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うと日曜朝市 = 朝市開催日
当番 = 当番医（診療時間：9：00 ～ 17：00）
＊当番医は変更になる場合があります。熊本県総合医療情 開催時間：6：00 ～ 7：00
報システム「くまもと医療ナビ」のホームページまたは , 開催場所：市民会館駐車場
宇城広域連合消防本部 ☎（22）
0554 でご確認ください。

日 Sunday
5/31

うと日曜朝市

当番 尾崎医院
（内）

月 Monday

議会 令和2年6月定例会

市議会では市民の皆さんの生活に密着した
問題が審議されてます。

火 Tuesday

1

2

3

うと日曜朝市

当番 本多医院
（内・リウ・泌）

8

9

10

☎
（22）
3692 浦田町
当番 田山産科婦人科医院
（産・婦）
☎
（22）
5522 入地町

14

うと日曜朝市

当番 金森医院
（内・胃）

健診 3カ月児健診
（R2年2月生）

9:30~ 保健センター P19

15

議会 開会

（傍聴の自粛をお願いします）

健診 6カ月児健診
（R1年11月生）

13:15~ 保健センター P19

16

議会 特別委員会

（傍聴の自粛をお願いします）

☎
（22）
0017 本町6丁目
当番 もろが整形外科医院
（整）
☎
（23）
2341 旭町

21

うと日曜朝市

児童手当現況届休日受付 P15
9:00~17:00 市仮設庁舎1階
当番 福田医院
（内・小）
☎
（22）
0002 本町3丁目
当番 くまもと診療病院
（精・神）
☎
（22）
1081 松山町

28

うと日曜朝市

児童手当現況届休日受付 P15
9:00~17:00 市仮設庁舎1階
当番 近藤クリニック
（内・消・外）
☎
（23）
5558 松山町
当番 高浜眼科医院
（眼）
☎
（22）
0108 城之浦町

7/5

うと日曜朝市

当番 みどりかわクリニック
（内・小）

☎
（22）
1171 野鶴町
当番 幡手耳鼻咽喉科クリニック
（耳・ア・小）
☎
（24）
1187 南段原町
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で延期した分
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資源ごみ収集日

図書 おはなし会 P27

☎
（22）
0241 本町1丁目
当番 草場医院
（耳）
☎
（23）
5851 松原町
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17

議会 質疑・一般質問

（傍聴の自粛をお願いします）
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24

議会 常任委員会

（傍聴の自粛をお願いします）

図書 おはなし会 P27

議会 閉会
30（傍聴の自粛をお願いし
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ます）
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（R1年10月生）
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図書 おはなし会 P27

13:15~ 保健センター P19

※新型コロナウイルス感染症の影響
で延期した分
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市民のひろば
農林漁業者支援
農林漁業者向け緊急支援資金を
創設しました
新型コロナウイルス感染症拡大の影響
を受けて，収入が減少している農林漁業
者に対し，熊本県独自の「緊急支援資金」
が創設されました。融資には金融機関の
審査があります。
借入限度額 1千万円
返済期間 最大10年間
（当初3年間は返済不要）
保証料不要，5年間無利子
農林水産課 農業振興係
（内線604）

インターネットで農業情報を提供しています
熊本県では，農業情報サイト「アグリく
まもと」で緊急情報をはじめとして多彩な
技術情報や営農情報を提供しています。
詳しくは「アグリくまもと」で検索してくだ
さい。
熊本県農業技術課
☎096
（333）
2380

税

給付金・手当金
特別定額給付金
令和 2 年 4 月 27 日において宇土市
の住民基本台帳に登録されている人に
対して 5 月 11 日から特別定額給付金
申請書を郵送しています。申請書が届
いたら内容を必ず確認し，8 月 14 日
（金） までに申請してください。
特別定額給付金コールセンター
☎ 0120（260020）
対応時間 9:00 ～ 18:30
（土日祝日を除く）
新型コロナウイルス感染症対策室（内線253，
254）

子育て臨時特別給付金
児童手当を受給している世帯に対し，
児童 1 人当たり 1 万円の臨時特別給付
金を支給します。
対象 令和 2 年 4 月分の児童手当を
受けた人
※特例給付支給を受けている人は対象
外となります。
支給方法 児童手当登録銀行口座に振込
支給時期 6 月下旬支給予定
子育て支援課 保育子育て支援係
（内線442）

国税の猶予制度が利用できます
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴
傷病手当金
い，財産に損失を受けた場合や売上減少
給与等の支払いを受けている宇土市国
で納付資力が低下した場合などの要件に
民健康保険被保険者が，新型コロナウイ
該当するときは，税務署に申請すること
ルス感染症に感染した場合や発熱等の症
で猶予制度が適用される場合があります。
状があり感染が疑われた時に，療養のた
宇土税務署 ☎
（22）
0410
め仕 事 をすることができなかった期 間 で
一定の要件を満たした場合は，傷病手当
市税の納税相談を実施しています
金を支給します。申請には，事業主等の
以下の項目に該当するなど，税金を一
証明が必要です。
時的に納付することが困難な場合は，税
市民保険課 国保年金係
（内線426）
務課窓口にて納税猶予等についてご相談
ください。相談時は，収入支出等の分か
小学校休業等対応支援金
る資料をお持ちください。まずは事前に
小学校等の臨時休校等で，子どもの世
お電話いただくとスムーズに相談が行え
話を行うために契 約した仕 事 ができなく
ます。
なった保護者へ国から支援があります。
●新型コロナウイルスの影響により
詳しくはお問い合わせください。
・本人や家族が病気にかかった場合
対象 委託を受けて個人で仕事をする人
・事業を廃止か休止した場合
支援内容 日額4,100円
・事業に著しい損失を受けた場合 等
申請期間 9月30日
（水）
まで
※納期限前からでも相談できます。
学校等休業助成金・支援金，雇用調整
●来庁時に持参いただくもの
助成金コールセンター
収入や支出が分かる通帳・帳簿・各種明
☎0120
（60）
3999
細等の関係書類・印鑑

暮らし
市営住宅の家賃減額措置が利用できます
市営住宅の入居者で，新型コロナウイ
ルス感染症の影響で収入が著しく減少し
た人は，家賃が減額になる場合がありま
す。詳しくはお問い合わせください。
※収入が減少したことを確認できるもの
（退職証明書，給与明細等）が必要に
なります。収入や世帯状況等で減額の
対象にならない場合もあります。
都市整備課 建築住宅係（内線710，711）

水道料金・下水道料金の分割納付
新型コロナウイルス感染症拡大の影響
で，水道料金・下水道使用料の支払いが
困難な場合は，分割納付の相談に応じま
す。
上下水道課 上下水道係（内線717）

個人向け生活福祉資金特例貸付を行って
います
新型コロナウイルス感染症の影響によ
る収入の減少で，生活にお悩みの人に向
け，無利子で保証人不要の特例貸付を
行っています。 対象は，新型コロナウイ
ルス感染症の影響で収入が減少し，一時
的な貸付が必要な世帯などです。詳しく
は熊本県社会福祉協議会ホームページを
ご覧いただくか，宇土市社会福祉協議会
までお問い合わせください。
宇土市社会福祉協議会 ☎
（23）
3756

ひとり親家庭向け貸付を行っています
保育所や学校などの臨時休業，事業所
等の休業などで，保護者の就労状況が変
化し，一時的に収入が減少し，日常生活
に支障をきたす場合は，母子父子寡婦福
祉資金貸付金における生活資金の活用が
可能です。
熊本県宇城地域振興局 総務福祉課
☎
（32）
2416

宇土市ホームページでも新型コロナウ
イルス感染症に関する助成金・給付金
等を紹介しています。

税務課 収納係
（内線513，514，515）
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市民のひろば

新型コロナウイルス感染症に係る
各種支援制度等の情報

宇土市役所 ☎
（22）
1111
（代表）

新型コロナウイルス感染症の拡大による健康への不安や売上減少への不安など，皆さんの「困りごと，不安」に応じた情

報や支援制度などを紹介します。詳しくはお問い合わせください。

中小企業支援
①金融円滑化特別資金
（新型コロナウイルス感染症対策分）
要件 直近1カ月の売上が前年同月比
で減少または今後2カ月の売上
見込みが前年同期比で減少
融資限度額 8,000万円
融資期間 1年～ 10年
（据え置き期間1年以内）
──────────────────
②金融円滑化特別資金
（セーフティネット保証4号）
要件 直近1カ月の売上が前年同月比
で減少（20％以上）し，今後2カ
月の売上見込みが前年同期比
で減少
（20％以上）
融資限度額 8,000万円
融資期間 1年～ 10年
（据え置き期間1年以内）
──────────────────
③金融円滑化特別資金
（危機関連保証）
要件 直近1カ月の売上が前年同月比
で減少（15％以上）し，今後2カ
月の売上見込みが前年同期比
で減少
（15％以上）
融資限度額 8,000万円
融資期間 1年～ 10年
（据え置き期間2年以内）
──────────────────
④新型コロナウイルス感染症特別貸付
要 件 直 近1カ月 の売 上 が前 年 また
は前々年の同期と比較して減少
（5％以上）または直近1カ月の
売上高が次のいずれかと比較し
減少
（5％以上）
融資限度額 中小企業 3億円
国民事業 6,000万円
融資期間 設備20年以内，運転15年以
内
（据え置き期間5年以内）
①～③の申し込み先
熊本商工会議所 ☎096
（354）
6688
宇土市商工会
☎
（22）
5555
熊本県中小企業団体中央会
☎096
（325）
3255
④の申し込み先
日本政策金融公庫 ☎096
（352）
9155

経営安定貸付に対する利子補給制度を
ご利用ください
市では，新型コロナウイルス感染症に
より，影響を受けた中小企業者の経営安
定貸付に関して利子に相当する額を補給
します。 補給金の対象など，詳しくはお
問い合わせください。
【対象企業】
以下の要件を全て満たす中小企業
・宇土市内に本社，本店，支店，営業所
のいずれかを有する法 人，個 人 事 業 主
であること。
・市税等の滞納がないこと。
・営業許可か登録を必要とする業種は，
許認可等を受けていること。
・熊本県信用保証協会の保証対象となる
業種を営むものであること。
・補給金の交付対象となる融資制度の利
子に関して，国か地方公共団体の補給
金交付を受けていないこと。
【補給金の内容】
・毎年1月1日から同年12月までの間に支
払った利子額
※利子支払が後払となっている場合は，
毎年2月1日から翌年1月31日まで。
・対象期間は累計して36月以内
・補給金累計が100万円に達するまで。

持続化給付金
売上が大きく減少した事業者に対し，
法人200万円，個人事業主等100万円
を上限に現金が給付されます。 詳しく
は経済産業省ホームページをご覧くだ
さい。
【給付対象】
中堅企業，中小企業，小規模事業者，
個人事業者等で，新型コロナウイルス
感 染 症 の影 響で売 上 が前 年 同月比で
50％以上減少している者
【給付額】
前年の総売上（事業収入）
̶（前年同月
比▲50％月の売上×12カ月）
中小企業金融・給付金相談窓口
☎0120
（115）
570 8:30 ～ 19:00

小規模企業者への事業継続のための給
付金事業を実施します
申請書等詳しくは，市ホームページ
をご覧ください。
【給付対象者】
・令 和2年1月1日 前 から市 内 で事 業を
行っている事業者
・常時雇用している従業員数が5人以下
で年間事業売上高200万以上の事業者
・宇土市内に本社か事業所を有すること。
・営業許可か登録を必要とする業種は，
商工観光課
（内線612, 613, 615）
許認可等を受けていること。
熊本県中小企業者向け支援策ハンドブッ ・市税等に滞納がないこと。
・暴力団関係者ではないこと。
クを作成しました
熊本県では，新型コロナウイルス感染 【主な対象要件】
症により大きな影響を受けている中小企 ・売上が前年同月比で50％以上減少し
ていること。
業者向けに，経営等相談窓口や各種融資・
補助制度，雇用関係の助成金などをまと ・創業後1年未満の場合は，前年月収平
均売上比が50％以上減少していること。
めたガイドブックを作成しました。詳しくは
「熊本県 新型コロナウイルス 支援ガ 【給付額】
・1事業者あたり10万円（賃料の負担が
イドブック」
で検索してください。
ある場合は別途5万円を加算）
熊本県商工政策課
※資材置き場や駐車場の賃料は含まれ
☎096
（333）
2313
ません。
【申請受付】
･申請期間 7月10日
（金）
まで
･申請方法 郵送による申請
（7月10日消印有効）

商工観光課
（内線612，613，615）
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新型コロナウイルス感染症に係る
各種支援制度等の情報

