
　水環境保全のため、個人が設置する窒素及びりん除
去型合併処理浄化槽(NP型)に対して、補助金を交付し
ています。また、転換(※)の場合に単独処理浄化槽の
撤去が伴う場合は、さらに 大9万円が補助されま
す。補助基数には限りがありますので、設置を検討し
ている場合には事前にお問い合わせください。
※転換：建築確認を伴わずに、既設の浄化槽又は
　　　　汲み取り槽を入れ替えること

　　　　　　12月26日(金)
　　　　　　　　　潮来市上下水道課
　　　　　　　　　TEL.63-1111 内線323

　ひとり親家庭のお母さん・お父さんとお子さん
が楽しい体験ができる「ふれあい交流」の参加者
を募集します。
　　　　　　
　11月8日(土) 午前7時30分～午後5時30分
　　集合：午前7時20分、潮来市シルバー人材
　　　　　センター駐車場
　　　　　　日立かみね公園(日立市)
            (雨天時：日立シビックセンター)
　　　　　　30名(親子合わせて30名、先着順)
　　　　　  10月31日(金)
　　　　　　一世帯1,000円
※のりもの券は各自でご用意ください。昼食は各
　自負担となります。県民交通災害共済に加入を
　お願いいたします(潮来市役所総務課で取り扱い
　をしています。)

　　　　潮来市市民福祉課 母子寡婦福祉会事務局
  　　　TEL.63-1111 内線388
　　　　　

　　　　　　11月15日(土)　出発午前6時
　　　　　　午前5時50分、潮来市役所本庁舎集合
　　　　　　神奈川県鎌倉市北鎌倉
　　　　　
　一般：(大人)6,500円、(小学生以下)5,500円
　会員：(大人)5,500円、(小学生以下)4,500円
　※円覚寺、浄智寺、明月院等　拝観料込み
　　　　　　35名(先着順)
　　　　　　
　いきいきITAKOスポーツクラブ TEL.64-5886
　土曜日:午後1時～4時、日曜日:午前10時～午後4時

　　　　　　 皆さまに多数ご応募いただいた
　　　　　　 結果、かすみ保健福祉センター
　　　　　　 の愛称は、「ひまわり」に決定
　　　　　　 しました！

 「こころ(いのち)と文化」をテーマに講演会を開

催します。 ☆参加賞あり！
　　　　　　11月16日(日)午後1時～4時
　　　　　　潮来市立中央公民館 体育室
　　　　　　
 正午～   :受付
 午後1時～:オープニング(アカペラ・コーラス
　　　　　 グループ Soft Voice(ソフトボイス))
 午後1時30分～:開会行事
　　　　　　　 (少林寺拳法 中学生女子組演武)
 午後2時～:
 　特別記念講演「可能性の扉」講師:長渕悦子 氏
 　　(フラワーアーティスト、女優 志穂美悦子)
 午後3時40分～:大抽選会(ブルーレイ内蔵型テレビ等)
　　　　　　潮来市かすみ保健福祉センター(ひまわり)
　　　　　　TEL.64-5240

　男女共同参画について考える絶好の機会ですの
で、ご家族やお友達、お誘いあわせてご参加くだ
さい。入場無料。
　　　　　　
　11月30日(日)
　午後1時 開場、1時30分 開演、4時30分 終了予定
　※会場の都合により途中入場は難しいため、開演
　　までにお越しください。
　　　　　　
　潮来ショッピングセンター アイモア 2階 JOYホール

【講演】「認めあい、支えあい～男女共同参画～」
 　　　 講師：茨城県女性プラザ 方波見真弓 氏
【映画】「そして父になる」(第66回カンヌ国際
　　　　映画祭審査員賞受賞作品)

　280人(要入場券、先着順)
　※託児あり:ファミリーサポートセンター
　　          　　   　(人数に制限があります) 

　10月30日(木)から(なくなり次第終了)
　　　　　　　　　
・潮来市役所2階総務課、かすみ保健福祉センター
　　　　　　　(平日:午前8時30分～午後5時15分)
・中央公民館(平日･土日:午前8時30分～午後5時15分)
　　　　　潮来市総務課 TEL.63-1111 内線231

　「子ども・子育て支援新制
度」が始まることによって、
入園手続きの方法や利用者負
担の設定が変わります。保護者の方の疑問
を解消するために、公立・私立、すべての
入園希望者を対象とした個別相談会を開催
します。

