
Arao City Newsま ち の 話 題

6/1
荒尾警察署で災害警備訓練を

実施しました

大雨に備え、荒尾警察署で機動隊指導のもと災害警
備訓練を実施しました。災害時に迅速な行動がとれ
るよう、チェーンソーなどの取り扱いや、災害用ゴム
ボートの利用方法を確認。救助活動や物資運搬な
ど、さまざまなケースで活用できるロープの結び方も
学びました。災害対策として日頃の備えが重要です。
市民のみなさんは、ハザードマップや避難場所・避難
経路を再確認し、早めの避難を心がけてください。

6/1
ボランティアが不法投棄物の

撤去作業を行いました

一般社団法人熊本県産業資源循環協会荒玉支部の
主催で、ボランティアによる不法投棄物の撤去作業
を行いました。約30人が参加し、小岱山に投棄され
たタイヤ約500本・3490㎏を回収しました。不法投
棄は、重大な犯罪行為です。同協会は、不法投棄防止
のため、監視パトロールや啓発活動に取り組んでい
ます。「きれいな住みよいまちづくり」ができるよう、
廃棄物の適正処理やマナー向上にご協力ください。

100歳おめでとうございます!
なかの

中野 ハツエさん（古庄原区）
寿

一小校区元気づくり委員会は、市民病院前のシン
ボル花壇の植栽活動を実施しました。この花壇は
同委員会が設置したもので毎年2回、季節ごとに
植栽活動を行っています。当日は10人以上が参加
し、東側と西側の2カ所に分かれてマリーゴール
ドや

ニチニチソウ

日々草など計200本の花を植えました。　　

6/4
一小校区元気づくり委員会

SDGs.15
「陸の豊かさも守ろう」

地域の活動掲示板 荒尾市ではさまざまな
活動が行われています!

地域の健康づくりと交流を目的に中央地区協議
会主催でペタンク大会を開催しました。当日は地
域住民約20人が参加し、久しぶりの交流を楽し
みました。競技終了後には、参加者が一回ずつ投
げて、的までの距離が一番近い人を決める「ニア
ピン賞」も開催し、盛り上がりを見せました。

6/19
中央地区協議会

SDGs.3
「すべての人に健康と福祉を」
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100歳おめでとうございます!
しまむら

嶋村 
ひさこ

久子さん（揚増永区）
寿

6月3日に100歳を迎えました。幼い頃から家事・子守
り・畑仕事の手伝いをし、今でも天気がいい日は畑に
行きます。和裁をはじめ、味噌・漬物・野菜づくりの腕
は天下一品。荒尾市社会福祉協議会の初代ホーム
ヘルパーとして定年まで働き、現在は、孫やひ孫に囲
まれて過ごしています。元気の秘訣は、色々なことに
興味を持つ・笑顔でいる・畑に行くことだそうです。

6月10日に100歳を迎えました。元気の秘訣は、よく身
体を動かし、好き嫌いせず何でもバランスよく食べる
こと。話をすることが好きで、昔は編み物を教えるな
ど、人とのつながりを大切にしてきたハツエさん。今
でもたくさんの友人との交流が楽しみだそうです。ハ
ツエさんの「自分で決めたことは最後までやりとげな
さい」という教えを家族は大切にしているそうです。

まちの話
題 AraoCityNews 荒尾市の気になる

話題をお届け!
「夏の

デジデン

Digi田甲子園」、荒尾市が全国大会へ出場!

デジタルの力を地域の課題解決や魅力向上など
につなげる「デジタル田園都市国家構想」の一環
として、特に優れた取り組みやアイデアを総理大
臣が表彰する「夏の

デジデン

Digi田甲子園」の県予選が行
われ、市の取り組みが本選（全国大会）に進出する
ことになりました!

現在、インターネット投票が実施されています。
市民の皆さん、インターネット投票を通じて、
市の取り組みに投票お願いします!
■投票期限 8月15日（月）まで
■投票方法 Digi田甲子園ホームページ内の
　投票フォームより投票
※投票時にメールアドレスの入力が必要です。

「夏のDigi田甲子園」政府公式サイト
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/
digital_denen/koushien.html

■「夏のDigi田甲子園」スケジュール

総理大臣が
表彰

都道府県ごとに、
市町村の優れた取り組み・

アイデアを選定

国民が
インターネット

投票

デジタルの
専門家などが

審査

都道府県予選（～6月） 本選（夏頃）

投票先・詳細はこちら

■実装部門
荒尾市
AIオンデマンドタクシー
「おもやいタクシー」
運行事業

本選に進出した取り組みは、政府公式サイトに紹介動画を掲載
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■空家・空地バンクとは…市が窓口となり熊本県宅
建協会と連携して市内にある物件の売買などの成
約を目指す仕組みです。空家などの所有者（相続人）
は、建物の老朽化や相続問題が難しくなる前に、空
家・空地の将来について考えることが大切です。放置
すれば草木が生い茂り、建物の倒壊などで維持管理
が大きな負担になります。また、新たに住宅取得をお
考えの人は、バンク物件のリフォームや新築用地と

しての活用を選択肢に入れてみてはいかがでしょう
か。思わぬ掘り出し物件があるかもしれません。
物件の情報は、建築住宅課などにチラシを設置して
います。市ホームページやアットホーム・LIFULLの
空き家バンクサイトでもご覧になれます。
市では、登録物件を随時募集していますので、気軽
にお問い合わせください。（地目：宅地など条件あり）
　 建築住宅課 空家対策推進室　☎63-1660問