宇土市役所 ☎
（22）1111
（代表）

その他のお知らせ

各種相談窓口

市民係窓口の混雑緩和にご協力ください 新中小企業の経営や金融に関する
新型コロナウイルス感染症の拡大防止 相談窓口
のため，市民係窓口では以下の取り扱い 【経営関係】
を推奨しています。窓口混雑の緩和にご □熊本県商工会連合会 ☎096（372）2500
協力ください。
□宇土市商工会
☎0964
（22）
5555
▽証明書の取得はコンビニ交付をご利用 □熊本県中小企業団体中央会
ください。
☎096
（325）
3255
マイナンバーカードを所持している人 □熊本県よろず支援拠点
はコンビニで住民票の写し等の証明書
☎096
（286）
3355
が取得できます。
□熊本商工会議所 ☎096
（354）
6688
▽郵便による転出届
【金融関係】
転出届は郵便での受付が可能です。 □日本政策金融公庫熊本支店
（転入届，転居届は窓口での手続きが
（国民生活）☎096
（353）
6121
必要です）
（中小企業）☎096
（352）
9155
▽転入届の届出期間延長
□商工組合中央金庫熊本支店
居住開始から14日以内に届出する必
☎096
（352）
6184
要がありますが，当面の間，この期間 □肥後銀行宇土支店 ☎0964
（23）
1155
を過ぎても通常どおり受け付けます。
□熊本銀行宇土支店 ☎0964
（22）
0671
▽マイナンバーカードの受取期間延長
□熊本信用組合宇土支店
マイナンバーカードの受取期間はカー
☎0964
（22）
1054
ドが発 行されてから１年 間ですが，当 □熊本信用金庫宇土支店
面の間，この期間を過ぎても通常どお
☎ 0964
（23）
5511
り受け取れます。
【労務関係】
▽電子証明書の更新期間延長
□熊本労働局雇用環境・均等室
電子証明書の更新は，有効期限内の
☎096
（352）
3865
手続きが必要ですが，当面の間，有効 □ハローワーク宇城 ☎0964
（32）
8609
期限を過ぎても通常どおり無料で更新
できます。
住宅宿泊事業者向け相談窓口
新型コロナウイルス感染症の影響で外
市民保険課 市民係
（内線504）
国人観光客の減少など，経営環境の変化
に直面している宿泊事業者向けの特別相
特定不妊治療費助成事業の年齢要件を
談窓口が九州運輸局内に設置されていま
緩和します
新型コロナウイルス感染症拡大防止の す。詳しくは九州運輸局ホームページを
観点から特定不妊治療を延期した場合， ご覧ください。
助成対象者・通算助成回数の年齢要件を
九州運輸局 観光部 観光企画課
緩和します。 詳しくは熊本県ホームペー
☎092
（472）
2330
ジをご覧ください。
DV
（ドメスティック・バイオレンス）
の
熊本県子ども未来課
相談窓口
☎096
（333）
2209
新型コロナウイルス感染症の拡大防止
感染予防・介護予防パンフレットを作成し のための外出自粛や休業対応等が行われ
る中，生活不安やストレスからDV被害等
ました
外出自粛の時期に心がけておきたい生 が増加，深刻化することが懸念されてい
活の過ごし方や自宅でできる運動等を掲載 ます。 一人で悩まず，まずはご相談くだ
したパンフレットを熊本県が作成しました。 さい。
【相談窓口】
配布場所 高齢者支援課，網津支所，
子育て支援課 子ども家庭支援係
網田支所
☎（22）1111（内線421,422）
高齢者支援課（内線415）
熊本県女性相談センター ☎096（381）7110
宇城警察署
☎（33）0110

ひとり親家庭等相談窓口
新型コロナウイルス感染症の影響でお
困りのひとり親家庭に対する相談窓口を
設置しています。お気軽にご相談ください。
熊本県ひとり親家庭福祉協議会
☎096
（331）
6736
相談対応時間
火～金曜 9:00 ～ 19:00
土日祝日 9:00 ～ 17:00
子育て支援課 子ども家庭支援係
☎（22）1111（内線421）
熊本県外国人サポートセンター
熊 本 県 では，外 国 人 の方やそのご家
族 に安 心して生 活していただけるよう，
多言語対応で広く相談を受け付けていま
す。電話かメール，
来庁で相談可能です。
お気軽にご相談ください。 詳しくは熊本
県ホームページをご覧ください。
相談時間 8:30 ～ 17:15
（土日祝日除く）
場所 熊本県庁行政棟本館7階
エネルギー政策課横
熊本県外国人サポートセンター
☎080
（4275）
4489

人権相談窓口
新型コロナウイルス感染症に感染され
た人とその家族，職場の人や知人などの
接触された方々，その他の関係者の方々
に対し，不確かな情報に基づいて，不当
な扱いやいやがらせ，いじめ，誹謗・中傷
などをしないようお願いします。
熊本県人権同和政策課
☎096
（333）
2299

こころの健康相談
どうしても気 持 ちが前に向 かない，つ
らい，不安な気持ちがずっと続いている，
どうしたらいいかわからないといった時 に
は，一人で悩まず相談しましょう。
相談時間 平日9:00 ～ 16:00
熊本県精神保健福祉センター
☎096
（386）
1166
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「新しい生活様式」の実践をお願いします

宇土市新型コロナウイルス感染症対策室

☎
（22）1111（内線 253，254）

新型コロナウイルス感染症対策は，
自らを感染から守るだけでなく，
自らが周囲に感染を拡大させないことが不可欠です。

一人ひとりが日常生活の中で「新しい生活様式」を心がけ，新型コロナウイルス感染症から自身のみならず，大切な家族や
友人，隣人の命を守りましょう。

感染防止の3つの基本

①身体的距離の確保 ②マスクの着用 ③手洗い
・人の間隔はできるだけ2ｍ
（最低1ｍ）
空ける。
・遊びに行く時は屋内より屋外を選ぶ。
・会話をする時は，できるだけ真正面を避ける。
・外出時や屋内で会話をする時は，マスクを着用する。
・家に帰ったらまず手や顔を洗い，できるだけすぐに着替え，
シャワーを浴びる。
・手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う。
（手指消毒薬も可）

移動に関する感染対策

・感染が流行している地域からの移動，感染が流行している
地域への移動は控える。
・帰省や旅行は控えめに。
・発症した時のため，誰とどこで会ったかをメモする。
・地域の感染状況に注意する。

日常生活での基本的生活様式

・こまめに手洗い，手指消毒
・咳エチケットの徹底
・こまめに換気
・身体的距離の確保
・
「3密」
の回避
（密集，密接，密閉）
・毎朝の体温測定と健康チェックを行い，発熱や風邪の症状
がある場合は無理せず自宅で待機

新しい働き方の様式

・テレワークやローテーション勤務，
時差通勤を導入する。
・会議，名刺交換はオンラインで。
・対面での打ち合わせは換気とマス
クを忘れずに。

日常生活の各場面別の生活様式

買い物
・電子決済を利用する。
・1人または少人数で空いた時間に行く。
・計画を立てて素早く済ます。
・サンプルなど展示品への接触は控える。
・レジに並ぶ時は前後にスペースをつくる。
公共交通機関の利用
・会話は控えめに。
・混んでいる時間帯は避ける。
・徒歩や自転車利用も併用する。
冠婚葬祭などの親族行事
・多人数での会食は避ける。
・発熱や風邪の症状がある場合は参加しない。
食事
・持ち帰りや出前，デリバリーを利用する。
・屋外空間で気持ちよく。
・大皿は避けて，料理は個々に。
・対面ではなく横並びに座る。
・会話は控えめに。
・お酌やグラス，おちょこの回し飲みは避ける。
娯楽・スポーツなど
・トレーニングは自宅で動画を活用して行う。
・ジョギングは少人数で。
・すれ違う時は距離をとるマナーを心がけて。
・予約制を利用する。
・狭い部屋で長居しない。
・歌や応援は十分な距離をとるかオンラインで。

宇土市役所では新型コロナ感染症対策に取り組んでいます
・仮設庁舎入口に非接触型
検温端末を設置しています。
・カウンターやドアノブ，手
すりなどを定期的に消毒し
ています。

・窓口にビニールカーテン
を設 置 して， 来 庁 者 と職
員双方の飛沫感染を防ぎ
ます。
・執務時間中はマスクを着
用しています。
・各デスクの間にパーテーションを設置しています。
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◎：特定作物生産支援※飼料米，野菜等など圃場の土壌
分析，堆肥散布を助成
農林水産省の承認を得て土壌分析や堆肥散布への助
成を行うこととし，助成対象作物も拡大しました。
△：海苔共同利用施設の設置支援
住吉漁業協同組合や県などの関係機関と土地利用
（無償貸出）
についての調整を行いました。
◎：あさり潮干狩り事業の環境整備支援
平成31年4月に駐車場整備を行いました。その結果，
来場者が1,740人（H30）から2,902人（R1）に増加し
ました。
×：西部地区での民泊事業推進
現状では，網田地区（西部地区）で民泊事業を実施し
たいという需要がないため休止しています。
◎：轟水源前広場へのアクセス道路整備
令和2年2月に全線道路整備が完成しました。
◎：市制施行60周年記念事業
ロゴマークやキャッチフレーズを公募して定め，平
成30年10月1日に記念式典を開催。その他54の冠
事業を実施し，
市全体で記念すべき年を祝いました。

③安全・安心なまちづくり
△：船場川排水機場など改修事業着手
（馬之瀬水路改修事業，船場川改修事業ほか）
平成30年度から導水路工事に着手。令和元年度から
排水機場施設の工事に着手しています。
○：網津第二排水機場の強化更新
令和元年度に農業農村整備事業での事業化に向けた
計画資料作成業務を行いました。

潮干狩りを楽しむ参加者たち（長浜地区）

○：防災広場などの整備
（立岡・五色山・網田島山ほか）
飯塚地区へ防災広場を整備し，立岡自然公園内遊歩
道の復旧工事を実施しました。網田島山の干潟景勝
の地展望広場（非常時の防災広場を兼ねる）の候補地
選定を実施しました。
△：網田防災センター整備
支所，集会所併設の防災施設を整備する方針とし，
現在，建設地の選定と用地取得等に向けた準備を
行っています。
○：都市計画道路
（北段原線）
の延伸
都市計画道路北段原線の幅員変更に伴い，関係機関
との協議や住民へ意見を求めるための説明会を実施
しました。
◎：走潟小校舎の津波避難利用の検討
災害が発生した非常時には，小学校玄関を開放し屋
上へ避難できるよう地域住民と覚書を交わしました。
○：河川監視カメラの強化
（飯塚川・網田川）
令和2年3月に飯塚川2カ所に河川監視カメラを設置
しました。
○：津波避難道路の整備
（追加と照明設置）
令和元年度は，網田地区新地区（Ｌ＝36.8ｍ）と緑川
地区城塚区（Ｌ＝25.3ｍ）の避難路整備が完了しまし
た。
○：通学路の安全対策
関係機関と学校と合同で緊急点検を実施し，担当者
会議を開催して対策等の検討を行いました。点検の
結果，国道の歩道への転落防止柵設置や交通規制等
を関係機関に実施していただきました。

整備した津波避難路と照明（網田新地区）
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市長マニフェストの達成状況を公表します

企画課 企画政策係
（22）
1111
（内線804）

①人に優しいまちづくり
◎：行長しゃん号ルート見直し
（商業施設巡回コース）
令和元年10月にルート改正を行い，商業施設へ延伸
し，分かりやすいルートで運行しています。
△：保育園中途入園待機の解消
令和2年4月1日から宇土エンゼル保育園と宇土あり
あけ保育園で合計20人の定員増を行います。取組み
を進めるため，第２期宇土市子ども・子育て支援事
業計画を策定しました。

達成状況

第3期市長マニフェスト
（平成30 ～令和3年度）
の進捗
状況を報告します。進捗状況の詳細や目標年度などは
市ホームページでご確認ください。

◎：達成
○：進捗は順調で目標年度までに達成見込
△：進捗は遅延しており目標年度までに達成困難
□：実施方法を検討中であるなどの理由で未着手
×：計画を中止・休止

◎：地域おこし協力隊員による介護支援事業
各行政区の公民館などに，高齢者が集える場を住民
主体で10カ所立ち上げ，計35カ所となりました。
○：若者のまちづくり活動への参加支援策の検討
若者グループの交流の場として，ふれあい座談会を
2回開催しました。
○：船場川調整池ランニングコースの整備
船場川沿いコース上に，ソーラーパネル付 ＬEDライ
ト5基と転落防止柵を設置しました。

△：放課後児童クラブの増員
令和元年度中に，網田学童クラブの施設整備を実施
しました。取組みを進めるため，第２期宇土市子ど
も・子育て支援事業計画を策定しました。