　①11月2日(日)　　　　②11月4日(火)～7日(金)
　　午前9時～午後5時　　 午前8時30分～午後7時
　　　　　　潮来市役所 福祉事務所
　　　　　　潮来市市民福祉課
　　　　　　TEL.63-1111 内線385・386

　秋のシンボル「菊」でまちを彩
ろうと、今年も「第47回潮来市菊
花展示会」が開催されます。愛好
家が丹精込めて育てた菊花の逸品
約250点を展示します。
※期間中、菊の販売も行います。(展示花とは別)
　　　　　　11月1日(土)～15日(土)
　　　　　　午前9時～午後4時
　　　　　　潮来ショッピングセンター アイモア
　　　　　　潮来市観光商工課
　　　　　　TEL.63-1111 内線244　　
　

　鹿行地区にお住まいの身体障害者のスポーツ大
会が開催されます。参加を希望される方は、お問
合せください。
　　　　　　11月22日(土)10時開会
　　　　　　日の出中学校体育館
　　　　　　市内在住の方　 　　　　　11月7日(金)
　　　　　　潮来市市民福祉課 TEL.63-1111 内線392

　　　　　　10月31日(金)
　　　　　　午前10時～11時45分、午後1時～4時
　　　　　　(午前11時45分～午後1時を除く)
　　　　　　ホームジョイ本田 潮来店
　　　　　　潮来市かすみ保健福祉センター(ひまわり)
            TEL.64-5240
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いたこいたこいたこいたこいたこ 　国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告に

おいて、社会保険料控除としてその年の課税所得

から控除され税額が軽減されます。

　控除の対象となるのは、平成26年1月から12月ま

でに納められた保険料の全額です。また、配偶者や

ご家族が負担すべき国民年金保険料を支払っている

場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。

　なお、平成26年中に納付した国民年金保険料に

ついて、社会保険料控除を受けるためには、年末

調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険

料を支払ったことを証明する書類の添付が必要と

なります。

　このため、平成26年1月1日から9月30日までの間

に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬

に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険

料)控除証明書」が送られますので、申告書の提出

の際は必ずこの証明書または領収証書を添付して

ください。

(平成26年10月1日から12月31日までの間に、今年

初めて国民年金保険料を納められた方には、翌年

の2月上旬に送られます。)

　　　　　　水戸南年金事務所 TEL.029-227-3251

　潮来市では、未納となっている市税等の徴収強
化のため、差押えた不動産について公売を入札の
方法により行います。
　　　　　　11月28日（金）受付 午後0時50分～
　　　　　　潮来市役所 3階 第1会議室

(注)1.公売執行前に滞納市税等完納により、中止
　　　となる場合があります。
 　 2．農地の場合、潮来市農業委員会が発行する
　 　『買受適格証明書』の提出が必要となります。
 　 3．詳しくは、「市役所」・「各公民館」窓口
　　　にある『不動産公売広報誌』をご覧いただく
　　　か、潮来市役所税務課までご連絡ください。
　　　　
　潮来市税務課 TEL.63-1111 内線137～139
　潮来市農業委員会事務局 TEL.63-1111 内線271
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適格

26-1 田
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要

転換の場合

 5人槽 1,099,000円 987,000円

 7人槽 1,475,000円 1,347,000円

10人槽 2,063,000円 1,891,000円

転換以外の場合

浄化槽補助金についてのお知らせ
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入 園  個 別 相 談 会 　 開 催
～幼稚園・保育園入園の受付が始まります～

どんな預け先があるの？

どんな手続きをするの？

　
　　
　
　

　　　
　　　　
　　　
　　　　



＜＜注意＞＞

・耐震診断とは、昭和56年5月31日以前に建築され

　た木造住宅について、大地震が起こった際に、

　建築物が倒壊する恐れがあるのかを数値で評価

　するものであり、被災した建築物が安全かどう

　かを判定するものではありません。

・り災証明において半壊以上と判定された住宅　

　は対象外です。

　(1)昭和56年5月31日以前に着工された建物で、

　　 階数が2以下の建物。

　(2)併用住宅においては居住部分の床面積が延べ

　　 面積の2分の1を超えるものであること。

　(3)丸太組工法又は型式適合認定によるプレハブ

　　 工法以外のもの。

　(4)違法建築物以外のもの。

　(5)この制度により耐震診断を受けていないもの。

　　　

