて耐震改修を実施しましょう。
※木造住宅の耐震診断や改修工事、道路に面
する危険なブロック塀の撤去や改修工事に
市の助成を利用できます。
※８月30日～９月５日の「建築物防災週間」
に合わせて、店舗・病院・ホテルなどへの
防災査察を実施します。

□問 建築課☎6797

野生鳥獣による農作物被害
対策の緩衝帯整備に補助

１年に１度は建築物の
安全点検を行いましょう

　水道本管から各家庭の水道メーターまでの
供給管漏水調査を実施します。市から委託を
受けた業者が、身分証明書を携帯して調査し
ます。騒音の少ない夜間に行うこともありま
す。調査に費用はかかりません。
調査期間　８月１日～12月20日
　　　　　（土・日曜日を除く）
調査範囲

□問 水道課☎㉗0071

と　き　11月10日㊐
　　　　午前９時15分～ 11時30分
ところ　熊本学園大学（熊本市中央区大江）
受験手数料　5,000円
申込方法　８月15日㊍～９月20日㊎までに
郵送（当日消印有効）または持参してくだ
さい。８月１日㊍から下水道課で試験案内
を配布します。

□郵 □申 □問 〒862-0950熊本市中央区水前寺６丁目
２番45号（公財）熊本市上下水道サービス
公社☎096（288）7362

排水設備工事責任技術者
資格認定試験を実施

くらしの情報

処　遇　特別職国家公務員の身分の保障、宿舎費無料。食事、被服類、寝具は支給または貸与。

くらしの情報

熊本地方合同庁舎
A棟（熊本市）

天草市民センター
（東町）

令和２年度採用

陸・海・空 自衛官募集

□申□問 自衛隊熊本地方協力本部天草駐在員事務所☎㉒3349

防衛大学校一般
（幹部自衛官コース）

陸上・海上・航空
自衛官候補生

防衛医科大学校
　（医師コース）

防衛医科大学校
（看護コース）

航空自衛隊航空学生
（パイロットコース）

海上自衛隊航空学生
（パイロットコース）

陸上・海上・航空
一般曹候補生

募集種目 受験資格 一次試験日 試験会場

高卒（見込含）21歳未満の人

大原学園、北九州
予備校（熊本市）

高卒（見込含）23歳未満の人

11月９日㊏
・10日㊐

10月26日㊏
・27日㊐

10月19日㊏

９月16日㊊

採用予定日の１日現在、18歳
以上33歳未満の人 ９月21日㊏

▶自衛隊熊本地方協力
　本部ホームページ

市立病院の職員を募集
■採用予定日　令和２年４月１日
■申 込 方 法　８月１日㊍～23日㊎までに、申込書および各種免許証の写しを持参

　または郵送（当日消印有効）してください。

勤務場所・採用予定人数（  ） 受験資格職　種 応募先試験日

〒863－1215
市内河浦町白木河内
223－11（天草西保健
福祉センター内）
病院事業部経営管理課
☎3400

昭和35年４月２日以
降生まれの各種免許を
有する人で、３交代勤
務および２交代勤務が
できる人

牛深市民病院（６人程度）
栖本病院（２人程度）
新和病院（６人程度）
河浦病院（６人程度）

牛深市民病院（７人程度）
栖本病院（２人程度）
新和病院（５人程度）
河浦病院（６人程度）

▲募集詳細

看護師

准看護師

非常勤職員（障がい者）を募集
■雇用期間　10月１日～令和２年３月31日
■応募資格　身体障害者手帳を持つ人
■申込方法　８月21日㊌までに、履歴書と障害者手帳の写しを、郵送または提出し