◎：花園幼稚園園舎建て替え
令和2年3月に建設が完了しました。

○：特別支援教育の充実
花園幼稚園でのサポート体制を引き続き維持し，小
学校へと続く切れ目のない支援を実施。そのほか地
域への啓発のため，特別支援連携協議会で外部講師
による研修や就学前の保護者宛てに制度の広報を行
いました。

○：ふるさと納税による歳入確保と物産振興
ふるさと納税専用ポータルサイトを新たに開設し，
専門雑誌や新聞にも広告を掲載しました。令和元年
度は約2億円の寄附をいただきました。

○：ＩＣＴ教育の充実
小学校7校へタブレット（280台）を購入し，無線
ＬANを含めたネットワーク環境の再整備を実施。
タブレット向け学習支援ソフトを導入しました。

②豊かで稼げるまちづくり

○：宇土市民会館へのネーミングライツ導入
宇土市民会館ネーミングライツの導入に関するパブ
リックコメントを実施後，
基本方針を策定しました。

○：文化，生涯学習活動の活動環境整備
文化，生涯学習活動の場として必要な機能等，市民
ニーズの把握に努めました。

○：中心市街地での解体空地活用事業
市内の中小事業所が解体空地を駐車場として借りる
場合の補助制度について,令和元年度に創設して事業
化しましたが，活用には至っていません。

○：教育委員会庁舎の用途検討
分散保管している資料総数の把握に努め，現教育委
員会庁舎の活用に向けた今後のスケジュールを検討
しました。

◎：鳥獣駆除対策強化
（資材助成費の拡大など）
平成30年8月に資材費1/2助成の上限額を5万円か
ら10万円に引き上げた結果，本補助金の活用件数が
16件
（H30）
から24件
（R1）
に増加しました。

建替えが完了した花園幼稚園園舎
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ネーミングライツの導入を目指す市民会館

○：県道14号・ウキウキロード沿線の土地利用検討
○：城塚インター周辺の土地利用検討
先進地の情報や検討すべき事項などを精査しました。

○：潤川，網津川，網田川の整備促進
【県】
潤川は，地元選出国会議員や国土交通省，熊本県へ
の事業推進に関する要望活動を実施。網津川と網田
川は熊本県に対して整備促進に向けた要望活動を実
施しました。

△：飯塚川の氾濫防止対策の検討
出水期前点検で確認された河川堆積物の撤去を実施
し，河道の確保を行いました。

○：北部農免道路
（中村踏切交差点）
の整備完了
【県】
令和元年度から国道57号線拡幅部の工事を行ってお
り，引き続き市道部分の拡幅工事に着工予定です。

○：農地・水路の再整備検討
平成30年度は，宇土八水土地改良区で早急に整備が
必要な範囲を精査し，
抽出しました。令和元年度は，
事業化に向けて熊本県が施設の機能診断を実施しま
した。

△：南部農免道路の整備促進
【県】
未登記用地の用地取得が完了しましたので，未施工
区間の測量設計と用地買収を行っています。

⑤長期的な事業検討

○：轟泉水道の国重要文化財への指定検討
将来的な轟泉水道と旧高月邸の国重要文化財への指
定に関し，専門的見地からの意見を求めるため，轟
泉水道及び旧高月邸保存活用検討委員会を設置。令
和元年度に委員会を開催しました。
○：御輿来海岸の日本遺産への認定検討
国指定文化財を含むという日本遺産の認定要件を満
たすため，その前段階として令和2年3月17日付で
熊本県の名勝に指定されました。指定名称は「宇土
半島の御輿来海岸及びその周辺の砂紋」
です。

⑥国・県・広域連合の事業
○：熊本宇土道路
（海路口・城塚間）
の整備促進
【国】
※1
○：宇土道路
（城塚・網田間）
の整備促進
【国】
※2
○：走潟地区高潮対策堤防の整備完了
【国】
※3
地元選出国会議員や国土交通省へ事業推進に関する
要望活動を実施しました。
※1 用地買収進捗率：約99％，事業進捗率：約35％
※2 用地買収進捗率：約78％，事業進捗率：約13％
※3 令和元年度でT.P4.5mの堤防整備が完了

災害復旧工事が完了した船場橋

○：県道網津バイパスの整備促進
【県】
地元期成会と連携し，県に整備促進に向けた要望を
実施。市道梅崎・平原線からあじさいの湯までの区
間が令和元年8月から供用開始されています。
○：網津県道バイパス国道57号踏切拡張改良
【県】
地元期成会と連携し，県に整備促進に向けた要望を
実施。国・県・市で，踏切拡幅に向けＪＲや警察と協
議を行い，令和2年度から国土交通省が宇土道路の
工事用道路設置に伴う拡幅工事を行う予定です。
◎：宇城広域連合消防本部の建て替え
【広域連合】
令和元年度に全地権者と契約を交わし，新設用地
（境
目町）
の取得が完了しました。
○：汚泥処理センターの更新建て替え
【広域連合】
令和元年度は，基礎杭の打設工事と処理棟地下部工
事を実施しました。
○：宇城クリーンセンターの建て替え
【広域連合】
令和元年度は，建て替えに係る生活環境影響調査を
終了し，関係市町の住民に調査報告書の縦覧をしま
した。

県名勝に指定された『宇土半島の御輿来海岸及びその周辺の砂紋』
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市長マニフェストの達成状況
達成状況

◎：達成
○：進捗は順調で目標年度までに達成見込
△：進捗は遅延しており目標年度までに達成困難
□：実施方法を検討中であるなどの理由で未着手
×：計画を中止・休止

④熊本地震関連
○：被災者の自立サポート
地域支え合いセンターと連携し，相談や訪問などを通じ
て，住まい再建や日常生活に関するサポートを行うこと
で生活再建を後押ししています。
△：本庁舎建設
（現在地建替）
現在実施設計中。当初計画していた免震装置のうちの
一つの部材について,令和2年3月に生産中止が発覚した
ため，現在別の部材を利用した免震構造について検討
しています。
○：中央公民館建設
（現在地建替）
令和元年8月に施工業者が決定し，11月から中央公民館
建替工事に着工しました。令和2年8月の完成に向けて，
杭工事，基礎工事，鉄骨建方を行いました。
◎：宇土市スポーツセンター
（立岡体育館）
復旧工事
平成31年3月に復旧工事が完了し，4月から一般開放し
ています。
◎：中央公民館分館復旧工事
平成30年8月に耐震補強工事が完了し，同月から利用
者への供用を再開しました。
◎：就業改善センター
（商工会）
復旧工事
平成30年10月に復旧工事が完了しました。
◎：入地団地1号棟復旧工事
平成31年2月に被災部分の復旧工事が完了しました。

◎：木造応急仮設住宅26戸を市営住宅に転用
平成30年10月に境目第3仮設団地12戸，11月に境
目第2仮設団地14戸の計26戸について熊本県から譲
与を受け,市営単独住宅として転用しました。
◎：大規模造成地震災復旧事業
平成31年1月に花園台地区の対策工事が全て完了
し，花園台地区の避難指示を解除しました。
○：中小企業の震災復旧借入金にかかる利子補給
事業を開始した平成29年度から総額で102件28,699
千円の利子補給を行いました。そのうち，令和元年
度の利子補給実績は，6件2,174千円となりました。
◎：船場橋解体修理＋河道拡張
船場橋の災害復旧工事が令和2年3月に完了し，通行
が可能となりました。船場川の河床掘削の工事を行
い河道の拡幅を図りました。
○：被災消防ポンプ車格納庫再建整備
1分団4班と3分団2班の消防ポンプ車格納庫兼詰所
を平成30年度にそれぞれ船場川付近と轟公民館横に
新しく整備しました。
◎：史跡宇土城跡災害復旧事業
史跡宇土城跡の災害復旧工事が令和2年3月に完了し
ました。
◎：旧高月邸修理事業
旧高月邸の災害復旧工事が平成30年8月に完了し，
平成31年4月から一般公開を開始しました。

◎：災害公営住宅25戸建設
（境目町）
平成30年9月に境目団地内に災害公営住宅木造平屋建
て
（長屋形式）
8棟25戸と集会所1棟が完成しました。

地域支え合いセンター訪問時の様子
〈11〉◆ 2020/6 ◆広報うと

再建に向け工事中の中央公民館

災害から身を守るために
危機管理課 ☎
（ ）１１１１（内線

）

こ れ か ら 梅 雨 や 台 風 接 近 の 時 期 に な る た め、 土 砂 崩 れ や 河 川 の 氾 濫 な ど と
いった深刻な被害をもたらす可能性があります。大災害はいつ発生するかわか
りません。わからないからこそ、私たちは日頃から防災の意識を持ち、大災害

無線やお知らせメールなどでお伝えしま

に備える必要があります
普段の心がけと日々の備え

す。早めの避難をお願いします。
避 難 時 は、 家 屋 や家 財 が心 配 かもし

・日 頃 から気 象 情 報 に関 心 を持 ち、 梅 雨
時 期 や台 風 が接 近 している時 などは、

網田小学校体育館

れません。 災 害 で家 屋 や家 財 に被 害 が

網津防災センター

網田

大 雨 や洪 水 などの警 報 や防 災 情 報 に注

網津

出 る状 況 は、 生 命 が危 険 にさらされる

緑川地区農業者トレーニングセンター

意しましょう。

緑川

可能性も高いと言えます。

走潟地区体育館

2
1
2

自らの「いのち」を最優先に早めの避
難を心がけましょう。

走潟

・自 分 達 が安 全 に避 難 できる場 所 と避 難
経 路 を家 族 全 員 で確 認 し、 安 否 の確 認
ができる方法を決めておきましょう。
・がけ崩 れなどの災 害 が発 生 しやすくな
る梅 雨 の時 期 には、 もう一 度 家 の周 り
や近 所 を点 検 し、 危 険 箇 所 を把 握 して
おきましょう。
・緊 急 時 の携 行 品 を日 頃 から準 備 し、 ひ
とつにまとめておきましょう。

轟地区農業者トレーニングセンター

轟

花園コミュニティセンター

花園

避難時の行動
夜間に激しい雨が降った場合、暗闇の
中での避難は大変危険を伴います。台風
や激しい雨が降る可能性が高いときは、
市役所から「避難所開設情報」を防災行政

※避難所一覧 ( 新型コロナウイルス感染症収束まで )

避難所
ecowin 宇土アリーナ（宇土市民体育館）

地区名
宇土

・避難所の密集をさけるため，可能な限り親戚や知人宅などへの避難を優先

してください。

・避難所へ避難する時は，マスクを着用してください。

・避難所での手洗い，うがい，咳エチケットなどの徹底をお願いします。

避難時の
お願い

22

避難所での新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症が収束するまでの当面の期間，避難者間の一定の間隔を確保するため，できるだけ広い
施設を避難所(※)とし，受付時に問診と検温を実施しますので，ご理解とご協力をお願いします。

・発熱などの症状がある場合，
別室での待機をお願いする場合があります。

(注) 状況により変更する場合があります。
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歩
一
第
の
災
防
は
と
こ
る

知

緊急事態の防災・防犯情報のほか，暮らし，観光，イベン

ト情報など，生活に役立つ情報をさまざまなメディアで配信

！

情報充実

しています。熊本地震の時は，避難所や給水情報，通行止め
箇所など防災に関わる大切な情報を発信してきました。自分
や家族を守るにはまず“知ること”が大事です。ぜひご利用
ください。

宇土市お知らせメール

Yahoo! 防災速報

「宇土市お知らせメール」は，事前に登録した人に必
要な情報をメールで配信します。地震や津波，各種警報
などの情報をいち早くお届けします。新規で登録する人
は「bousai.uto-city@raiden3.ktaiwork.jp」へメールを
送信するか，下記の QR コードから登録をお願いします。
※受信できない場合は
「bousai.uto-city@raiden3.ktaiwork.jp」からのメー
ルを受信できるように設定をお願いします。

「Yahoo！防災速報」は，ヤフー株式会社が提供する
緊急地震速報や，豪雨予測等をお知らせするサービスで
す。スマートフォンやタブレット端末で利用できるアプ
リ版と携帯電話やパソコンにメールでお知らせするメー
ル版があります。通知対象地域で「宇土市」を登録する
と市が配信する防災緊急情報なども受信できます。

Yahoo ！防災速報
（iPhone）

Yahoo ！防災速報
（Android）

宇土市お知らせメール

宇土市ホームページ・宇土市公式 SNS

熊本地方気象台

宇土市ホームページや宇土市公式 SNS の Facebook
やＬI NE でも情報を配信しています。ぜひご利用くださ
い。

天気予報や注意報，警報など各種最新の気象情報を
電話で提供しています。
平日
☎ 096(352)0345 8:30 ～ 17:15
夜間・休日 ☎ 096(356)8080 終日利用可能
( 自動音声 )

