６月１日〜７日は
水道週間です

水道週間は、水道への理解

と関心を高め、公衆衛生の向

上と生活環境の改善が目的の

週間です。

市では、期間中に漏水調査

を実施していましたが、新型

コロナウイルス感染症の拡大

防止のため、８月以降に延期

し ま す。 実 施 日 が 決 定 次 第、

部に置かれていないか

②貯水
 槽の外観に亀裂や破損
はないか

③内部
 にごみ・沈殿物はない

か

の転換を行う場合、補助金

を交付する

②単独浄化槽や汲取り便槽か
ら合併浄化槽への転換を推

進するため、現在の補助基

本額に上乗せして補助金の

交付を行う。

※詳しい内容はお問い合わせ

④水抜
 管・オーバーフロー管
が、排水管などのほかの配

管と直接連結されていない

市下水道課事業係

ください。

問合せ

児童扶養手当

５月支払い分を振り込みます

日

５月支払い分（３月～４月）

の児童扶養手当は、５月

か

⑤オー
 バーフロー管・通気管
の防虫網に破損はないか

るか

⑥マン
 ホールに施錠はしてあ

⑦パッ
 キンなどの劣化はない

㈪に指定の金融機関の口座に

か

※屋外に設置してある貯水槽

振り込みます。

11

改めてお知らせします。

令和２年度全国スローガン

未来につなごう

は、自然災害の影響を受けや

昨年の現況届を提出してい

新型コロナウイルス感染症経済対策

「飲み水を

市上水道課施設係

ぼくたちで」

問合せ

すいので、台風や大雨、強い

日本赤十字社人吉市

力をお願いします。

問合せ

地区（市福祉課内）

愛がん飼養目的の
メジロの捕獲はできません

愛 が ん 飼 養（ ペ ッ ト な ど ）

日までに飼

を目的としたメジロやホオジ

年３月

31

ロなどの捕獲はできません。

平成

養登録を受けて飼養している

メジロなどは、更新手続きを

行うことで引き続き飼養でき

ます。詳しくはお問い合わせ

ください。

球磨地域振興局森林

‐ ４ １ ９ ０）、

24

問合せ

保 全 課（ ☎

市農林整備課林務係

落ちたヒナは
拾わないで！

春は野鳥の繁殖期です。巣

立ちしたヒナが地面に落ちて

いても、必ず親鳥が世話をし

ますので拾わないでくださ

い。

2020.05.01

野生鳥獣や鳥類の卵は、狩

猟許可を受けた人以外の捕獲

や殺傷、採取が禁止されてい

ます。詳しくはお問い合わせ

HITOYOSHI

ください。

球磨地域振興局森林

‐ ４ １ ９ ０）、

15

問合せ

保 全 課（ ☎

市農林整備課林務係

24

24

ない人などは、支払いができ

（☎０９６－３３３－２３００）

地震の後は必ず点検を実施し

問合せ 県人権センター

ません。至急手続きをしてく

（☎０９６－３８３－２３１４）

てください。

づいて判断、行動をする

受水槽・高架水槽の
定期的な清掃と点検を

○国や県、市町村が発信する正確な情報に基

問合せ 県商工振興金融課

ださい。

○ネット上の誤った情報を安易に広めない

ます。

市上水道課施設係

るようお願いします。

※融資には金融機関や信用保証協会の審査があり

問合せ

願いします。

３階建て以上のアパートや

市民の皆さんには次のようなことを心掛け

父または母と生計を同じく

る恐れがあります。

商工会、中小企業団体中央会、取扱金融機関へお

【児童扶養手当】

誰かを傷つけることにつなが

熊本県人権啓発
キャラクター
「コッコロ」

全国で展開していますが、市

■融資の申し込みや相談は、近くの商工会議所や

づく行動は、不安をあおり、

マンションには受水槽や高架

制度の詳細は、
県ホームページをご確認ください。

水槽が設置されており、貯め

に関連した憶測やうわさに基

していない児童が育成される

県では、売上が減少している中小企業者向けの
融資制度を用意しています。

浄化槽補助金の交付
要綱を改正しました

新型コロナウイルス感染症

られた水をポンプで家庭まで

連した人権への配慮について