てください。

勤務場所・採用予定人数（  ） 報　酬職　　種 応募・問い合わせ先

〒863-8631（住所記載不要）
天草市役所・総務課
☎㉔8800

▲募集詳細

市役所本庁ほか
（７人程度）事務補助嘱託員 11万1,200円

（月額）

本渡地域

牛深地域

五和地域

御所浦地域 御所浦
御領、鬼池

牛深町（岡東、天附、元下須）久玉町
（山の浦除く）

亀場町食場、枦宇土町、志柿町、瀬
戸町、下浦町、楠浦町

漏水調査にご協力を
ろうすい

９月８日㊐
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くらしの情報

　国道を利用するにあたって、計画の目的や
今後の進め方などの情報をパネルなどを使用
しながら紹介し、参加者から意見を聞くオー
プンハウスを行います。
　国道を利用する際、日常的に感じる道路の
課題などについて意見をお聞かせください。
とき・ところ
　①８月４日㊐ 午前10時～午後４時
　　道の駅「有明」
　②８月５日㊊ 午前９時～午後４時
　　市役所本庁舎１階・多目的スペース
　　（会計課前）
□問 建設総務課☎6794

国道を利用するときの
課題をお聞かせください

　縦覧期間中、住民や利害関係人はその変更
（案）について意見書を提出できます。
縦覧期間　８月５日～19日（平日のみ）
縦覧時間　午前８時30分～午後５時15分
縦覧場所　都市計画課または各支所

□申 □問 都市計画課☎6798

「今釜本渡港線」都市計画の
変更（案）を縦覧できます

くらしの情報

　「介護」に関する基礎知識や基本的な介護
の方法などの研修と希望する人には就労支援
を行います。
対　象　●介護の仕事を未経験・未就労の人
　　　　●地域社会で生きがいを見つけたい人
　　　　●これから家族の介護を迎える人
と　き　８月20日㊋～26日㊊（土・日曜

日は除く）午前10時～午後４時
ところ　本渡南地区コミュニティセンター
　　　　（港町）
定　員　20人（先着順）
研修内容  介護現場の現状や介護アシスタン
ト（介護職員のアシスト業務）の事例紹介、
希望に応じた介護施設、事業所への就労相
談、マッチング支援

申込方法　８月９日㊎までに、申込用紙（市
役所高齢者支援課・各支所・出張所に設置）
をFAXまたは郵送してください。

□郵 □申 □問 〒860-0842熊本市中央区南千反畑町３番
　　　７号（公社）県シルバー人材センター連合会
　　　☎096（312）3310・FAX096（312）3312

　軽減税率制度に伴い、対応が必要な中小企
業・小規模事業者などに対して国が行う支援
に、市が上乗せ補助を行います。
対　象　国が行う複数税率対応レジ導入など

の支援（Ａ型）を受けたもの
補助上限額　５万円（１台）
※その他支援の上限額などはお尋ねください。
申請方法　令和２年３月31日までに、申請書
（市ホームページに掲載）と添付書類を天草
市商工会各支所・本渡商工会議所・牛深商
工会議所に提出してください。

□問 産業政策課☎6786

①介護保険施設入所（入院）者
　　要介護・要支援認定を受けて介護保険施
設に入所（入院）している人や短期入所して
いる人で、下記の申請要件を満たしている
場合、食費・居住費が減額されます。
②グループホーム利用者
　　助成対象のグループホームを利用してい
る人で、下記の申請要件を全て満たしてい
る場合、食材費や家賃などの負担軽減が受
けられます。

申請要件（①②共通）
　●世帯全員が住民税非課税であること。
　●預貯金（現金・有価証券を含む）が、配偶
者（事実婚も含む）がいる場合は2,000万
円以下、配偶者がいない場合は1,000万円
以下であること。

　※すでに負担軽減の認定を受けている人
は、７月31日で有効期限が切れるため、８
月30日㊎までに更新手続きをしてくださ
い。

必要書類（①②共通）
　●申請者・配偶者の印かん
　●申請者・配偶者の預貯金などの金額が確
認できるものの写し（通帳などお持ちの
もの全て）

　●前年に受給した非課税年金（遺族・障害
年金）の種別がわかる書類

　●更新手続きをする場合は古い認定証
※詳細はお尋ねください。
□申 □問 高齢者支援課☎㉔8806

　一般事業者向けに10月からはじまる消費税
軽減税率制度の説明会を開催します。
と　き　８月７日、21日、28日
　　　　９月４日、11日、18日、25日
　　　　午後１時30分～午後３時
ところ　天草税務署１階会議室
□問 天草税務署☎㉒2513