■ホームページ
行政・観光・くらし情報
など役立つ情報が満載で
す。
■公式 Facebook
市の魅力を世界中に発信。
非常事態には防災情報も
発信しています。
■公式 LINE
市内での各種イベントや
行政情報 , 防災情報など ,
生活に役立つ様々な情報
を発信しています。
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防災行政無線
市では，防災行政無線で避難勧告や避難所開設情報
などを放送しています。放送内容が聞き取れない場合は
下記の電話番号で確認をお願いします。
☎ (23)6186( 電話応答装置 )

訪れた人の心の癒しに

Profile
おだ・あきこ
昭和27年5月14日生まれ。 日本舞踊，藤波
流師範。芸名は藤波吟祥（ぎんしょう）
。日本
舞踊をしていた叔母の影響で，11歳から日本
舞踊を始め，地域のお祭りや敬老会などで踊
りを披露。舞踊教室を県内各地で開催し，生
徒さんは20人。住吉町在住。68歳。

住 吉 町の住 吉 自 然 公 園は、６月にたくさん
のアジサイの花が咲くことで有名だが、 同じ住
吉 町の日本 舞 踊 家、 藤 波 吟 祥さんこと小田晶
子さんの自宅兼教室の庭も毎年たくさんのアジ

3

新しいことに挑戦している人，
伝 統を受け継いでいる人など，
頑 張っている人を募 集します。
宇土市在住であれば自薦・他薦
は問いません。詳しくはまちづく
り推進課までお問い合わせくださ
1
2
い。
1 _ 今年購入した品種「舞姫」
。織物の縞模様のような絞り咲きの花が特徴。
まちづくり推進課 情報支援係
2 _ 毎年訪れる人が作成したフォトブック「宇土住吉アジサイの家」
。
☎（22）1111（内線810・811）
3 _ 舞踊教室の稽古場。毎年，生徒さんと花見をするのが楽しみ。

サイの花が咲き、近所の人や市内外から訪れる
愛好家たちの目を楽しませている。
年前から庭にアジ

元々、 花が好きだった小田さんは、 色鮮やか
なアジサイの花に惹かれ、
サイを植え始めた。

「アジサイは、 他の花に比べて長く楽しめる。
土の酸性度を変えると花の色が変わるので、色
のコントラストがとても美しい。」と嬉しそうに
アジサイの魅力を語る。
そんなアジサイの魅力に惹かれ、 挿し芽や植

え替えなどをして、毎年種類や数を増やしていっ
た。
「最近は、 娘たちが誕生日や母の日に新しい
品種の株をプレゼントしてくれる。」今では、 約

種類、総数約 株のアジサイが庭先を彩る。
「最初は、舞踊教室の生徒さんが稽古の帰り
に見る程度だったが、自然公園を訪れた人が帰
りに立ち寄ったりと、たくさんの人が見に来る
ようになった。」
今では、 小田さんのアジサイを目的に訪れる
人も少なくない。

募集します

「株の数も増えて、 水やりや草取りが大変だ
が、訪れた人の喜ぶ顔や感謝の言葉がとても嬉
しい。 今は大変な時期だが、こんな時だからこ
と語る小田さん。
株

そ、 花の美しさが訪れた人の心を癒せれば。」
小田さんの気持ちに応えるかのように、

晶子さん

小田

35
VOL. ●

9

鮮やかな花を咲かせるだろう。

日本舞踊家・アジサイ愛好家

人

250

の自慢のアジサイは、 今年も人々の心を癒す色

250

宇土

頑張っている
「宇土人」を

70
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HP 宇土市ホームページ
https://www.city.uto.lg.jp/

記号の説明
…問い合わせ先
…申込先 ☎…電話番号
…FAX
…メールアドレス
…ホームページ
INFO

小規模工事等契約希望者を
募集しています

助成対象者

必須工事（必ず実施する工事）
区
分
内
容
①県産材を床，壁，天井等に使用
②段差解消，手すり設置，扉の取手をレ
必須工事
①～④の中か バーハンドルに交換等
③断熱性向上のための窓改修，断熱材の
ら１つ以上
設置等
④子ども部屋改修等

助成対象工事

助成対象となる工事
区
分

次の①～④をすべて満たす人
①市の住民基本台帳に登録されている人
②本人と世帯員に市税等の滞納がない人
③他制度の補助金等を受けていない人
④過去にこの助成事業を受けていない人
※被災者支援制度の受給者も一部を除き対象となります。
次の①～③をすべて満たす工事
①着工前に事業申請をして認定されたリフォーム工事
②右表に掲げる「対象となる工事」
（必須工事を含む）の金
額が30万円以上（消費税別）となる工事
③本市に本社，本店，支店を有する法人または本市に住
所を有する個人事業所と契約を締結し，令和2年12月
28日までに完了する工事

助成額（商品券額）

対象工事に係る費用（税抜き）の20%で上限20万円（千
円未満切捨て）

申請受付期間

5月14日（木）～ 8月31日（月）
※受付は先着順です。予算がなくなり次第，受付終了と
なります。
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外部工事

内

容

屋根工事，外装工事，樋工事，建具工事

内装工事，タイル工事，塗装工事，左官
工事，建具工事，畳工事
浴室工事，厨房工事，衛生設備工事，配
建設設備工事 管工事，電気設備工事，住宅用火災警報
器の設置工事
内部工事

その他の工事 解体工事，耐震補強工事
助成対象とならない工事
区
分
内
容
外構工事，別棟の物置や車庫に関する工
事，広告塔や広告看板等に関する工事，
建築工事
店舗との併用住宅の場合の店舗部分に関
する工事
エアコン，ガスコンロ，給湯器（ボイラー
機器等の更新
等），温水洗浄便座等の機器本体の購入
のみ
費用や単純な電気製品等の更新

6

月初旬に通

商工観光課
（内線 612・613）

必 要 です。 該 当者には

知 を送 付 しますので、 必 ず期 間 内 に

提 出 してください。 提 出 がない場 合

6

月 分 以 降 の手 当 が受 けられな

住宅リフォーム助成事業を実施します

は、

17 28 15

くなります。 詳 しくは送 付 する通 知

30

文をご覧ください。

6

月 日
（火）

17

提出期限

時 分～ 時 分

月 日（土）
～ 日（日）

20 30

ら
し

INFO

受付窓口 子育て支援課

受付時間

休日受付

の土曜、日曜の 時から 時まで

子育て支援課 保育子育て支援係

9

6 8

く

お
し
ら
せ

情報

市内小規模事業者の受注機会の拡

（内線４４２）

病児・病後児保育施設

拡大しました

「パンダ」の預かりの対象年齢を

病 気 や病 気 の回 復 期 のお子 さんを

INFO

大を図るため、宇土市小規模工事等

50

契約希望者登録要綱の一部改正を行

万円以下」から「予定価格が 万円

30

い、 対 象 となる契 約 を「契 約 金 額 が

以下」
に改正しました。申請要領や様

式 など詳 しくは市 ホ ー ム ペ ー ジ をご

「パンダ」の対象年齢を生後 カ月か

6

お預 かりする病 児・病 後 児 保 育 施 設

市内で建設業を営み、少額で

6

覧ください。

対象
ら小学校 年生までに拡大しました。

利 用 には事 前 登録が必要です。詳し

くはお問い合わせください。

事前登録

子育て支援課 保育子育て支援係

（内線420・４４２）

利用予約・申込み

一般社団法人宇土地区医師会

病児・病後児保育施設
「パンダ」

（１７９５）
９５９５
☎ ０８０

子育て支援課 保育子育て支援係

（内線420・４４２）

内 容 が軽 易 な工 事 等 の受 注・

3

施工を希望する人

5

有効期間 申請受付日以降～

令和 年 月末日

財政課 契約管財係

（内線２１７・２１８）

児童手当は現況届の提出が
必要です

児 童 手 当 を受 けている人 は、 引 き

続 き受 給 するために現 況 届 の提 出 が

INFO

新型コロナウイルス感染症の影響
で掲載内容が変更になる場合があ
ります。最新情報はホームページ
をご確認ください。

国民健康保険税の
軽減判定所得が変わります
年

19 万円

変更なし
介護分

16 万円

17 万円
1 世帯あたり
課税限度額

96 万円

99 万円

第十一回戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金を支給します

令和２年４月１日時点で
「恩給法に
よる公務扶助料」や「戦傷病者戦没者
遺族等援護法による遺族年金」
等を受
ける人（戦没者等の妻や父母）がいな
い場合に、戦没者等の死亡当時のご
遺族（三親等内）の先順位の遺族一人
に支給します。

パワーハラスメント防止措置は
事業主の義務です

日 より事 業 主 の義 務 となりま

パワーハラスメント防止措置は、
月

した。 事 業 主 は相 談 等 をした労 働 者

に対 する不 利 益 な取 り扱 いが禁 止 さ

れます。 詳 しくはお問 い合 わせくだ
さい。

①職場でのパワハラの内容・パワハラ

を行 っ てはならない内 容 の方 針 の
明確化、周知・啓発

② 相 談 に応 じ、 適 切 に対 応 するため
に必要な体制の整備

③職場でのパワーハラスメントにつ

いての事後の迅速かつ適切な対応

④相談者等のプライバシーを保護す

るための必 要 な措 置 を取 ることと
労働者への周知等
熊本労働環境・均等室
☎０９６
（３５２）
３８６５

パートタイム・有期雇用労働
法が施行されました

しています。 詳 しくはお問 い合 わせ

期雇用労働法の特別相談窓口を開設

熊本労働局では、パートタイム・有
請求期間 令和５年３月 日まで

ください。
熊本労働環境・均等室

申請窓口 福祉課 福祉政策係

万円

1

地方税法の一部改正で、令和
度から、
軽減判定所得が変わります。

支援分

税務課 課税係
（内線５１１）

63 万円

※事前にお電話ください。

支給内容

INFO

6

☎０９６
（３５２）
３８６５

☎0964-23-5266

課税限度額

福祉課 福祉政策係
（内線４１０）

ケアプラン
作成

訪問看護リハ

お問い合わせはこちら

金森医院

次 の条 件 に該 当 する場 合 は、 国 民 健

年

度から、課税限度額（医療分）が変わ
ります。

デイサービス

改正後
改正前
項目

康保険税が軽減されます。

国民健康保険税の
課税限度額が変わります

税務課 課税係
（内線５１１）

33 万円＋（52 万円×対象となる
2割
同一世帯者数）の額より世帯合計所
軽減
得が低い場合

通所リハビリ

外来・入院・リハ

24時間
ケアステーション

ケアコートうと本町

通常型・認知症型
・リハ特化型

医療と介護の複合したサービスで,
在宅生活をサポートします。

33 万円＋（28.5 万円×対象となる
5割
同一世帯者数）の額より世帯合計所
軽減
得が低い場合

有料老人ホーム

老健
あさひコート

うと地域総合ケアセンター

リハビリ専門職20名以上在籍

広告 医療と介護の事なら金森会におまかせ下さい

61 万円

31

INFO

医療分

25

7 割 33 万円以下の額より世帯合計所得
軽減 が低い場合

地方税法の一部改正で、令和

※同一世帯内に所得額の申告をしていない人
がいる場合は軽減できないことがあります。

2

INFO

2

INFO

軽減条件
※下線部分が変更です。
※ 7 割軽減は変更なし。
軽減
割合
INFO

宇土市役所
☎（22）
1111（代表）
宇土市フェイスブック
https://www.facebook.com/utocity
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宇土八水土地改良区からのお知らせ

