問い合わせ先に各課の直通番号を
記載しています。各総合支所の問
い合わせはこちらです。
七城総合支所 ☎0968（25）1000
旭志総合支所 ☎0968（37）3111
泗水総合支所 ☎0968（38）2112

・持っているパスポートの有効期限
が切れたとき

・パスポートの有効期間が1年未満
になったとき

・パスポートを損傷したとき

固定資産税には減額制度が設け
られています︒各減額制度を受け
るには︑一定の条件を満たす必要
があります︒

ところ 菊池養生園
人
定 員
参加料 １︑３００円︵２回分の
食事代２２０円︑試食代 円︑血
液検査料１︑０００円︶
※歩数計を各自ご用意ください︒
お持ちでない人は養生園でも購
入できます︒
申込期限
月 日︵金︶
※定員になり次第締め切ります︒
申込方法 各窓口の申請書に記入
して︑提出してください︒
問い合わせ・申込先
・健康推進課国保医療給付係
☎０９６８︵ ︶７２１８
・各総合支所民生課衛生福祉係
・菊池養生園
☎０９６８︵ ︶２８２０

刈草を使ってみませんか？

30

申請

・有効期限のあるパスポートを紛
失、焼失したときの届出

一般住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助申請受付中

・事業完了後︑完了日を含む 日 ・学生や単身赴任などで本市以外 省エネ改修の減額
以内に実績報告書を提出してく
に住民登録していて︑本市にお ◆対 象
ださい︒なお︑事業完了日が平
住まいの人︵居所申請︶
・平成 年１月１日以前から所在
する住宅︵賃貸住宅を除く︶
成 年３月２日以降の場合は平 ※一定の条件があります︒
成 年３月 日までとなります︒ 取扱事務 本市で取り扱う事務は ・平成 年３月 日までに 万円
※国県の補助制度は直接お問い合 次のとおりです︒
以上の改修工事を行った住宅
わせください︒
※窓の断熱改修は必須です︒
・県の補助制度
※太陽光発電設備は対象外です︒
熊本県商工観光労働部新産業振
◆申請期間
興局新エネルギー産業振興室
工事完了後３カ月以内
☎０９６︵３３３︶２３２０
耐震改修の減額
・国の補助制度
◆対 象
太陽光発電普及拡大センター
・昭和 年１月１日以前から所在
する住宅
☎０４３︵２３９︶６２００
・ 万円以上の耐震改修工事を
問い合わせ先
行った住宅
企画振興課企画振興係
☎０９６８︵ ︶７２５０
◆申請期間
工事完了後３カ月以内
バリアフリー改修の減額
月３日から市役所でパス
ポ ー ト の 申 請 ・ 交 付 業 務 を ※各総合支所では申請できません︒ ◆対 象
※緊急発給︑早期発給については ・平成 年１月１日以前から所在
開始します
する住宅︵賃貸住宅を除く︶
県庁パスポートセンターにご相
・平成 年３月 日までに 万円
談ください︒
以上の改修工事を行った住宅
県庁パスポートセンター
◆申請期間
☎０９６︵３３３︶２１６０
工事完了後３カ月以内
問い合わせ先 市民課市民年金係
認定長期優良住宅に係る減額
☎０９６８︵ ︶７２１１
◆対 象 平成 年３月 日まで
に新築した認定長期優良住宅
固定資産税の減額制度が
◆申請期間
設けられています
新築した翌年の１月 日まで
※詳細はお問い合わせください︒
問い合わせ先
税務課固定資産税係
☎０９６８︵ ︶７２０７
月３日︵月︶から︑パスポー
トの申請・交付窓口が市役所に変
わります︒熊本県菊池地域振興局
での申請はできなくなりますので
ご注意ください︒
取扱窓口 市民課︵①番窓口︶
取扱時間
・申請 平日の午前９時
〜午後４時 分
・交付 平日の午前９時
〜午後５時
対象者
・本市に住民登録している人

・初めてパスポートを取得するとき

菊池川の堤防の除草を行う際に
大量の刈草が発生しています︒有
効な資源リサイクルとして︑敷き
わらや堆肥などに有効利用してい
ただける人に無料で提供します︒
また︑刈草希望者による河川敷
の除草と持ち帰りについても随時
受け付けています︒
提供時期 ９月下旬〜 月下旬
発生量 約５００トン
用 途 敷きわら︑堆肥︑牛の餌
など
注意点
・原則として︑除草場所の近くま