一般事業者向け
消費税軽減税率制度説明会

施設利用費などの負担軽減
手続き～介護保険～ 介護に関する入門的研修

複数税率対応レジの
導入に補助

市の使用料・手数料が変わります
10月１日から

　消費税率の引き上げ（８％→10％）に伴い、10月１日から下表の使用料などの料金が変わり
ます。金額などの詳細は担当課または各市立病院にお尋ねください。
　市が指定管理者を設置している温泉施設や市民センターなどの料金は、各施設にお尋ねくださ
い。各コミュニティセンターや指定管理者を設置していない体育施設、観光・文化施設の使用料・
利用料金は変更ありません。

使用料・手数料など
名　　　称 担当課

行政財産目的外使用料
倉岳町農業用水使用料
（令和２年２月からの使用に適用）
漁港施設使用料/土砂採取料
道路占用料／港湾施設使用料・占用料

水道料金／下水道使用料・浄化槽使用料
10月の検針日以降にかかるもの
（12月請求分から適用）

各市立病院の特別室使用料／文書料など

財産経営課☎㉔8826

農林整備課☎6793

水産振興課☎6791
土木課☎6795

水道局経営管理課
☎㉔8222

牛深市民病院☎4171
栖本病院☎2165
新和病院☎2003
河浦病院☎1151

都市計画道路
今釜本渡港線

●
天草
市役所

本渡港
町山口川

至天草空港

至瀬戸橋
▲詳細はこちら
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経済センサス
第２期〈８～９月〉

本渡地域の一部、五和町地域
　調査員証および端末を携行した統計
調査員が事業所を訪問しますので、ご
協力をお願いします。

□問 政策企画課☎㉗5052

８月 １日㊍ 18：30～
８月 ８日㊍ 18：30～
８月22日㊍ 18：30～
８月29日㊍ 18：30～

写真編
動画編
チラシ作成編
質疑応答編

▶詳細

　目の前に広がる二江沖の豊かな海に泳ぐイ
ルカの群れを見ることができる「イルカの見
える展示室」を開設しました。
　同館には縄文時代以来の遺物が出土した沖
の原遺跡資料、漁撈民具資料、イルカやクジ
ラの標本資料も展示しています。
開館時間　午前８時30分～午後５時
　　　　　（入館は午後４時30分まで）
休館日　月曜日（祝日の場合、翌日が休館）

□問 五和歴史民俗資料館☎1645

　８月は「スマホでできるあれこれ月間」と
して、スマホを使った情報発信方法をお伝え
します。

ところ　Ama-biZ
　　　　（中央新町）
□Ｍ info@ama-biz.jp
□申 □問 天草市起業創業・中小企業支援センター

（Ama-biZ）☎㉔5555・FAX㉒8655

ーものと手技ー
　県内の伝統工芸品の数々を一堂に展示し
て、その「かたち」と「技」を紹介。
　装飾・刃物・焼物・木工品・玩具・竹製品・
染織物・紙工品などの伝統工芸品の奥に見え
る人々の暮らしをご堪能ください。
と　　き　８月３日㊏～９月29日㊐
と こ ろ　本渡歴史民俗資料館
開館時間　午前８時30分～午後５時
　　　　　（入館は午後４時30分まで）
休 館 日　月曜日（祝日の場合、翌日が休館）

熊本の伝統工芸講演会を開催
（８月25日㊐ 午後１時30分）

講　師　杉井涼子氏（熊本伝統工芸館学芸員）
定　員　50人
□問 本渡歴史民俗資料館☎㉓5353

と　き　９月２日㊊ 午後１時30分～３時
ところ　天草アーカイブズ（五和支所内）
定　員　10人（先着順）
内　容
　●業務内容・所蔵資料の紹介
　●アーカイブズ書庫の見学
　●古文書調査などの見学
申込方法　８月28日㊌までに、電話で申し込
んでください。