資 源 ごみの日 に収 集 する布 類 は、

資源ごみで出せる布類の確認
をお願いします

円 滑 なかんがい用 水 の確 保 ができ
衣類全般やタオルです。必ず透明の

月 日（土）かんがい用水
を開始します

るよう、 水 路 内 の障 害 物 の撤 去 や草

危険ブロック塀等の撤去など
に係る費用を助成します

ク塀等の撤去や改修工事費用の一部

袋 に入 れて出 してください。 泥 など

枕、布団、シーツ、じゅうたん、クッ

を助 成 します。 助 成 には事 前 申 請 が

刈り、満水時の取水口の締切調整な

地震発生時の人身事故の防止、避

末 端 まで水 が行 くよう個 人 の水 口 の

ション、ぬいぐるみ、靴、バッグ、

難経路の確保のため、危険 なブ ロ ッ

全 開 やかけ流 しはしないようにお願

イフ計画・ごみ出しルールブック』

助成額 対象費用の 分の 以内
（上

ク塀等の撤去や改修工事

対象 避難路に面している危険ブロッ

ださい。

必 要 です。 詳 しくはお問 い合 わせく

宇土八水土地改良区

を参 照 するか、 お問 い合 わせくだ

※ 出 し方 については、『宇 土 市 エ コ ラ

☎
（ ）
０２２３
さい。

環境交通課
（内線５１８）

月 日
（月）
（内線７１０）

都市整備課 建築住宅係

申請期限

限額 撤去は 万、改修は 万）

10 2

ず中身を使い切って出してください。

所 に設 置 している回 収 ボ ッ ク ス に必

市役所仮設庁舎、網津支所、網田支

本ルールを守り、周辺住民やミツバ

画 の提 出 が必 要 です。 散 布 の時 は基

交通大臣の許可・承認、県への散布計

無人航空機での農薬散布は、国土

通学路での子どもたちの安全・安心

熊本県農業技術課

アによる登下校 時の安全見 守 り体制

ための対 策 として、 地 域 ボ ラ ン テ ィ

子ども見守りボランティアを
募集します

ご協力をお願いします。

を守るため、学校や地域等と連携・協
テ ー プ などでレ バ ー を下

外 に置 いておくと、 中 の燃 料 がな

２３８１
☎０９６（３３３）

の整 備 を行 います。 ご登 録 いただい

くなります。

げたまま固 定 し、 火 の気 のない屋

処理方法

チ の巣 箱 などに飛 散 しないよう注 意

無人航空機での農薬散布は
ルールを守りましょう

3

集

ライターはごみ袋では
出せません
使 い終 えたラ イ タ ー は発 火 の危 険

30

力し、事故や犯罪 を未 然 に防 止する

があるため、ごみ袋では出せません。

20

11

22

お
願
い

してください

募

します。

革製品など

で汚れているものは出せません。

補
助
・
助
成

いします。 皆 さんのご協 力 をお願 い

ど、 管 理 の徹 底 をお願 いします。 個

20

布類として出せない物

6

人の水口は組合員の管理となります。

INFO

環境交通課
（内線５１８）
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記号の説明
…問い合わせ先
…申込先 ☎…電話番号
…FAX
…メールアドレス
…ホームページ
新型コロナウイルス感染症の影響
で掲載内容が変更になる場合があ
ります。最新情報はホームページ
をご確認ください。

HP 宇土市ホームページ
https://www.city.uto.lg.jp/

加入や、
帽子・ベスト等を配布します。

た人 には登 録 証 を発 行 し、 保 険 への
商工観光課
（内線６１２・６１３）

ウンロードしてください。

電話でお申し込みください。
対象者 市内に住所がある人
登下校時に通学路でのあ

活動区域 お住まいの小学校区
活動内容

宇土幼稚園で子育て広場を
開催します
歳以上の幼児を対象に
“幼稚園で

遊び、園児と触れ合う”
子育て広場
（全
回）
を開催します。事前申込は不要

です。お気軽にご参加ください。

時 分～ 時

月 日
（火）

宇土幼稚園
期日
受付時間
教室時間

時～ 時

駐車場 鶴城中学校裏駐車場
※花園幼稚園の子育て広場は 月

（ ）
００３１
花園幼稚園 ☎

商工観光課
（内線 615）

4年

いさつ・声かけやパトロール、横断
月 日
（水）

歩道・交差点での見守り等
申込期限
生涯活動推進課 生涯学習係
☎
（ ）
６５１０

住宅リフォーム助成事業実施
に伴う商品券取扱事業所を
募集します
住宅リフォーム助成事業実施に伴
い、商品券の取扱事業所を募集しま
す。 商 品 券 は事 前 に登 録 した店 舗 の
み利 用 が可 能 です。 昨 年 登 録 した事

日に開催します。
宇土幼稚園 ☎
（ ）
０３２６

太鼓教室の受講生を募集します

毎年大好評の教室です。初心者も大
歓迎。和太鼓に興味のある人、挑戦し
てみたい人、
ぜひお申し込みください。

福祉課 福祉政策係
（内線 410）

・利用の許可や利用料金に関すること。
・施設や設備の維持管理に関すること。

担当課

指定期間

主な業務内容

企画課 企画政策係
（内線 804）

公共施設の指定管理者を募集します

高齢者支援課
（内線 413）

西部老人福祉センター 下網田町 1931

業 所 も再 登 録 が必 要 です。 今 年 は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、 説 明 会 は行 いません。 詳 し
い内容は、市ホームページをご覧く
ださい。
申請期間
申請方法 郵送
（ 月 日消印有効）

対象

月 日
（火）
～ 月 日
（火）

通勤、通学している人

小学生以上で宇土市に在住か

商品券取扱事業所登録申請書

提出書類

7

振込先の口座番号、口座名義等が

期間

※募集内容は施設で異なります。詳しくは７月に市ホー
ムページをご覧いただくか，各担当課へお問い合せ
ください。

2

5年

・生活や住宅，身上などに関する相談や
指導，身体機能の回復訓練などのほか，
福祉を増進するために必要なこと。
・センター利用の制限や施設，設備の維
持管理に関すること。

新小路町 138-2

・利用に関すること。
・施設や設備の維持管理に関すること。

下網田町 3084-1

宇土マリーナ

7

募集要項，仕様書などの配布
申請書の受付
指定管理候補者の選定
指定管理者の指定（議会での議決）
管理運営開始
７月
８月
９～１０月
１２月
令和３年４月
公の施設の管理について，民間の能力や創意工夫を
取り入れることで，利用者サービスの向上と効率的な管
理運営を行うことを目的とした制度です。

10
27

老人福祉センター

22 22

２ 管理運営までのスケジュール（予定）
１ 指定管理者制度とは

45

11

10

わかるものか通帳のコピー
※申請書は、市ホームページからダ

7

網津町 2283

健康福祉館
（あじさいの湯）

月 日
（月）
～ 月 日
（金）
10 10

10 9 23

15

7 7

3

7

教
室
・
講
座
7

住所

施設名

1

6

22

6

宇土市役所
☎（22）
1111（代表）
宇土市フェイスブック
https://www.facebook.com/utocity
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新型コロナウイルス感染症の影響
で掲載内容が変更になる場合があ
ります。最新情報はホームページ
をご確認ください。

0

21

4

21

4

一部開示決定件数

0

0

非開示決定件数

0

0

不服申立ての件数

0

0

自己情報の開示請求件数
開示決定件数

各種計画書などの行政資料は，市庁舎１Ｆロビーの「情報公開コーナー」
で閲覧できます。お気軽にご利用ください。

宇土市にお住まいの皆さんへ

毎月実施しています !

母子手帳の交付

※要電話予約

妊娠がわかったら，すぐに母子手
帳の交付を受けましょう。
保健センター
☎
（22）
2300
日時 毎週火曜 10：00 ～ 11：00
※新型コロナウイルス感染症の状況次第で変更になる場合は，
内容 母子手帳および妊婦健診受診票
市ホームページ等でお知らせします。
の交付，妊娠中の生活について保
乳幼児健診・教室
健康相談
※要電話予約
健師・管理栄養士からの説明
日程はカレンダー（P2 ～P3）をご確
保健センターでは，金曜（第 4 金 持参するもの
認 ください。1歳6カ 月 児 健 診，3歳
曜除く）に健康相談を行っています。
妊娠届出書，個人番号カードまたは通
児 健 診 の対 象 者 には通 知 をお送 りし
赤ちゃんから高齢者まで，どなたで
知カードおよび次の①②のいずれか
ます。 転 入 等 で通 知 が届 かない場 合
もお気軽にご利用ください。
①運転免許証など顔写真のある公的
は， 保 健 セ ン タ ー までお問 い合 わせ
受付時間 9：00 ～ 11：00
な証明書 1 点
ください。
相談内容 身体測定，体脂肪測定，
②健康保険証など顔写真のない公的
食事相談など
な証明書 2 点
〈19〉◆ 2020/6 ◆広報うと

時～ 時 分

2

0

非開示決定件数

日時 毎週火曜

10

一部開示決定件数

場所 宇土市民会館大会議室

1

手帳

年金

情報公開・個人情報保護の
運用状況を公表します

0

開示の決定件数

大ホール
（舞台）

3

情
報
公
開

令和元年度請求分の各実施機関の

10

公文書の開示請求件数

バ チ の握 り方、 構 え方 などの

その他の実施機関

講師 宇土天響太鼓

内容

市長

運用状況を公表します。

総務課 情報公開係
（内線２１０）

運用状況

15

手帳

年金

19
20

議員・市長の関係企業等を
公表します

※契約辞退届の提出は就任時にされ，関係企業等の変更があったときに
提出されます。

基本から課題曲の演奏まで
（宇

提出

土大太鼓フェスティバル時に

妻

代表取締役

議員・市長は、条例に基づき「関係

提出

披露）

提出

22

企業等報告書」
の提出が義務づけられ

父
本人

6

費用 １５００円

信一 （有）すぎもと

未提出

ており、 届 出 企 業 等 が、 市 が行 う工

杉本

代表

未提出

兄

人程度
（申込多数の時は抽選）

修一 環境共生施設研究所 理事長

妻

定員

光輝 丸久建設

野口

代表

事 等 の契 約 を辞 退 する場 合 は「辞 退

平江

うき教材社

35

月 日（月）までに電話

正樹

申込方法

（有）熊本クリーンサービス 代表取締役

柴田

未提出

届」
を提出する必要があります。今年

妻

かメールで住所・氏名・年齢（学生の

取締役

度 は、 次 のとおり届 出 がありました

母

場合は新年度の学年・学校名）
・電話

代表取締役

ので公 表 します。 市 長 の関 係 企 業 等

（株）光栄工業

左記役職者と 契約
議員との続柄 辞退届
取締役
本人
提出
代表取締役
父
役職名

記号の説明
…問い合わせ先
…申込先 ☎…電話番号
…FAX
…メールアドレス
…ホームページ

番号をお伝えください。

圭人

23

はありません。

嶋本

文化課 ☎
（ ）
０１５６

（株）友輝

税務署職員を募集します

関係企業名

受験資格や申込方法など、詳しく

は人 事 院 ホ ー ム ペ ー ジ をご覧 いただ

くか、お問い合わせください。

人事院九州事務局

☎０９２
（４３１）
７７３３

総務課 行政係
（内線２１０）

氏名

熊本国税局人事第二課試験研修係

☎０９６
（３５４）
６１７１

宇土税務署 ☎
（ ）
０４１０
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HP 宇土市ホームページ
https://www.city.uto.lg.jp/

生活支援に関する情報

申請には期限があります。申請がまだの人は，お早目に申請をお願いします。
制度に関する情報は担当課へお問い合わせください。

宇土市役所☎（22）1111（代表）

土地の管理
▽被災建物解体後跡地管理補助金
熊本地震等で被災し，建物を解体した
跡地に対し管理経費を支援します。詳し
くはお問い合わせください。
対象者 解体後跡地の所有者個人か所有
者から管理委任を受けた個人
条件 建物が半壊以上のり災証明交付
を受けて解体した跡地を適正か
つ恒久的に管理すること
対象事業 解体後跡地への防草シート
設置，樹木の伐採，伐根な
ど
（設備費と備品費は除く）
補助額 対象経費の1/2
（千円未満切捨
て）
で上限30万円
福祉課 復興支援係（内線226・227）

被災者生活再建支援金
住宅が全壊，大規模半壊等の被害を受
けた世帯に支給します。加算支援金は再
建の契約書ができ次第申請可能で，住宅
再建方法（建築・購入，補修，賃借）に応
じて支給額が異なります。
対象世帯 基礎支援金受給者世帯
支給額 加算支援金 37.5万〜 200万円
申請期限
加算支援金 令和３年5月13日
（木）
福祉課 復興支援係（内線226・227）

住居の確保・再建
▽災害復興住宅融資
熊本地震で被災した住宅を復旧する
ための建設資金，購入資金，補修資金な
どを融資します
受付時間 9:00 〜 17:00
（年末年始・祝日除く）
申込受付期限 令和3年3月31日
（水）
住宅金融支援機構 ☎ 0120（086）353
▽土砂災害特別警戒区域内の被災住宅
再建支援事業
▽被災私道復旧支援事業
土木課 庶務係（内線 703･704）

義援金
▽一部損壊世帯への義援金
熊本地震義援金（修理費100万以上）
，
市独自義援金（修理費30万以上，解体・再
建）の申請を受け付けています。申請は1
回限りです。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
申請期限 令和3年5月13日
（木）
福祉課 復興支援係（内線226･227）

住居の耐震化
▽戸建て木造住宅耐震診断士派遣事業
熊本県では，戸建木造住宅の耐震診断
を実施しています。
対象住宅 昭和56年5月以前着工の戸建
木造住宅または熊本地震で
被災した戸建木造住宅で要
件を満たすもの
診断費用 住宅図面あり
5,500円
住宅図面なし 19,000円
熊本県建築住宅センター
☎096
（385）
0771

