に受付を終了する場合があ
りますのでご了承ください。
助
※成決定を得ずに事前着工
したものは対象になりませ
んので、ご注意ください。
過
※去に助成を受けたことが
ある方は、別の箇所であっ
ても申請できません。
申
※請時に必要な書類につい
ては、市ホームページ又は
産業振興課へ事前にご確認
ください。
申
※請者多数が予想されるた
め会場入口で整理券を配布
する予定です。
受付期間
５月１日 火( ～
) ５月 日 木( )
土
※日祝日除く
工事完了期日
平成 年 月 日 金
( )
交
※付決定通知後、工事を着
工し、工事完了期日までに
完了報告をしてください。
申請・問合せ先
産業振興課産業振興係
☎㉒３９１４

＊納期内に納めましょう。
＊納税は便利な口座振替で
＊口座振替は残高確認を！

31

下田市住宅リフォーム
振興事業助成金制度

30

市内経済対策の一環として
住宅リフォーム振興事業助成
金制度の申請を募集します。
制度内容
住宅又は併用住宅で住居の
用に供する部分の修繕、リフ
ォームを対象とします。
助成金の額は、改修工事に
要する費用（消費税等を除く）
が１５０万円以上の場合は
万円、 万円以上１５０万円
未満の場合は ％の額を助成
します。（助成額の ％は下田
クレジット商品券で交付）
また、子育て支援の新たな
施策として、中学生以下の子
供を有する世帯については、
通常の助成金に、改修工事に
要する費用の ％又は 万円
のいずれか低い額を上乗せし
て助成します。
予
※算の範囲内で行う事業の
ため、受付期間終了期日前
30

①世帯全員が入った住民票
（工事完了後も住所が変わ
らない場合のみ）
②発電システム設置工事同意
書（住宅所有者が複数いる
場合のみ）
③システム設置に要する費用
の内訳が記載された工事請
負契約書（建売住宅のとき
は売買契約書）又は見積書
の写し
④システムの公称最大出力な
ど仕様がわかる書類
⑤システムの設置個所の計画
図及び設置個所を含めた住
宅全体が入った現況写真
⑥市税の完納証明書（課税さ
れている方全員分）
注意事項
①補助金交付決定前に設置工
事に着手（建売住宅の場合
は電力受給契約又は建物の
引渡し）した場合は、補助
金が支給されませんので、
工事前に申請してください。
②平成 年３月 日までに電

けいしゅく

脳卒中の後遺症としてみら
れる運動障害に痙縮がありま
す。痙縮とは、自分の意思と
は関係なく筋肉の緊張が高ま
り、手や足が勝手につっぱっ
たり曲がったりしてしまう状
態のことです。
当院では、痙縮に悩まれて
いる患者さまの、苦痛緩和や
日常生活動作の改善、介護負
担軽減に向け、ボツリヌス療
法を開始しました。
ボツリヌス療法とは、ボツ
リヌストキシンの筋肉注射に
よる筋緊張の緩和作用を利用

肝炎ウイルス検査、
ＨＩＶ検査、梅毒検査、
ＨＴＬＶ １
‐検査を
実施します

がん けん けい れん

し、
①上肢・下肢の痙縮軽減、
②痙縮による痛みの緩和③関
節可動域の増加④日常生活動
作の向上による介護負担の軽
減⑤拘縮予防、を図ります。
治療の効果は注射後２～３
日目から徐々に現れ、通常３
～４か月持続しますが、定期
的な注射が必要となります。
費用は部位や範囲により異
なり、上下肢の痙縮を対象と
した場合、１回当たり約７万
～９万５千円（保険適用３割
負担の場合）程度かかります。
ただし、高額療養費制度や、
重度心身障害者医療費助成を
利用することで、費用が減額
となることがありますので詳
しくはお問い合わせください。
当院では脳神経外科にて診
療を行います。対応可能な対
象疾患は、手足（上肢・下肢）
の痙縮、眼瞼痙攣、片側顔面
痙攣となります。予約制とな
っておりますので左記専用ダ
イヤルまでご連絡ください。
診療時間枠（完全予約制）
毎月第２月曜日
時、 時、 時、 時
問合せ先
下田メディカルセンター
予約専用ダイヤル
☎㊳０４４３

一般曹候補生は、陸・海・
空曹自衛官を養成するコース
です。
応募資格
平成 年４月１日現在、 才
以上 才未満の方
受付期限 ５月１日（火）
試験日 ５月 日（土）
場所 プラサヴェルテホテル
沼津（予定）
問合せ先
自衛隊伊東地域事務所
☎０５５７ ３-７ ９-６３２

一般曹候補生を募集します

13

公益財団法人
による交通相談

日弁連交通事故相談センター

弁護士が月に一度、交通事
故に関する様々な相談に応じ
ます。相談料は無料です。
日時 ４月 日（木）
時～ 時 分
場所 市役所２階第２委員会室
前
※日までの予約制で、 分
ごとに割振りを実施してい
ます（最大５件）
。
申込・問合せ先
静岡県弁護士会沼津支部
受付時間 ９時～正午
時～ 時
☎０５５ ９-３１ １-８４８
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重度心身障害者
タクシー券の助成枚数
及び対象者を
拡大しました