□申 □問 天草アーカイブズ（五和支所内）
　　☎㉕5515 ※土・日曜日、祝日休館

熊本県伝統工芸館収蔵品展

くらしの情報くらしの情報

八代・天草架橋建設促進
総決起大会

　地域コミュニティ活動の充実・活性化のた
めに助成事業を利用しませんか。
対象事業
　①一般コミュニティ助成事業
　　コミュニティ活動を行うために必要な施
設または設備の整備。

　②コミュニティセンター助成事業
　　住民の多くの人が使用する集会施設（コ
ミュニティセンター・自治会集会所など）
の建設または大規模修繕。

　③自主防災組織育成助成事業
　　自主防災組織、婦人防火クラブ、または
その連合体が行う地域の防災活動に必要
な施設または設備の整備。

申込期限　10月１日㊋
※補助額や申請方法などは、市ホームページ
をご覧ください。

□問 ①②まちづくり支援課
　（天草宝島国際交流会館ポルト内）☎6661
　③防災危機管理課☎㉔8817

コミュニティ事業を募集

　年次点検のため、８月19日㊊から25日㊐
まで瀬戸歩道橋の通行止めを行います。

□問 土木課☎6795

　天草と八代をつなぐ、八代・天草架橋の早
期実現に向けた、総決起大会に参加しません
か。
と　き　８月３日㊏ 午後２時～４時
ところ　八代市鏡文化センター
　　　　（八代市鏡町内田）
内　容
　●特別講演「架橋への道」
　　大浦貞治氏　　　　　　　　　　　　　
　（古島市伊良部商工会長など）

申込方法　電話または電子メール（住所・氏名・
電話番号を記入）で申し込んでください。

※当日参加も可能です。
□Ｍ kikaku@city.amakusa.lg.jp
□申 政策企画課☎㉗5052
□問 八代市役所企画政策課☎09654104

瀬戸歩道橋を通行止めii

i

情報公開条例と個人情報保護条例の運用状況のお知らせ
　市では、透明性の高い市政運営と市民参加による“より開かれた市政”の実現を目指して、「情報
公開条例」と「個人情報保護条例」を施行しています。平成30年度分の運用状況をお知らせします。

■情報公開条例
①行政文書の公開請求の件数と処理状況

②不服申し立て件数…０件

実施機関名 請求者数 請求件数 全部公開 一部公開 非公開
請求に対する決定の内容

市　長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
病院事業の管理者
議　会

合　計

■個人情報保護条例
①自己情報の開示請求の件数と処理状況

②不服申し立て件数…０件

実施機関名 請求者数 請求件数 全部開示 一部開示 不開示
請求に対する決定の内容

市　長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
病院事業の管理者
議　会

合　計

□問 総務課☎㉔8800

19
3
0
0
0
0
0
3
25

19
3
0
0
0
0
0
3
25

10
0
0
0
0
0
0
2
12

9
3
0
0
0
0
0
0
12

0
0
0
0
0
0
0
1
1

10
0
0
0
0
0
1
0
11

10
0
0
0
0
0
1
0
11

5
0
0
0
0
0
0
0
5

3
0
0
0
0
0
1
0
4

2
0
0
0
0
0
0
0
2

▲宇土はりこ（宇土の伝統的民芸品）

天草アーカイブズのバックヤード
＆史料調査を見学できます

イルカを観察しに来ませんか
～五和歴史民俗資料館～

Ama-biZ  ITミニセミナー
～教えてエザキさん～

ア　　マ　　　ビ　　ズ

ぎょろう

▶詳細はこちら



2019 . 8 24市政だより 天草   No.29225

くらしの情報

　初めての人でも気軽に参加できる内容です。
対　象　結婚を希望する25～49歳までの独身
　　　　者
と　き　９月１日㊐
　　　　午前11時～午後３時
ところ　アマクササンタカミングホテル
　　　　（亀場町)
定　員　男女各20人（先着順）。
参加料　2,000円
申込方法　８月19日㊊までに、電話またはウ