※今年度で終了します。

▽宇土市木造住宅耐震診断補助事業
市では，耐震診断
（精密診断）
を行う人
に対象費用の一部を助成します。
対象住宅 昭和56年5月以前着工の戸
建木造住宅で要件を満たす
もの
助成額 対象経費の2/3以内の額
（上限8万6千円／戸）
都市整備課 建築住宅係
（内線709,710,711）
▽宇土市木造住宅耐震化支援事業
市では，耐震改修などの耐震対策を行
う人に対象費用の一部を助成します。
対象住宅 昭和56年5月以前着工の戸
建木造住宅または熊本地震
で被災した戸建木造住宅で
要件を満たすもの
助成割合
事業内容

助成率

上限額

耐震改修設計

2/3

20 万円

耐震改修工事

1/2

60 万円

シェルター工事

1/2

20 万円

建替え工事

23%

60 万円

耐震改修設計
＋耐震改修工事

4/5

100 万円

建替え設計＋建替
え工事

4/5

100 万円

都市整備課 建築住宅係
（内線709,710,711）

平成 28 年熊本地震による
住まい再建４つの支援
応急仮設住宅，みなし仮設住宅
入居世帯，全壊，大規模半壊，
解体
（大規模半壊・半壊）
の世帯
①転居費用助成事業
（自宅敷地内での転居も対象）
助成額 1世帯当たり一律10万円
②民間賃貸住宅入居支援助成事業
助成額 1世帯当たり一律20万円
申請期限 再建先転居日～ 6カ月以内
対象者

福祉課 復興支援係
（内線226･227）

③自宅再建利子助成事業
借入額
（850万円まで）
の利子を助成
④リバースモーゲージ利子助成事業
毎月支払う利子の一部を助成
申請期限 再建先転居日～６カ月以内
か令和3年3月31日（水）の
早い日
県すまい対策室 ☎096
（333）
2821

固定資産税
▽半壊以上被災家屋の軽減
▽被災代替家屋・償却資産の特例
▽被災住宅用地の特例
▽被災土地の減免
税務課 課税係
（内線511）

医療保険・介護保険
▽国民年金保険料の減免など

市民保険課 国保年金係
（内線425）

就学援助
▽就学援助制度

学校教育課 学務係 ☎
（22）
6502

中小企業
▽災害復旧貸付への一部補助
商工観光課
（内線613）

農業
▽被災農地の自力復旧支援
※樹園地の石垣等も補助対象に含め
るよう拡大。その場合は，被災状
況が確認できる写真が必要。

農林水産課 農地整備係
（内線606・607）
▽被災農業用施設の自力復旧支援
農林水産課 農地整備係
（内線606・607）
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知っておきたい

国民年金

7 月 1日から，令和 2 年度国民年金保険料の
免除申請を受け付けます

市民保険課 国保年金係 ☎
（22）1111（内線425）
熊本東年金事務所 ☎096（367）2503

令和2年度分は,令和２年7月から令和3年6月分を対象に審査が行われます。 継続申請に該当しない人は，毎年申請が
必要です。

国民年金保険料の免除とは

国民年金保険料は毎月納めるものですが，収入の減少や

保険料の追納制度があります

免除を受けた期間や納付猶予期間，学生納付特例期間

失業などで納められないこともあります。 保険料を未納の

の保険料は，10年まで遡り納めることができます。年金額

ままにすると，将来の年金
（老齢年金）
や，障がいや死亡と

を満額に近づけるため，生活に余裕ができたときは納めま

いった不測の事態が生じたときに
「障害年金」
や
「遺族年金」 しょう。 免除や猶予，特例期間の翌年度から起算して3年
を受 け取 れないことがあります。 そのような状 況 を防ぐた

度目以降は，加算額がつきます。

め，保険料を
「全額免除」
や
「一部免除」
する制度です。申請 （注）追納は免除期間の古い月から順に納めることになりま
日から2年１カ月分まで遡及して申請できます。

す。免除や猶予，特例期間の両方がある場合は，どち
らを先に納めるか，選択できます。

免除が承認された場合の保険料月額
（令和2年度）
保険料額

全額免除

3/4 免除

半額免除

1/4 免除

16,540 円

0円

4,140 円

8,270 円 12,410 円

※減額された保険料を納めていない期間は，未納扱いとな
りますのでご注意ください。

免除申請や納付猶予の継続申請

免除申請の全額免除や納付猶予に該当した人で，申請時

に翌年度以降も継続して全額免除と納付猶予の申請希望を
申し出ることで,継続して申請があったものとして審査
（継続
審査）
が行われます。

産前産後期間は保険料が免除できます

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以

降の人は，世帯の所得に関係なく保険料が免除できます。
届出時期

出産予定日の6カ月前から

免除期間

4カ月間
（多胎妊娠の場合は，6カ月間）

４月

５月

６月

７月

８月

９月

出産
予定日

保険料免除期間
それぞれの制度の詳しい内容は，年金手帳など基礎
年金番号がわかるものを用意して，ねんきん加入者ダ
イヤルか熊本東年金事務所にお問い合わせください。
P23の年金相談
（予約制）
もご利用ください
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宇土市役所
☎（22）
1111（代表）

新型コロナウイルス感染症の影響で , 延期や中止になる場合があります。
相談する前に , 確認をお願いします。

地域職業相談室
相談室では，専用の検索機（パソコン）での求人情報の
検索や職業相談，職業紹介など，雇用保険や職業訓練の
手続きを除き，ハローワーク宇城と同じことができます。
月曜～金曜（年末年始・祝日除く）
9：30 ～ 17：00
場所 中央公民館2階
日時

地域職業相談室 ☎（26）1003

ジョブカフェ・宇城ブランチ（無料職業紹介所）
就職に当たり，何から始めたらいいか悩んでいません
か？就職を希望する人（若者や転職希望者，高齢者，障が
いのある人など）どなたでも，お仕事さがしのお手伝いを
します。予約制で個別に相談に応じます。
月曜～金曜（祝日除く）
10：00 ～ 17：00（木曜のみ16：00まで）
場所 宇城地域振興局1階（松橋町久具400-1）
ジョブカフェ・宇城ブランチ ☎（32）1529
日時

高齢者のための無料職業紹介所

ヤングテレホン

高齢者（概ね60歳以上）に本人の希望と能力に応じた仕
事を紹介します。高齢者能力活用推進員（相談員）がお待
ちしています。

子どもや保護者，地域の人が抱える心配事の相談に青
少年センターの指導員が電話で応じます。相談内容に応
じて，専門機関などへの紹介も行います。

日時
場所

月曜，水曜，金曜（祝日除く）
10：00 ～ 16：00
宇城保健所2階（総務福祉課内）

熊本県高齢者無料職業紹介所 ☎（33）4667

税務署への相談は事前予約をお願いします
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，確定申告等
の申告相談は事前に予約をお願いします。事前予約がない
場合，予約が入っていなかったり，混雑していなければ，
相談を受け付けますが，なるべく来署前に宇土税務署まで
ご確認ください。
宇土税務署 ☎（22）0410
※自動音声に従い「2」を選択。

消費者
トラブル
注意報
【相談事例】

学習，交友関係，学校生活，いじめ，不登校，子育て，
就学，進路，問題行動など
日時 月曜，水曜（祝日除く）
13：00 ～ 17：00
電話（ヤングテレホン）☎（23）1139
生涯活動推進課 生涯学習係 ☎（22）6510
内容

熊本県子ども・若者総合相談センター
熊本県子ども・若者総合相談センターは，ニートや引き
こもり，不登校等に悩む子どもや若者を対象とした総合相
談窓口です。医療や就労，学校等の支援機関と連携してワ
ンステップで安心して相談できます。電話やメールでも相
談を受け付けています。
対象 15歳～ 39歳の人とその家族，友人，知人等
電話相談 月曜～金曜 8:30 ～ 21:00
熊本県子ども・若者総合相談センター
☎096
（387）
7000 kowaka-cocon@wind.ocn.ne.jp

「新型コロナウイルス感染症」関連トラブル
－正確な情報をもとに冷静な対応を－
かた

・保健所の依頼で来たと騙る事業者から，新型コロナウ
イルス感染症の検査薬を販売すると勧誘された。
かた

・水道局を騙り , 新型コロナウイルスが水道管に付着して
いるので除去すると不審な電話があった。

【相談員からのアドバイス】
・市役所などの行政機関の職員を名乗る怪しい電話や
心当たりのない送信元からのメールや SNS が届いて
も，反応しない
（無視する）
ようにしましょう。
・新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質な勧誘を
行う業者には耳を貸さないようにしましょう。
・少しでもおかしいと感じた場合やトラブルに遭った
場合は，早めに消費生活センター等にご相談下さい。
宇土市消費生活センター ☎（23）3251
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く

ら

しの 無料相談窓口
消費生活相談

消費生活に関する問題や多重債務など，専門の知識を
持った相談員が相談に応じます。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，電話での
相談をおすすめします。
月曜，火曜，水曜，金曜（年末年始・祝日除く）
10：00 ～ 16：00
場所 市消費生活センター（中央公民館1階）
相談方法 来庁か電話相談
日時

市消費生活センター ☎（23）3251

司法書士相談（要予約）
多重債務や遺産相続など，司法書士が相談に応じます。
事前予約制で，相談時間は一人30分以内です。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，電話での
相談をおすすめします。
日時 6月25日（木） 13：00 ～ 16：00
場所 市消費生活センター（中央公民館1階）
定員 先着6人
申込方法 電話でお申し込みください
商工観光課 ☎（22）1111（内線612）

行政相談

人権相談

国の行政機関などに対する意見や苦情など，行政相談
委員が相談に応じます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，6月の相
談は，中止しますのでご了承ください。

人権問題や家庭問題など，人権擁護委員や法務局職員
がさまざまな心配ごと，困りごとの相談に電話で対応し
ます。ご相談のある人は下記までお問い合わせください。
日時 月曜～金曜（祝日除く）
8:30 ～ 17:15

総務省 熊本行政評価事務所 ☎0570（09）0110
総務課 行政係 ☎（22）1111（内線209）

年金相談（要予約）

みんなの人権110番
法務局 宇土支局
総務課 行政係

☎0570（003）110
☎（22）0320
☎（22）1111（内線210）

こころの健康相談（要予約）

年金請求の手続きや受給している年金についてなど，
年金事務所の職員が相談に応じます。
（事前予約制です。）
※状況により中止になる場合があります。詳しくは年金
事務所へお問い合わせください。
期日 6月 4日（木）
6月18日（木） 福祉センター 2階 会議室
7月 2日（木）
時間 10：00 ～ 15：00
熊本東年金事務所 お客様相談室 ☎096（367）2503

気分や落ち込み，不眠，人間関係の悩みなどのこころの
健康に精神科医が相談に応じます。事前予約制で，本人に
限らず家族や関係者からの相談にも応じます。
※保健師による相談は随時受け付けています。
期日 6月11日
（木）
，7月14日
（火）
時間 14:00 ～ 16:00
場所 宇城保健所相談室
申込方法 前日までにお電話でお申込みください。
宇城保健所 ☎
（32）
1207

自立相談

宇土ふれあい福祉相談所

経済的な問題や仕事のこと，生活上の困りごとを抱えて
いる人に対し，一人ひとりの状況に応じた相談や就労を含
めた支援などを行います。
日時
場所

月曜～金曜（祝日除く）
9：00 ～ 17：00
うと自立相談センター（社会福祉協議会内）

うと自立相談センター ☎（23）3756

高齢者のための相談窓口
地域包括支援センター（南段原町164-5）では，専門医
や保健師，社会福祉士などで構成する認知症初期集中支
援チームが認知症の相談に応じます。このほか，在宅医療・
介護支援センターが高齢者のさまざまな相談に応じます。
日時

福祉センター相談室では，市民の皆さまのさまざまな
相談に専門の相談員が応じます。
（祝日除く）
【申込不要の相談】
▽ふれあい福祉相談

月曜～金曜

10:00 ～15:00

▽成年後見人相談

毎月第1金曜

13：00 ～16：00

【申込必要の相談】
毎月第3金曜

▽法律相談

13:00 ～ 16:00

（予約受付は毎月1日より8人まで ※初回の人優先）
▽不動産相談
▽介護相談

お問い合わせください

月曜～金曜 8：15 ～ 17：15
※緊急の場合は上記の日時以外も受け付けます

地域包括支援センター ☎（24）1555
〈23〉◆ 2020/6 ◆広報うと

社会福祉協議会 ☎（23）3756

うとのできごと
博士の功績を称えました

第５７回ドゥルー祭
4月14日（火），海苔の養殖技術に貢献したイギリスの海藻
学者，
キャスリーン・メアリー・
ドゥルー博士を顕彰する「ドゥルー
祭」 が住吉神社であり，住吉漁協の組合員ら約40人が参列
しました。今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，
規模を縮小して開催しました。 住吉漁協の山本敬一組合長
は，
「今年は海苔の色落ちが心配されたが，なんとか豊作と呼
べるできになった。これからもドゥルー博士への顕彰を続けて
いきたい。」と挨拶しました。
記念碑には博士が愛用した赤いマントが掛けられました