リサイクル分別収集予定表
３月５日（月）の朝刊にて
折込配布しました。平成 年
３月までの予定を掲載してい
るので大切に保管してください。

また、市役所市民保健課、
観光交流課、環境対策課（清
掃センター）と教育委員会、
市内各郵便局、市内伊豆太陽
農業協同組合各店舗でも配置
しています。
問合せ先 清掃センター
☎㉒６６８６
ひとりでの下校時は要注意

昨年中、警察に通報のあっ
た「声かけ事案などの不審者
情報」は県内で１，４５９件
あり、そのうち下田警察署管

ボツリヌス治療外来の
開始のご案内

メディカル
通信

市内に住所を有する在宅の
重度障害者に、平成 年度末
まで有効なタクシー利用券を
交付します。
た
※だし、自動車税又は軽自
動車税の減免を受けている
方は除きます。
対象者
・身体障害者１級・２級の方
・療育手帳Ａの方
・精神障害者１級・２級の方
助成の内容
１乗車につき中型又は小型
タクシー初乗り運賃の利用券
を１人につき 枚交付します。
申請に必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳又
は精神保健福祉手帳、認め印
利用できるタクシー会社
・ 伊豆急東海タクシー株式会社
・ 株式会社栄協
・ ヒフミ自動車株式会社
・ 社会福祉法人春栄会ケアセ
ンターうばめ樫（介護タク
シー）
申請・問合せ先
福祉事務所障害福祉係
（窓口⑥）☎㉒２２１６

平成 年度
燃えるごみ収集日程表、

30

内では８件の通報がありました。

日時 原則第４木曜日
９時～ 時
直近の検査日
４月 日（木）
、５月 日（木）
午
※後開催の月もありますの
で、詳細や以降の日程はお
問い合わせください。
場所 下田総合庁舎別館
１階相談室
検査項目 肝炎検査（Ｂ型及び
Ｃ型）
、
ＨＩＶ検査、梅毒検査、
ＨＴＬＶ １
‐検査（ 月のみ）
検査結果
肝炎・ＨＩＶ・梅毒検査
検査当日午後に面談にて告知
ＨＴＬＶ １
‐検査
約２週間後に面談にて告知
その他
電話予約が必要です（検査
※
前日の午後４時まで受付）
。
検査は無料です（ＨＩＶ検
※
査匿名で受検可能）
。

18
30

11

力会社と受給契約をすること。

相談は随時受け付けています。
※
予約・問合せ先
賀茂保健所地域医療課

☎㉔２０５２
松崎保健支援室 相
( 談のみ )
☎㊷０２６２

16

30

17

24

子どもが不審者に声をかけ
られる場合の多くは、１人で
下校しているときです。ラン
ドセルに防犯ブザーを付けた
り、いざというときに逃げ込
める、こどもをまもる家の場
所を確認しておくなど、防犯
対策をお願いします。
問合せ先
下田警察署管内防犯協会
☎㉗２７６６

15

26

26

15

13

15

4 月の納税
その他 書類等は市ホームペ
ージをご覧いただくか、お問
い合わせください。
問合せ先
環境対策課環境保全係
☎㉒２２１３

12

14

27 30

13

17

11

30

30

【納期は５月１日（火）】
※４月 30 日が振替休日
のため
固定資産税 １期

20

20

住宅用太陽光
発電システムの
設置費を補助します

10

30

31

20

対象者
①下田市民であって、自ら所
有・住居する住宅又は購入
する新築・建売住宅に機器
を設置する予定の個人（工
事完了時点で下田市民とな
る方を含む）
②世帯全員が市税の滞納がな
いこと。
対象機器
①未使用品の機器であること。
②次に掲げる保証が、設置後
年間、製造メーカーによ
り付されるもの。
・ 太陽電池モジュールの公称
最大出力の パーセント以
上の出力を保証するもの。
・ 正常使用にもかかわらず、
太陽電池モジュール、パワ
ーコンディショナ等システ
ムの主要部分が故障した場
合、無償修理（同等品との
交換を含む）
を保証するもの
③ リース契約によるものは不可。
補助金額 １キロワットあた
り３万円（ 万円を上限）
当初予算額 １００万円
申請方法 補助金交付申請書
に次の書類を添付して申請し
てください。

同報無線の内容や市の情報を配信しています

※紙面中、電話番号に市外局番の記載がない場合、市外局番は「0558」です。
2018. ４月号
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19

31

問 合 せ 先 自衛隊静岡地方協力本部
伊東地域事務所 ☎０５５７－３７－９６３２

下田市メール配信サービス

10

80

12

自衛官募集中 !
ぜひご利用ください
※紙面中、電話番号に市外局番の記載がない場合、
市外局番は「0558」です。