ルトラハウスのホームページから申し込ん
でください。

　参加する男性を対象に、身だしなみ、会話
術などが学べる「婚カツ塾」も開催します。
とき　①８月26日㊊午後７時～８時30分
　　　②８月31日㊏午後２時～３時30分
※どちらかに必ずご参加ください。
ところ　市男女共同参画センターぽぽらす
□申㈲ウルトラハウス婚活担当☎096（354）3822
□問男女共同参画課（男女共同参画センターぽ
　ぽらす）☎㉓8200

結婚応援セミナー＆交流会
参加者募集！

　天草の伝統的工芸品の陶器を電動ろくろを
使って、自分だけの食器を作ってみませんか。
基本から丁寧に指導します。
と　き　９月５日～ 10月24日
　　　　毎週木曜日（全８回）
　　　　①午前９時～10時30分（未経験者）
　　　　②午前11時～午後０時30分（初級）
ところ　天草文化交流館（船之尾町)
定　員　①②各４人
参加料　3,000円（月額）
申込方法　８月31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
　　※月曜日休館

陶芸（ろくろ）制作
体験講座

くらしの情報

　成人式を企画・運営する新成人を募集しま
す。思い出に残る素敵な成人式を仲間と企画
しませんか。
開催日程
　●令和２年１月３日㊎
　　…本渡・有明・栖本・天草・河浦地区
　●１月４日㊏…御所浦・新和・五和地区
対　象　平成11年度生まれの新成人で、実行

委員会に出席できる人
内　容　同式の企画・立案や式典当日の司会・

受け付け
申込方法　８月30日㊎までに、電話またはハ

ガキ・FAX（住所・氏名・電話番号・○○
地区成人式実行委員希望を記入）で申し込
んでください。
□郵□申□問〒863-0043市内亀場町亀川1886－２　
市教育委員会・生涯学習課（天草中央保健
福祉センター内）☎㉗7788

　人権に関する講演会を開催します。価値観
や個性の違い、支え合うことの大切さを考え
る機会にしませんか。
と　き　８月21日㊌ 午前10時～
ところ　天草市民センター
①全体会（午前10時～ 11時45分）
　●演題「災害から見える障害者の人権問題」
　●講師：東俊裕さん（被災地障害者センタ

ーくまもと事務局長）
②就学前教育部会（午後１時～３時）　
　●演題「それでも生きる子どもたち」
　●講師：坂本みゆきさん（ＮＰＯ法人くま

もと子どもの人権テーブル）
③社会教育・行政部会（午後１時～３時）
　●演題「熊本県の外国ルーツの子ども達～

日本語指導の課題など～」
　●講師：岩谷美代子さん（ＮＰＯ法人外国

から来た子ども支援ネットくまもと）
□問生涯学習課（天草中央保健福祉センター内）
　☎㉗7788

【ポスターの部】
対　象　小学生・中学生・高校生
テーマ　｢明るい選挙｣
規　定　画用紙の四ツ切（542㎜×382㎜)、

八ツ切（382㎜×271㎜）またはそれに準
ずる大きさ。作品のうらに学校名・学年・
氏名を記入してください。

【習字の部】
対　象　小学３年生～中学３年生
テーマ　小３「大切」、小４「主役」、小５「公

約」、小６「一票の力」、中１「投票参加」、
中２「明るい選挙」、中３「十八歳選挙」
規　定　和半紙（33㎝×24㎝）作品に学校名・

学年・氏名を記入してください。
応募方法　学校が指定する日までに、学校へ

提出または９月６日㊎までに郵送または持
参してください。
□郵□申□問〒863-8631（住所記載不要）天草市役
所・選挙管理委員会事務局☎7878

　この秋に歌手生活55年を迎える加藤登紀子
のコンサート。
　６枚組ニュー Bestアルバム「あなたに捧げ
る歌」の収録曲をメインに “愛” “時” “生きる” 
“故郷” などの名曲を、ピアニスト鬼武みゆき、
パーカッションはたけやま裕を迎えてお届け
します。
と　き　９月18日㊌ 午後６時30分開演
ところ　天草市民センターホール
入場料　Ｓ席3,500円、Ａ席2,500円
　　　　Ｂ席1,500円（全席指定）
※天草市民センター、牛深