新型コロナウイルス感染症の影響で，延期や中止になる場合があります。
参加する前には , 主催者への確認をお願いします。

NPO法人宇土の文化を考える市民の会サロンコンサート

NPO法人宇土の文化を考える市民の会

木管五重奏ＤＵＨＡ
（ドゥハ）
演奏会
～室内楽の魅力～

サイン又は印

全国で活躍中の演奏家による
フルート・オーボエ・クラリネット・
ファゴット・ホルンの五つの楽器
が奏でる優しい調べをお楽しみく
ださい。
日時
7月19日
（日）
13:30 ～
（開場13：00）
場所
宇土市民会館大会議室
参加料 宇土の文化を考える市民の会会員は無料
（当日入会可・年会費1,000円）
演奏予定曲目 カルメンファンタジー，熊本ファンタジー，
川の流れのように 等
宇土市民会館 ☎
（22）
0188

広告

大人気！アンディ先生のマジックショー
“まじっく”を活用した幼児教育第一人
者のアンディ先生による，
「子どもたちが
本当に楽しめる」
「心から笑顔になれる」
，
，
「安心して驚ける」マジックです。ご家
族やご近所お誘い合わせの上，お越しく
ださい。
日時 7月25日
（土）
11:00 ～ 12:00
（開場10:30）
場所 宇土市民会館大会議室
前売料金
（当日料金）
子ども
〈3歳以上〉800円
（1,000円）
大人1,200円
（1,500円） ペア1,500円
（2,000円）
プレイガイド 宇土市民会館・カメヤ本店・宇土シティ
宇土市民会館 ☎
（22）
0188

「 広報うと」
広報紙広告ならではの

メリット
お問い合わせは

に広告を
掲載して

エリアを絞った

092-716-1401

市民のひろば

情報発信

他エリア自治体広告も
お任せください！

PR
地域での

知名度向上

株式会社ホープ

？

サービス・集客

しませんか

自治体発行の

信頼度の高い
広報媒体

福岡県福岡市中央区薬院1-14-5MG薬院ビル7F

東京証券取引所マザーズ上場 福岡証券取引所Ｑ-Ｂｏａrd上場

財源確保

検索
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私たちと人権６9

個 性
─ 令和元年度宇土市子ども人権作品【作文の部】最優秀作品 ─
（当時：鶴城中学校３年）

栗原 杏奈さん

「周りと何かが違うから」それだけで差別をしても良

て，サポートしていく姿勢を見て，私も見習おうと思い

いのでしょうか。私はいけないと思います。たとえ何が

ました。私達に仕事を教えて下さった方に言われたこ

あったとしてもいじめはいけないこと…。そんな風に考

とがあります。それは，
「考えていても行動に移さない

えていても昔の私ならつい陰で悪口を言っていたのかも

と意味がない。」です。
「思いやる気持ちを持っていて

しれません。悪いことだと思っていても，ひどいことだ

も行動に移さなくてはしてないのと一緒。」その言葉を

と思っていても，相手を傷つけていたのかもしれませ

聞いて，私はすぐに行動に移せる人間になりたいと思い

ん。しかし，２年生の頃のある出来事で私の考え方が

ました。

大きく変わりました。

私は職場体験でたくさんのことを学びました。それ

２年生の９月，私は職場体験に行きました。私が行っ

はこれから生きていく上でとても大事なことだと思いま

たところは，小学生から高校生までの障がいのある人

す。自分と違うからといって相手を傷付けていい理由

達に放課後のデイサービスを行うところでした。私はも

にはなりません。好きで障がいをもっている訳ではあ

ともと幼稚園に行きたかったので，最初はすごく戸惑

りません。みんな同じ人間で，みんな同じように悲しい

いました。それまでの私は「障がい」という言葉にあま

と思います。そこで，私は改善点を考えてみました。私

り良いイメージを持っておらず，どう接すれば良いのか

はもっと障がい者の人達と交流するべきだと思います。

すら分かりませんでした。でも，それは余計な心配で

私の考え方が変わったのも実際に交流してみてから

した。みんなと接してみて一番に思ったことは，私達と

だったからです。以前，テレビで「ボッチャ」という障

何の変りもないということです。たしかに，障がいとい

がい者向けのスポーツを小学生達が体験したという内

う面では違うのかもしれません。でも，私はこの職場

容を耳にしました。障がいのある人になったような気が

体験で「違い」ではなく「個性」と考えるようになりま

したとインタビューに受け答えをしていた子は，とても

した。私がもともと持っていたイメージとは違って，み

楽しそうにしていました。こうしたことでお互いのこと

んなが優しく楽しく遊んでくれたおかげで，とても楽し

を理解することにつながると思います。これから私は２

い時間を過ごすことができました。また，私は自分が

つのことに気をつけながら生きていこうと思います。そ

持っているイメージだけで決めつけてはいけないという

れは考えることと行動することです。常に相手のことを

ことの他に，もう一つ学んだことがあります。それは
「協

考えて発言したり，もし相手が困っていたらすぐに助け

力することの大切さ」です。

てあげられるような行動力のある人間になりたいです。

そこで働いている方達がそこに来る人達のことを考え
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温故知新
～うと学だより～

宇土半島は島だったのか？

れておらず、この話が伝承として古く

から地元に伝えられてきたものではな
い点です。

海峡の存在が地名の由来であるとす

るには、実際に海がどこまで入り込ん

（ ２０ ０ ３） 年 に 刊

だのかを調査により証明する必要があ
り ま す が、 平 成

行された『新宇土市史』通史編第１巻（自

見されず、現在の海岸線から離れた微
高地上に分布することにより裏付けら

然・原始古代編）編纂に伴う地質調査

「宇土半島は、かつて九州本島と切り
離された島状の地形だった」という話
れます。

陵との間に海峡が存在したとするもの

山や栗崎町・宇城市不知火町周辺の丘

山塊と、宇土半島の山々につながる白

現在の木原山（雁回山）
・五色山付近の

る説は、この狭い平野に海が入り込み、

ています。
「宇土半島は島だった」とす

迫り、谷状とも言える狭い平野となっ

と松橋駅との間の一帯は、東西に山が

現在のＪ Ｒ鹿児島本線でいう宇土駅

１９３２）
、
「古宇土海峡」
（
『八代市史』

り、
「宇土松橋 狭 隘」
（
『熊本県地貌誌』

複数の地誌や市町村史で紹介されてお

ようになりました（図１）
。この海峡は

ていた」とする冒頭の見解が語られる

れ、
「宇土半島が九州本島と切り離され

３ ㎞、長さ６ ㎞あまりの海峡が想定さ

基部と東側の山々との間には、幅 １～

の海岸線が推定された結果、宇土半島

この縄文海進を根拠に縄文時代当時

中に没したとみられるものの、南北の

部は縄文海進の頃にかなりの部分が海

結局のところ、宇土～松橋間の低地

２）
。

なかったとの見解を示しています（図

水界をなし、南北の海がつながる事は

と不知火海とを隔てるきわめて低い分

間にある微高地「鬼塚台地」が有明海

現在の宇城市不知火町小曽部～柏原の

果が出ています。同書では結論として、

では、海峡の存在について否定的な結

きょうあい

です。

第 １巻 １９９ ２）など、様々な名称で

海面が地球規模の気候変動によって

海が完全につながり、宇土半島が「島」

になることはなかったと考えられま

呼 ば れ て い ま す。 昭 和

年に刊行された『松橋町史』では、
「松

上下するのはよく知られた話であり、
温暖化によって海面が上昇することを

せ と

す。しかし、現在の地形と過去の自然

まつ ば

橋」の町名が「松葉の瀬戸」という海

環境とを重ね合わせ、現在とは全く異

ばせ

、反対に寒冷化により下降する
「海進」

峡の名に由来するとする説を紹介し、

なる景観を想像してみるのは楽しいも

かいしん

こ と を「 海 退 」 と 呼 び ま す。 中 で も、

周辺には「浦町」
「浜町」
「宮島」
「江口」

のです。今回紹介したお話をひとつの
ただし注意しなければならないの

かいたい

６千年あまり前をピークとする「縄文

など、海辺に由来する地名が多数残っ

これは、当時の人が海浜部で魚介類を

は、
『肥後国誌』など明治以前に遡るよ

かいしん

採取し、残った骨や貝殻を捨てた場所

うな古い地誌には海峡の存在は記載さ

じょうもん

海進」は有名で、海面は現在より最大

例として、時には身近な場所の旧地形

である貝塚が、これより低い場所で発

があるかもしれません。

に思いをはせると、思いがけない発見

ている点を指摘しています。

54

５ ～６ｍ 高くなったとされています。

まつ

（ １９７ ９）

へんさん

を聞いたことがあるでしょうか。

15

第 70 回

「うと学資料室」利用相談と講話の御案内
毎月第２、第４火曜日（祝日の場合休室）
に受け付けている、宇土歴史懇話会会長の
辻誠也さんによる郷土史や古文書に関する
質問・相談は、新型コロナウイルス感染症
対策のため、当面の間お休みします。再開
時期は今後の状況により判断させていただ
きます。

↑図２ 『 新宇土市史 』に掲載された縄文海進の
頃の海岸線
多 くの 陸 地 が水 没 している ものの、 南
北の海が完全につながってはいない点が注
目される。

↑図１ 『松橋町史』に掲載された縄文海進期
の松橋周辺
（斜線部が現在の海，白が当時の海）
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内

ださい。

図書館だより

●開館時間
●休館日
●問い合わせ

6 月のおすすめ図書

幼児向け

01

PICKUP

ねずみくんはめいたんてい
なかえよしを 作／上野紀子
ポプラ社

絵

PICKUP

04

14 歳からの読解力教室

PICKUP

02

えんそくのおばけずかん
おいてけバスガイド

斉藤洋

名探偵のねずみくん。ある日，りんごが無くなっ
たことに気づきます。足跡をつけずにりんごが取
れるのは，
鼻の長いぞうさん？空を飛べる鳥さん？
それとも…。

中高生向け

小学生低学年向け

平 日：9：30～18：00（当面17：00まで）
土・日：9：30～17：00
毎週木曜,祝日,年末年始
宇土市立図書館 ☎（22）4512

作／宮本えつよし 絵／講談社

えんそくにはこわ～いおばけがいっぱいいます。
でも，このお話を読めば，だいじょうぶ！「ちこ
くま」をはじめ，
「ブラックバス」
「そんなバナナ」
など，えんそくのこわいおばけの話全７話を収
録。
一般向け

PICKUP

怖い患者

05

生きる力を身につける

HORRIBLE PATIENTS

教科書，新聞，文学・・・。どれも日本語で書か
れているはずなのに，実はみんな「違う」
。だか
らこそテーマによって「読みにくい・読みやすい」
がある。その「当たり前の事実」をわかりやすく
説明し，
「読解力」の大切さを伝える。

いくつもの病院を渡り歩くドクターショッピング，
介護施設で起こるおぞましい争い・・・。毒気に
満ちた患者の怖さと最悪のどんでん返しが炸裂す
る。現役医師がおくる，強烈にブラックな短編小
説５編を収録。

犬塚美輪 著／笠間書院

おはなし会
図書館児童室で開催します。参
加費は無料で予約も不要です。ぜ
ひ，ご家族でご参加ください。

らっこのじかん
対象 乳幼児向け
日時 ６月 23 日（火）
10:30 〜 10:50

えほんのじかん
対象 幼児・小学生向け
日時 毎週水曜 16:00 〜 16:30
毎週土曜 14:00 〜 14:30

〈27〉◆ 2020/6 ◆広報うと

久坂部羊 著／集英社

寄贈本のお願い
図書 館では本の寄贈を受け付け
ています。ご家 庭に不 要な本があ
る時は，ぜ ひ図書 館へ寄 贈くださ
い。
【寄贈方法】
図書館事務室へ持参し寄贈申込書
に記入
※寄贈できない本
■出版から 10 年経過しているもの
■汚 損・破 損 本・日焼 けや 変色・書
き込みのあるもの
■百科事典や全集，学習参考書，雑誌，
コミックなど
■ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオテープ

小学生高学年向け

PICKUP

いろどり屋

廣嶋玲子

作／佐竹美保
静山社

03

絵

テンは，色をつくりだす「いろどり」の魔法使い。
おしゃべりなカメレオンのパレットと一緒に，い
まあなたに必要な色を用意して待っています・・・。
「十年屋」シリーズの人気キャラ，テンの物語。