対
　
策
　
例

①瓦や外壁の建材など、飛ばされそうなものは
　取り除くか、飛散しないようにネットやロープ
　などで対策する。
②雨水の侵入や崩落を防ぐため、外壁のひび
　などを放置しない。
③テレビアンテナや室外機が落下しないよう、
　事前に取り外しておく。
④樹木が風で散乱しないよう、事前に剪定する。

環境保全課 環境業務係　☎63-1370問建築住宅課 空家対策推進室　☎63-1660問

対
　
策
　
例

①台風到来前に枝葉を剪定し、風通しを良く
　して、枝折れや樹木の倒木の対策をする。
　日頃から定期的に剪定して、樹高の管理や枝
　葉が茂りすぎないようにしておきましょう。
②空地の雑草などは景観を悪化させるだけで
　なく、不法投棄や害虫の発生、枯草が火災発
　生の原因にもなりますので適正管理に心が
　けてください。

近年、台風などで空地の樹木が道
路に倒れ、通行に影響した例が数

件発生しています。枝葉が茂ると風の抵抗で負荷がか
かり倒木のおそれがあるため、対策しておきましょう。

人が住まなくなった空家は、劣
化が早く進み思わぬ事故につな

がるおそれがあります。台風などの自然災害でより
一層危険性が高まるため、対策しておきましょう。

の管理をしておきましょう空家・空地
空家 空地

空家・空地バンクをご存じですか?

災害による停電で、各家庭へ水を送るポンプが停
止し、断水することがあります。台風の接近など停電
が予測されるときは、水の汲み置きをお願いします。
■アドバイス
①水道水は汲み置きができます。
ペットボトルなどに1人につき1日
3リットルの飲み水を、3日分を目
安に準備しておきましょう。常温
で直射日光の当たらない涼しい場
所だと、3日ほど保存できます。
②トイレ用の水は、前もってお風呂にためておくか、
お風呂に入った後の湯を残しておき、次にお風呂に
入る直前に入れ替えるようにして備えましょう。
※断水の解消直後は、水道水が濁る可能性があり
　ます。濁りがないことを確認して使用してください。
　 企業局建設課 維持管理係　☎64-2700問

1日3ℓ

3日分
×

断水災害による に備えましょう避難早めに しましょう

問

夜の避難は足元が見えにくく危険です。明るい時間
帯に避難する「予防的避難」を心がけましょう。警戒
レベル3の「高齢者等避難」や警戒レベル4の「避難
指示」など、5段階の警戒レベル（荒尾市防災ブック
参照）に応じた、避難のタイミングや避難行動をま
とめる「マイタイムライン」を作成しておきましょう。
■避難するときの注意点
①動きやすい安全な服装で
　長靴は中に水が入って危険です。
②足元に注意 マンホールや
　側溝に気を付けましょう。
③子どもは大人が手をつないで避難しましょう。
■雨や風が強い時、次の行動は危険です
①田畑の様子を見に行く ②屋根に上って作業する
③川や海の様子を見に行く
　 防災安全課 危機管理防災室　☎63-1395
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■入場には、チケット（無料配布）が必要です。
　チケットがない人は入場できません。
■チケットは、次の場所で8月1日から配布します。
　◯市役所（市民課） ◯市民サービスセンター（あらおシティモール）
■コンサート終了後、避難誘導訓練を実施します。

出演 荒尾市民楽団864!／荒尾太鼓／炭坑ガールズ
海上自衛隊佐世保音楽隊／スターメロディーズ
荒尾第三中学校／荒尾第四中学校

時 間

全体 11時～16時30分
場 所

文化センター
（展示ブース・飲食提供 15時終了）8月28日 日

※イベントの内容や時間は、急遽変更する場合もあります。

※感染症対策のため、ごみは各自お持ち帰りとなります。ご協力お願いします。

問 防災安全課 ☎63-1395
◀詳しくは、市ホームページをご覧ください。

移動動物園
■乗馬体験
■ふれあい体験

移動水族館
■ふれあい体験

働く車展示コーナー
【協力団体】
警察・消防・自衛隊・
企業局・熊本県

くまモンによるステージパ
フォーマンスがあります! 
マジャッキーも共演するよ!

防災グッズの展示や防災食の試食な
ど、いろんな体験ができる! 防災スタ
ンプラリーで「記念品」もプレゼント!

“くまモン”がやってくる! いろんな体験ができるよ!

美味しいフードがいっぱい!

防災コンサート（大ホール） 先着1,000名様

似顔絵
イラスト

11：00
15：00

無料で
イラストを
お描きします!

キッチンカー
大集合!

11：00
15：00

くまモン
ステージ

11：10
11：30 防災展示と

体験コーナー

11：00

15：00

市内外のキッチンカーが、文化セン
ターに大集合! いろんな食べ物が集
まります! ぜひ食べにきてください!

先着45組（1組2名まで）

13：20
16：30

フェスタ
見て、体験して、楽しく防災
～荒尾市制施行80周年記念～

12：30受付
開場

入場
無料

あ
ら
お

防災を身近に感じてみませんか?

体験コーナー
■降雨体験
■煙体験

■水没ドア体験
■水消火器

家族で
楽しめる!

あのCMでおなじみ
の

「もっこすファイヤー
」が出演!

台風シーズン到来! 事前の備えが重要です!
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