総合センター、ポルト、イ
オン天草ショッピングセン
ター、スーパーセンター
TAIYO本渡店、天の草
ふれあい文化センター、山
西楽器店、水田楽器で販
売中。
□問天草市民センター☎㉒4125

明るい選挙啓発作品
コンクールの作品募集

令和２年「成人式」
実行委員を募集

天草郡市
人権教育研究大会

天草市杯 ミニバレーボール選手権大会ミニバレーボール選手権大会 参加者募集

　同じ職場や気の合う仲間どうしで参加してみませんか。
参加料　１チームにつき2,000円（保険料込み）。
申込方法　８月30日㊎までに、申込書（市ホームページに掲載）をFAXまたは郵送してください。

●４人制（常時コート内に女性２人以上）。
監督１人（選手兼任も可）・選手10人以内。
●市内在住または在勤している18歳以上の人
（平成31年４月１日現在。高校生は除く）。

●５人制。監督１人（選手兼
任も可）・選手10人以内。

●60歳以上の女性。

□郵□申□問〒863-8631（住所記載不要）市スポーツ推進委員協議会事務局（スポーツ振興課内）
　　　☎6783・FAX㉔2744

と　き　９月29日㊐ 午前８時30分開会　ところ　天草市民センター体育館（東町）

競技部門 一般の部 壮年女子の部（60歳以上）
24チーム ６チーム募集チーム数

参加資格

天草市民センター自主文化事業
加藤登紀子コンサート
～あなたに捧げる歌～

○Cトキコ・プランニング
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くらしの情報

応募資格　天草市民。
搭乗期間　11月１日～令和２年３月31日の平日（12月28日～令和２年１月５日を除く）
　　　　　※ひと月ごとに搭乗期間設定。
路線・運賃　天草⇔福岡線：１人片道3,000円。天草⇔熊本線：１人片道1,500円。
　　　　　※座席数に制限あり。
当選者数　150人。当選ハガキ１枚で当選者とその同行者１人まで利用可。　
　　　　　※同行者は同一便を利用する場合に限る。必ずペア（本人と同行者１人）で利用。

❷天草市民 平日ペア割 キャンペーン 第２期募集

□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）

応募資格　天草市在住で応募時に65歳以上の人。
搭乗期間　11月１日～令和２年３月31日（12月28日～令和２年１月５日を除く）
　　　　　※ひと月ごとに搭乗期間設定。
路線・運賃　天草⇔福岡線：１人片道3,000円。※座席数に制限あり。
当選者数　150人。当選ハガキ１枚で当選者とその同行者１人まで利用可。　
　　　　　※同行者は同一便を利用する場合に限る。また同行者の年齢は不問。

天草エアライン㈱

　８月19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・利用希望月〔第２希望まで〕・❷どなたと利用したいか〔続柄のみ〕を記入）で申
し込んでください。※１人１枚限り。
抽選結果　ひと月ごとに抽選し、当選月の前月10日ごろ当選者のみにハガキで通知。

　　　　　□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　シニア利用促進キャンペーン」係
　　　　　　　❷「天草市民　平日ペア割キャンペーン」係

申込方法

❶天草市民 シニア利用促進 キャンペーン 第２期募集

くらしの情報

　地域のお店の人が講師になって、専門知識やプロのコツを無料で教える少人数制・60 ～ 90分
のミニ講座。専門店ならではの知識を聞いてみませんか。

と　　き　８月30日㊎～９月30日㊊
参加方法　８月23日㊎から、各店舗に電話で申し込んでください（先着順）。
〈講座例〉●低糖質おうちごはん教室●キッズセラピストになってみよう
　　　　●足指からつくる正しい姿勢、健康なからだ　など。
※詳細は、８月23日㊎の新聞折込チラシまたはホームページをご覧ください。