一般向け

PICKUP

06

人生を１冊でふりかえる手作りアルバム
写真の整理は，こんなに楽しい！
藤井千代江

著／青春出版社

時系列ではなく，テーマ別に楽しく分類する「い
ろはアルバム」と，
世代を超えて思い出を残す「家
系の写真集・千代」の作り方を紹介。写真プリン
トの効用も解説する。コピーして使える「いろは
ラベル」付き。

図書館の一部利用を再開しました
本の貸出・返却等のサービスに限
り開館しています。新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため，短時間
でのご利用にご協力ください。詳し
くはお問い合わせいただくか市ホー
ムページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため，おはなし会の中止，臨時
休館になる場合があります。中止，
休館のお知らせは市ホームページ等
に掲載します。

地域おこし協力隊 熊井光文の
地域おこし協力隊活動報告
地域 ICT 教育活動報告

地域おこし協力隊
Facebook

地域おこし協力隊
Instagram

地域の ICT 教育支援の一環で，親子プログラミン
グ体験教室と市内各小中学校の ICT 研修会を４月に
開催しました。
親子プログラミング教室は，新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため，２組限定で開催しました。
今回は，お子さんが保護者と一緒に理解してもらう
ためにプログラミングを歯磨きに例えて説明。アプリ
を使って親子でプログラミングを体験してもらい，ド
ローンの操縦プログラムを作成して実践しました。

ICT 研修会は，市内各小中学校を巡回し，校務支
援システムとオンライン会議システムの操作研修を
テーマとして開催しました。これらのシステムを利用す
ることで，校務の効率化とオンラインでの会議も可能
になります。
今後は，教職員を対象としたプログラミング研修等
の開催準備を行います。親子プログラミング教室は，
新型コロナ感染症対策状況等を確認しながら，定期
的に開催していく予定です。

ドローンを使って様々な動きをプログラミングしました。

教職員の校務効率化を支援します。写真は住吉中学校です。

香 典 返 し

さった皆さまには心から感謝

申し上げます。緊急事態宣言

「新しい生活様
月号で が 解 除 さ れ、

6

)

市社協に次の方々から寄付がありました。
厚くお礼申し上げますとともに故人のご冥福をお祈り
します。
（敬称略）
▽宇城市松橋町 下村 夕子 亡母
坂井洋子（八五）
竹口巳津子 亡夫
政 勝 （六七）
▽長浜町
益田 清治 亡母
テイ子 （一〇〇）
▽住吉町
堤 キミ子 亡長男 真 澄 （五三）
▽上網田町
岩本 國治 亡妻
フミヨ （七四）
▽長浜町
村田 千年 亡夫
重 義 （八七）
▽新開町
齊藤 待子 亡夫
恵 （八六）
▽網津町
志垣 國廣 亡母
ハルエ （一〇〇）
▽松山町
瀧口くるみ 亡父
甲斐重人（八八）
▽熊本市南区
前田 和子 亡夫
栄 治 （六〇）
▽城塚町
中山 初美 亡夫
篤 （八八）
▽城塚町
那須 久子 亡母
ミツエ （九四）
▽三拾町
河原 洋子 亡母
岡本アツ子
（八六）
▽岩古曽町
津野
誠 亡母
房 子 （七九）
▽北段原町
赤木 貢一 亡妻
テツ子 （七三）
▽新松原町
分造 悦子 亡夫
悟 （八二）
▽上網田町
太田黒幸子 亡夫
至 （九一）
▽走潟町
博 孝 （七〇）
▽赤瀬町
田口 敬子 亡夫
社協へのご寄付は、確定申告などで、所得税法と地
方税法の「寄付金控除」ができます。
（※ 月 日受付
分までを掲載）

気づけば、今回の

広報うと担当 年目になりま 式」実践のもと、少しずつ戻
した。これからもよろしくお りつつある日常。これからの

願いします。社会生活に大き 取材活動も「新しい生活様式」
く影響を与えた新型コロナウ ならぬ「新しい取材様式」を

イルス。広報うとの編集作業 考 え て 臨 み た い と 思 い ま す。
に も イ ベ ン ト や 行 事 の 中 止 まずは、これからの暑い時期

などで大きな影響がありまし に、汗だくのマスク姿で話し

西
(

た。そのような状況で、情報 かけないようにしたいと思い

提 供 や 取 材 に 協 力 し て く だ ます。

2

5

10

●データでみる宇土市
人口・世帯数
（H30.12.31
（R2.4.30 現在）

交通事故発生件数

犯罪認知件数

（H30.1.1
（R2.1.1～
～12.31）
4.30）

（H30.1.1
（R2.1.1～
～12.31）
4.30）
認知総数
49
15 件（− 33）
4）
− 10
6 件） 強制わいせつ 0
37,340 人（ − 27
43 人） 発生件数 128
24 件（ ー
人口 36,890
3 件（−
（＋ 1）
0 件（＋
（− 1）
4）
1
＋ 12
13 人） 空き巣
29 人（ ー
17,917 人（ −
＋ 11
4 人） 負傷者数 188
17,684
自動車盗
0 件（± 0）
1 件（＋
（− 2）
1）
3
＋ 0
2 人） オートバイ盗 2
0 人（ ±
19,423 人（ − 16
47 人） 死者数
19,206
18
（−16）
自転車盗
4 件（−
6）
（ ）は前年同月比
15,171 世帯（ − 23
8 件（−
（−11）
7 世帯）
15,376
車上ねらい
1
1）
万引き
19
（− 2
）
1）
7 件（＋
（ ）は前月比 準備よし！あなたを守る 反射材
※速報値であり変更になる場合があ
ります。
（ ）は前年同月比
（

）は前年同月比

火災発生件数
（H30.1.1
（R2.1.1～～12.31）
4.30）
発生件数

12
4 件（ −10
＋ 1 件）

建物火災

1 件（ − 9
1 件）

その他火災 11
3 件（ −
＋ 1
2 件）
（ ）は前年同月比
消しましょう いいね！で確認
その火その時 その場所で
ひとつずつ
火の用心
広報うと◆ 2020/6 ◆〈28〉

はじめ、 決して気を緩めてはいけませ

等が再開されるなど明るい兆しが見え

半もの間、臨時休校となっていた学校

解 除されました。 同じく、 約２カ月

事態宣言」と外出自粛要請がようやく

先月中旬、約１カ月に及んだ「緊急

とができました。 会う機会の少

れしく、楽しい時間を過ごすこ

顔を見ることができ、とてもう

もありましたが、成長した孫の

を体験しました。 気恥ずかしさ

オ通話によるオンライン帰省」

カ月になった孫と人生初の「ビデ

ない孫との新たな繋がり方を発見でき
たことは、 自 粛 生 活でのちょっとした
成果であったと思います。

んお一人おひとりが「高い危機意識を

は、感染拡大防止のために市民の皆さ

れた「新しい生活様式」を実践した取

席の間隔を明けるなど、政府から示さ

時の検温や手指消毒のお願い、また、

☎ (22)1111( 内線 415)
高齢者支援課

んが、ほんの少しだけ心の重りが取り
除かれたように感じています。
市民の皆さんには、外出自粛のお願
いなど大 変なご不 便とご負 担をおか

持った行動」を実践してくださった結果

組が行われています。これまでの常識

営 業を再 開した店 舗 等では、 入 店

であると思っています。 皆さんのご理

で考えると少しばかり違和感がありま

けいたしましたが、今の状況があるの

解とご協力に、心からの感謝を申し上

策を、 私たち 一 人ひとりや事 業 者な

すが、これからは、こうした感染防止

さて、 外 出 自 粛 要 請 が 始 まってか

ど社 会 全 体が協 力しながら実 践し、

げます。
ら、 巷では、 Ｄ Ｉ Ｙやフィットネス用

個々の社 会 生 活と経 済 活 動を少しず

申し込み時点の満年齢を
記入してください。

申込書配布・提出先 高齢者支援課，
網田支所，

年齢はどの時点になるのか。

※郵送・ＦＡＸ可

うち

※昭和45年以前に結婚して今まで届け出てい

ない夫婦も受け付けています。

品など、いわゆる「お家時間を楽しむ

ん。 特に、 深 刻な影 響を受けた地 域

に結婚
（入籍）
され，夫婦とも存命の人

本籍地の戸籍担当課で戸
籍謄本をとることで確認
できます。（有料です。）

網津支所

ためのグッズ」の人気が高まっていたよ つ日常に戻していかなければなりませ
うですが、 皆さんはいかがお過ごしで

経済の立て直しを応援していきたいと
しかし、気の緩みによる流行の第２

対象 昭和45年1月1日から12月31日までの間

表彰は受けたいが，新聞には 名前の掲載が前提となり
載りたくない。
ます。50 年間のご苦労を
ねぎらうことを目的とし
ま す の で， ご 理 解 く だ さ
い。

聞の紙面に掲載されます。

いていただきます。

さい。金婚夫婦の名前と年齢は，熊本日日新

結婚式は昭和 45 年に挙げた 第 3 者の証明があれば受け
が，入籍は翌年以降にずれ込 付けます。近親者に「結婚
を証明する旨」の一文を書
んだ。

当される人は，申込書に記入してご提出くだ

回答

夫婦を熊本日日新聞社と市が表彰します。該

よくある質問
婚姻を届け出られてから50年を経過したご

婚姻日がわからない。

提出期限 7月10日(金)

したか。
して「断捨離」を決行しました。前回、

波、第３波の可能性も指摘されていま

思っています。

取り組んだのは、かれこれ３年前。こ

す。 今はまだ、緩和ムードに流される

〈29〉◆ 2020/6 ◆広報うと

私はといいますと、大型連休を利用

の間に増えた大量の不要なモノを処分

しくお願いいたします。

染防止対策へのご理解とご協力をよろ

することに成功し、 心身共にリフレッ ことなく、これまで同様、引き続き感
シュすることができました。
あともうひとつ、遠方に住む１歳４

げ ん き

元樹だより

市長からのメッセージ

金婚夫婦該当のご夫婦を表彰します

広報

うと
〒 869-0492 宇土市浦田町 51 番地 ☎ 0964（22）1111
ホームページ https://www.city.uto.lg.jp/

まるやま

丸山

りお

莉央ちゃん

（椿原町）
R1.6.1生 1歳
我が家のアイドル★ねえねが大好き♪

FAX0964（22）2928 メール machi03@uto.kumamoto.jp
Facebook https://www.facebook.com/utocity

さかた

坂田

ひな

（古保里町）
H29.6.13生 3歳
１１月にお姉ちゃんになります♡

発行・編集 / 宇土市・まちづくり推進課

たけだ

竹田

なかやま

陽愛ちゃん

中山

（走潟町）
H30.6.19生 2歳
2歳おめでとう！お兄ちゃんと，これからも仲良く遊んでね♥

ゆうさ

おかちょう

釉咲ちゃん

（築籠町）H29.6.20生 3歳
毎日みんながいて楽しいよ♡

ほのか

穂乃花ちゃん

岡長

うい

初咲ちゃん

（松山町）
R1.6.21生 1歳
たくさん笑って！ 遊んで！ 大きくなってね♥

みつたけ

光武

ゆか

佑花ちゃん

（入地町）
H29.6.11生 3歳
3歳おめでとう☆ニコニコ笑顔が大好きだよ♡

のむら

野村

けんご

謙吾ちゃん

（新町3丁目）
H29.6.20生 3歳
誕生日おめでとう！
！たくさん食べて大きくな～れ♪

えとう

衛藤

かほ

夏宝ちゃん

（栄町）
H29.6.25生 3歳
☆愼ちゃん菜花ちゃんこれからもヨロシク♪

ハッピーバースデーに
写真を掲載しませんか？

3 歳までの子どもの写真を募集しています。

広報うとは環境保護印刷
「水なし印刷」
で印刷しています。

再生紙を使用しています。

しまづ

嶋津

ゆうり

悠莉ちゃん

（境目町）H29.6.26生 3歳
みんなを笑顔にしてくれてありがとう。成長を楽しみにしています。

さかい

堺

むつき

まひろ

陸貴ちゃん 真大ちゃん

（岩小曽町）
H30.6.28生 2歳
2歳おめでとう♪君たちが大好きだよ☆

申込期限 誕生月の前月 10 日
※ 10 日が休日の場合は前日
申込方法 子どもの写真と名前 ・ ふりがな ・
住所 ・ 生年月日 ・ コメント (30 字以内 ) を
まちづくり推進課までお送りください。
メ ー ル machi03@uto.kumamoto.jp
注 ) メールで応募いただいたときは ， 内容を確
認後 ， 受付完了メールを返信しています。返
信がない場合は ， メールが届いていない可
能性もありますのでお問い合わせください。
まちづくり推進課 情報支援係
☎ (22)1111( 内線 811)