　・上記「対象建築物」の所有者で、市税の滞納

　　が無い方。

　※所有者：市内の対象建物の所有者または同居

　　　　　　する家族の方(借家人は除きます)

　　　　　　　2,000円

　　　　　　　10戸(予定戸数を超えた場合は

　　　　　　　　 　抽選とします。)

　　　　　　

　11月28日(金)まで

　午前8時30分～午後5時15分(土･日･祝日を除く)

　※募集期間が過ぎても10戸に満たない場合は追

　　加募集いたします。その際は再度ホームペー

　　ジや広報紙などでお知らせいたします。

　所定の申込書に必要事項を記入してお申し込み

　ください。申込書は、都市計画課の他、市の

　ホームページ(http://www.city.itako.lg.jp/

　news.php?code=1140)　からもダウンロードでき

　ます。

　※建築年月日の確認できる書類がありましたら

　　ご持参下さい。

　　　　　　　　　

　　　　 潮来市都市計画課 TEL.63-1111 内線346

　市では、地震に強いまちづくり

を推進するため、旧耐震基準で建

築された市内にある木造住宅の

「耐震改修」に対して、補助を行

います。

　　　　　 (全てを満たすことが必要)

　(1)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅

　　 で丸太組工法または、プレハブ工法以外のもの

　(2)2階建て以下で、延べ床面積30平方メートル

　　 以上のもの

　(3)耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満で

　　 あること

　(4)所有者が居住していること

　(5)所有者及び所有者と同一の世帯に属する者が

　　 市税を滞納していないこと

　(6)被災住宅復興支援利子補給を併用していない

　　 こと

　(7)期限内に申請し、申請した年度の2月末日ま

　　 でに完了すること

　【①耐震補強設計の場合】

　・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であ

　　ること　

　・耐震診断の結果、耐震性を向上するための補

　　強計画であること

　・補強設計者は、一級建築士、二級建築士、木

　　造建築士であること

　・補助額は、耐震補強設計に要する経費の3分の

　　1に相当する額。ただし、その額が10万円を超

　　えるときは、10万円を限度とする。

　・募集戸数：5戸

　【②耐震補強工事の場合】

　・補強後に上部構造評点が1.0以上になること

　・工事施工業者は、建設業法第3条の許可を受け

　　ている建設業者であること

　・補助額は、耐震改修に要する経費の2分の1に

　　相当する額。ただし、その額が30万円を超え

　　るときは、30万円を限度とする。

　・募集戸数：5戸

　　　　　　

　12月12日(金)まで

　午前8時30分～午後5時15分(土･日･祝日を除く)

　所定の申込書に必要事項を記入してお申し込み

　ください。申込書は、都市計画課の他、市の

　ホームページ(http://www.city.itako.lg.jp/

　news.php?code=1141)からもダウンロードでき

　ます。

　　　　　　

　　　　 潮来市都市計画課 TEL.63-1111 内線346

　東日本大震災により、り災の判定を受けた自己
　居住用住宅の補修等(地盤改良等の液状化対策工
　事や擁壁復旧工事等の宅地復旧工事も含む)のた
　め、金融機関から資金融資を受けた方
　①全壊・大規模半壊・半壊
　　(住宅を解体または解体予定で、被災者生活再
　　 建支援法の支援金300万円受給予定者を除く)
　②一部損壊
　※金融機関については都市計画課にお問い合わ
　　せください。
　　　　　　利子2％以内の借入利率に相当する額

　　　　　　　　借り入れから5年間

①利子補給金交付申請書(様式第1号)
②個人情報確認同意書(様式第2号)
③住宅復興資金に係る金銭消費貸借契約書の写し
④住宅復興資金の償還表(返済予定表)の写し
⑤工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
⑥り災証明書：税務課発行
⑦納税証明書(市税に未納がないこと)：税務課発行
⑧固定資産税土地・家屋課税明細書：毎年税務課
　から郵送
⑨住民票謄本：市民課発行
⑩戸籍謄本(※親族が借入した場合)：市民課発行
※⑨⑩については、②の提出があれば不要。ただ
　し市内に本籍・住民票があること。
　　　　　　　 平成27年3月31日(火)
　　　　　　　 平成27年10月30日(金)
　※平成27年3月31日までに資金融資を受けた方の
　　申請を平成27年10月30日まで受け付けます。
　　　　　　
　潮来市都市計画課 TEL.63-1111 内線346