30

20

職 種 ケアマネジャー︵保健師
または看護師も可︶
募集人員 １人
職務内容 要支援１・２の人のケ
アプラン作成
勤務時間
月におおむね１２０時間
週( 時間以内︶
報 酬 月額１３７︑６００円
申込方法
履歴書を９月 日︵金︶までに
生きがい推進課包括支援係︵地域
包括支援センター︶に提出してく
ださい︒
問い合わせ・申込先
生きがい推進課包括支援係
☎０９６８︵ ︶７２１６

嘱託職員募集

で取りに来てください︒
・ごみなどの不純物が混じってい
ることがあります︒
・希望者が多い場合︑希望の量を
確保できないことがあります︒
・刈草の転売を目的とする場合は︑
引き取りをお断りします︒
申込期限 ９月 日︵木︶
※刈草の提供先や量の調整のため︑
受け付けは９月 日までで一度
締め切りますが︑問い合わせは
随時受け付けます︒
問い合わせ先 国土交通省菊池川
河川事務所山鹿出張所
☎０９６８︵ ︶２１７７
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その他
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31
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24
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22
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・査証欄を追加 (1回限り ) すると
き

25

57

19

査証欄
の増補

80

25

・氏名や本籍地 ( 都道府県 ) が変わ
ったとき

11

30

30

・パスポートを返納するとき

記載事項
の訂正

25

14

本年度の住宅用太陽光発電シス
テム設置費補助金の申請件数が定
数に達したため︑受け付けを停止
していましたが︑今回１００件分
を追加し受け付けを再開しました︒
対象者 本市に居住し︑居住用住
宅︵店舗などとの併用住宅を含
む︶に太陽光発電システムを新規
に設置する者で︑市県民税や固定
資産税など税金の未納がないこと
︵平成 年度納税証明書添付︶︒
※補助金の交付は１住宅につき１
回限りとします︒
※増設︑取り換え︑一部改修など
に要する費用は補助の対象にな
りません︒
補助の額
１ 当たり５万円で上限 万円
︵１︑０００円未満は切り捨て︶
申請方法 企画振興課および各総
合支所総務振興課にある申請書に
必要事項を記入し提出してくださ
い︒申請書はホームページからも
ダウンロードできます︒
注意事項
・申請書は太陽光発電システム設
置前に提出してください︒
・交付決定通知書が届いてから設
置してください︒

12月22日（木） 閉講式、体力測定、10週間の運動効果の確認

44

16

25

楽しく運動しましょう！運動の効果を確かめよ
う！！
12月14日（水）

25

30

※詳細はお問い合わせください︒
問い合わせ先 都市整備課
☎０９６８︵ ︶７２４２

12月8日（木） 家でできるながら運動

建物改修などに対する
補助制度

12月1日（木） 家でやれる！おすすめのステップ運動

38

募集

11月24日（木） 貯筋にお勧め、筋力トレーニング

10

30

菊池市健康づくり教室
いきいき養生塾第３期生
参加者募集

11月17日（木） ドンドン歩こう！ 100キロカロリー消費に挑戦

生活習慣病を予防するための健
康づくり教室を開催します︒実際
に体を動かして体験する教室です︒
運動を通じて楽しく健康づくりを
してみませんか？
募集対象 本市在住の人︵病気療
養中の人はご遠慮ください︶
日程・内容 左表のとおり
午前９時〜正午

11月2日（水） わくわくエアロビクス

15

高齢者に優しい賃貸住宅整備補助
高齢者の入居に対する優遇措置
として︑賃貸住宅への建設費補助
制度があります︒
◆対 象
・隈府中央地区での建設整備
・新規および既存の賃貸住宅のス
ロープや手すりなどの整備
◆補助額 工事費の３分の２
︵上限２００万円︶
住宅・建築物耐震診断事業補助金
地震時の緊急輸送道路確保のた
め︑沿道の建築物の耐震診断の補
助を行います︒
◆対 象
緊急輸送道路沿道の建築物
◆補助額 耐震診断費の３分の２
ユニバーサルデザイン
ユニバーサルデザインに係る改
修費の一部に補助を行います︒
◆対 象 ハートビル法など︑法
で義務付けられた施設以外で自主
的に改修工事をした場合
◆補助額 工事費の３分の２
︵上限４００万円︶
アスベスト撤去補助
アスベスト撤去に係る費用の一
部に補助を行います︒他の補助制
度を利用しているとき︑対象とな
らない場合があります︒
◆補助額 撤去費の３分の２
︵上限２００万円︶
しなやかな筋肉を作るストレッチと
10月27日（木）
今日からはじめる筋トレ

新規・切替
の申請

30

25

25

ドンドン血糖や脂肪が燃える、健康づくりの
速歩に挑戦
11月10日（木）

容
内
き
と
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24 24

10

10

10月19日（水） 開講式、体力測定、血液検査 ( 検査後軽食あり )
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kw