　エコクラフト教室の受講生と講師の作品を多数展示します。

　クラフト（紙）バンドを使って、エコクラフトを制作。針や糸を使うこ
となく、バンドを編むだけでバッグやカゴを制作することができます。
定　員　10人
作品・参加料　小型のかご。1,000円。
申込方法　８月21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。

店主に学ぶ
得する街のゼミナール第２回 天草まちゼミ

□申□問天草文化交流館☎・FAX㉗5665※月曜日休館

□問天草まちゼミの会の山田さん☎㉒3055

と　き　８月10日㊏ 午後５時～
ところ　﨑津漁港広場（河浦町）
内　容
　●出店（ガイダンスセンター駐車場）　
　●﨑津教会ライトアップ：午後７時30分～
　●花火：午後８時～
※河浦中央体育館⇔会場シャトルバスを運行
（午後５時30分～ 10時）

□問﨑津みなとのフェスティバル実行委員会
　☎0001

　下水道に接続すると、悪臭や害虫の発生が
抑えられ、側溝や河川がきれいになるなど、
自然環境を守ることにつながります。
　下水道が使える区域の家庭で、接続が済ん
でいない場合は接続をお願いします。
□問下水道課（本渡浄化センター内）☎㉓3498

第31回 教会の見える﨑津
みなとのフェスティバル下水道の接続を！

制作体験を開催 ８月22日㊍ 午前９時～正午

エコクラフト作品展

　８月１日から熊本⇔大阪（伊丹）間の日本航空（JAL）が運航する便の共同
運送（コードシェア）を開始。それに合わせ天草⇔熊本線と熊本⇔大阪線の時
刻を変更します。詳細は天草エアラインホームページをご覧ください。

10
10
1
16
23

16,200 
10,000
10,000 
10,000 
10,000 

㈲一礼社
ご遺族
東京五和会事務局
東京高浜会事務局
在熊栖本会事務局

市職員の逝去に伴う葬儀への供花
魚貫町二区民生委員児童委員の逝去に伴う香料
東京五和会総会
東京高浜会総会
在熊栖本会総会

６月分市交際費の支出状況

□問秘書課☎㉔8816

支　出　先支　出　件　名 金額（円）支出日区分

累　計 119,400円合　計 56,200円

会費

弔事

※累計は、平成31年４月からの合計です。

▲天草まちゼミ
　ホームページ

８月１日から 天草⇔熊本線および熊本⇔大阪線の時刻を変更

▲詳細 と　き　８月21日㊌～ 25日㊐ 午前９時～午後５時
ところ　天草文化交流館（船之尾町）

第１回
満足度１００％

９月２日㊊ 納期限
（令和元年度第３期分）

市・県民税
固定資産税・都市計画税

国民健康保険税
介護保険料・後期高齢者医療保険料
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図書館へ行こう
くらしの情報