　腰痛を起こしにくい・悪化させない為の生活動
作の工夫・簡単にできる体操の勉強会です。　　
　　　　　　11月8日(土)午後2時～3時30分
　　　　　　　　　　　 受付：午後1時30分から
　　　　　　津知公民館 2階大ホール
　　　　　　鹿嶋・潮来市内にお住まいの方
　　　　　　40名程度　　　　　　　   無料
　　　　　　鉾田病院 理学療法士 赤井広彬 氏
　　　　　　お電話にてお申し込みください。
　　　　　　11月4日(火)
※当日は動きやすい服装で、水分をご持参ください。

　鹿島病院リハビリテーション科 齊藤 TEL.82-9552

　　　　　　12月6日(土)

　　　　　　①午前10時30分、②午後2時

　　　　　　　(開場は30分前)

　　　　　　潮来ショッピングセンターアイモア

　　　　　　2F JOYホール

　　　　　　

［前売券］一般1,300円、シニア(60歳以上)1,000円

　　　　　中高生800円

［当日券］一般・シニア1,500円、中高生800円　

　　　　　　　　　 消費税込、全席自由(先着順)

　※プレイガイド：潮来ショッピングセンターア  

　　イモア「サービスカウンター」にて10月10日

　　(金)より絶賛発売中！

　　　　　　ショッピングセンター アイモア

　　　　　  TEL.63-3715

COPDってどんな病気？

 ～タバコを吸う人も吸わない人も

呼吸に大切な肺を守るために～ 

　COPD(慢性閉塞性肺疾患)について、わかりやす

く解説します。どなたでも自由に参加できますの

で、お気軽にご来場ください。

　　　　　　11月15日(土)午後2時～4時

　　　　　　(受付：午後1時から)

　　　　　　行方市麻生公民館(行方市麻生1221)

　　　　　　200名　　　　　　　　　無料

　　　　　　

　◎特別講演「タバコによる肺の生活習慣病

　　　　　　　－長引く咳と息切れにご用心－」

　　講師：坂本 透 氏

　　(筑波大学医学医療系呼吸器内科　准教授)

　◎シンポジウム「やってみよう！呼吸体操」

　　講師： 箕輪 都志美 氏

　　(なめがた地域総合病院 理学療法士)

　　　　　　水郷医師会 TEL.72-1433

              　　　　　入場無料、月曜日休館

　　　　　　        水郷まちかどギャラリー

　　　　　　        TEL.63-3113

問合せ

木造住宅耐震診断の希望者を募集します

募集戸数

対象建築物

個人負担金

募集期限

耐震診断を受けることのできる方

申込み・問合せ

申込方法

木造住宅の耐震改修費用を補助いたします

対象要件

募集期限

申込方法

申込み・問合せ

耐震診断を受

けた後は、耐

震改修をご検

討ください。

問合せ

映画「天心」上映！

日　　時

場　　所

チケット

第8回 健康フォーラムi n水郷地区

日　　時

場　　所

参 加 費定　　員

問合せ

内　　容

参 加 費

地域リハ・ステーション勉強会

日　　時

場　　所

対 象 者

申込方法

申込先・問合せ

定　　員

講　　師

申込締切

住宅のみ 640万円
宅地のみ 390万円

住宅及び宅地 1,030万円

被災住宅復興支援事業(利子補給制度)の
お知らせ

対 象 者

利子補給対象融資限度額

利子補給率

利子補給期間

申込み・問合せ

申請締切

必要書類

資金融資期限

水郷まちかどギャラリー展示案内

期　間 催し物名
展示
内容

備　考

11/7(金)
～

11/9(日)

第38回
潮来市民
文化祭

手工芸
午前9時～午後4時30分
最終日は午後3時まで

11/11(火)
～

11/16(日)

第13回
なめがた写真
研究会展

写真
午前10時～午後5時
最終日は午後3時まで

11/18(火)
～

11/23(日)

第6回　GGG
(ジースリー)

展

絵画
写真
立体

午前10時～午後5時
初日は午後1時から
最終日は午後3時まで
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