資金繰り支援を必要とする中小企業の皆さんへ

家庭の生活と自立を助ける手

新型コロナウイルス感染症に関

「人吉市浄化槽設置整備事

問合せ 人吉税務署（☎２３－２３１１）

市福祉課児童福祉係

い。

送っています。受水槽や高架

制度などの詳細は、人吉税務署にお尋ねくださ

赤十字会員増強運動を
延期します

（☎０９６－３３３－２３７１）

度が適用される場合があります。

当

問合せ 県団体支援課

業補助金交付要綱」の改正を

該当するときは、税務署に申請することで猶予制

水槽を経由する給水方式を貯

さい。

問合せ

付資力が著しく低下した場合など、所定の要件に

行い、４月１日から施行して

店 ( ０９６－３５３－３１０４）までご相談くだ

財産の損失を受けた場合や売り上げの急減で納

水槽水道といい、設置者には

用も可能です。詳しくは日本政策金融公庫熊本支

国税が一時的に納付できない人へ

います。

※日本政策金融公庫のセーフティネット資金の利

貯水槽の管理責任が定められ

※融資には金融機関の審査があります。

主な改正点

問合せ 市社会福祉協議会（☎２４－９１９２）

ています。年に１回以上の清

詳しくはお問い合わせください。

掃と日常の定期的な点検を

い合わせください。

では新型コロナウイルス感染

間は最大 10 年間で、当初３年間は返済不要です。

症の拡大防止のため、延期し

き、当初の１年間は返済不要です。詳しくはお問

日本赤十字社では、毎年５

限度額 1,000 万円の借り入れができ、返済期

最大 20 万円までの貸し付けを受けることがで

月を「赤十字運動月間」とし

る「緊急支援資金」を創設しました。

①自治 公 民 館（ 町 内 公 民 館 ）
に対して、衛生面の改善を

付けを行っています。

図るため、単独浄化槽や汲

に、保証料不要で５年間の無利子貸し付けができ

行ってください。

る世帯を対象に、無利子で保証人不要の緊急貸し

日常点検ポイント

収入が減少している農林漁業者の皆さんを対象

ます。皆さんのご理解とご協

社会福祉協議会では、一時的な貸付を必要とす

て「赤十字会員増強運動」を

金融支援を必要とする農家などの皆さんへ

一時的貸し付けが必要な人へ

取り便槽から合併浄化槽へ

新型コロナウイルス感染症関連情報については、県ホームページをご覧ください。

①ごみ
 ・汚物などが周囲や上

新型コロナウイルス感染症の影響で、生活や経営にお困りの皆さんへ、支援のお知らせです。

小規模事業者持続化臨時給付金

市では、小規模事業者 ( 商工業者 ) を対象に【持続化臨時給付金】を開始しました。法人・
個人事業者共に 1 社につき 10 万円の給付です。
以下の①～④全てに該当する人が申請できます。
①以下の１～３のどれかに当てはまる
１商業・サービス業（宿泊・娯楽業を除く）
常時雇用する従業員が５人以下
２宿泊・娯楽業
常時雇用する従業員が 20 人以下
３製造業、その他
常時雇用する従業員が 20 人以下
②市に住所または事業所があり、同一事業を３
カ月以上引き続き営んでいる人
③営業許可または登録を必要とする業種は、当
該許認可などを受けている人
④新型コロナウイルス感染症の影響で３月か４
月の売上が前年同月比で 50％以上減少した人
※ 4 月の売上については、半月分で比較するこ
とができます。詳しくはお問い合わせください。
問合せ

申請期限

5 月 15 日 ( 金 )
※土・日曜、祝日は除く

受付時間

午前９時～午後５時 15 分

申請場所

市商工振興課（人吉まち・

ひと・しごと総合交流館くまりば内）
申請に必要な書類
申請書は市商工振興課、人吉商工会
議所に備え付けています。市ホーム
ページからもダウンロードすることが
できます。
申請に必要な書類など、詳しくは市
ホームページをご覧いただくか、市商
工振興課へお問い合わせください。

市商工振興課商工係（☎２2 －２１１１

内線５１３３）

広報ひとよし

５月号
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