健康相談
10：00 ～ 11：00

天草中央保健福祉センター
☎㉔0620
天草東保健福祉センター
☎3355
天草西保健福祉センター
☎3301

※健康手帳、母子
健康手帳、バス
タオルを持参

天草東保健福祉センター

天草中央保健福祉センター
有明保健センター

8/ ５㊊

8/19㊊

8/26㊊

子育て支援課・子ども相談係（天草中
央保健福祉センター内）☎㉒0４０4

行政相談

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

8/ ７㊌

8/ ８㊍
8/14㊌

8/20㊋

8/21㊌

8/22㊍

8/21㊌

13：30 ～ 16：30

10：00 ～ 14：00

10：00 ～ 12：00

10：00 ～ 12：00

9：00 ～ 12：00

五和支所
下田温泉ふれあい館ぷらっと
栖本支所
御所浦地区コミュニティセンター

リンドマールTAIYO

牛深総合センター

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

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

県社会保険労務士会
天草支部☎㉓９５５４
※留守番電話対応

9：00 ～ 11：00
9：30 ～ 12：00

10：00 ～ 12：00
9：00 ～ 12：00

天草地域
子ども相談事業

弁護士
無料法律相談

8/ ８㊍

9/12㊍

8/31㊏

•11：00 ～
•13：30 ～
•15：00 ～

県中央児童相談所
☎096（381）4451
子育て支援課・子ども相
談係（天草中央保健福祉
センター内）☎㉒0４０4

熊本県弁護士会法律相
談センター
☎096（325）0009

県天草広域本部
天草中央保健福祉センター

牛深総合センター

※１週間前までに申込書で
申し込みが必要

相談窓口 ところ　本渡第一映劇（木曜日は休館）。
入場料　高校生以上500円、中学生以下100円（３歳未満無料）。
上映映画リクエスト募集
　上映映画は、天草を舞台にした作品や皆さんからのリクエストによる作品などから選びます。
上映映画リクエスト用紙またはホームページから応募できます。

年 情金 報

□問 本渡年金事務所☎㉔2112 ／国保年金課☎㉔8802 ／各支所

～国民年金の独自給付を知っていますか～

　国民年金制度には老齢・障害・遺族基礎年金のほかに、「独自給付」があります（自営業などの
第１号被保険者が対象）。

※それぞれ支給要件や支給額が異なりますので、お尋ねください。

定額保険料に合わせて付加保険料400円を納付すると、老齢基礎年金に付加
年金が上積みされ多く受給できます。

国民年金保険料を36月（３年）以上納めた人が、年金を受給せずに死亡した
とき、納付月数に応じて12万円から最高32万円が支払われます。

老齢年金を受給できる（10年以上の婚姻期間があり生計維持していた）夫が
受給前に死亡したとき、妻が60歳から65歳になるまで、夫が受けられる老齢
基礎年金の４分の３（付加年金は除く）が受給できます。

くらしの情報

検索天草市民シアター

●監督・脚本：原恵一●声の出演：矢島晶子、藤原啓治、ならはしみき
　家族全員が同じ夢を見るという不思議な体験をした野原しんのすけ一家
が、夢で見た戦国時代にタイムスリップして大冒険。恋、友情、家族愛が
ギュッと詰まった笑いと涙がいっぱいの日本アニメ映画史に残る傑作！
（上映時間１時間35分）
と　き　８月３日㊏～９日㊎•10時～•12時～

「クレヨンしんちゃん  嵐を呼ぶアッパレ！戦国大合戦」（2002年・東宝）

●主演：ブリジット・フォッセー、ジョルジュ・プージュリー
　第２次世界大戦下のフランスを舞台に、家族を失った幼い少女ポーレッ
トと心優しい少年ミッシェルの無垢な交流を詩的に綴る不朽の名作。哀愁
に満ちたギター主題曲「愛のロマンス」はあまりにも有名！
（上映時間１時間35分）
と　き　８月10日㊏～ 16日㊎
　　　　•10時30分～•土・月・水曜日のみ追加上映…19時20分～

「禁じられた遊び」（1952年・フランス）

市民シアターワンコインで映画を楽しもう！

□申□問 本渡第一映劇☎㉓1417 ／文化課（天草宝島国際交流会館ポルト２階）☎6784

○C 臼井儀人／双葉社・シンエイ・
　テレビ朝日・ADK 2002

○C 1952 STUDIOCANAL

◆付加年金

◆死亡一時金

◆寡婦年金

■Ｈ http://www.amakusa-lib.jp/
■問 中央図書館☎㉓7001 FAX㉓7013

と　き　８月24日㊏　●午前の部：午前８時40分～正午　●午後の部：午後０時40分～５時
ところ　天草市民センター・大ホール
※優秀賞12人は、天草市代表として９月７日㊏に苓北町で開催する童話発表天草地方大会に出場。

～童話発表天草市大会～

夏休みの自由研究におすすめの本を紹介！

①おまかせ自由研究＆調べ学習
　（朝日小学生新聞編集部）

②きむらゆういち式 うごく！かみ工作ランド２
　（きむらゆういち）

③科学じかけの貯金箱　自由研究BOOK
　（立花愛子）

④読書感想文書き方ドリル2018（大竹稽）

① ② ③ ④

天草中央保健福祉センター
いさな館（御所浦支所２階）
牛深支所

※２日前までに予約


