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詳しくは市ホームページまたはお問い合わせください

最大20％戻ってくるキャンペーン

住まいに関する制度
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建築住宅課・内線601
若い世代の住宅取得補助金
対象 40歳未満（既婚の場合は夫婦どちらか）で取得日から1年以内の①市内東
側で取得の方②市外から転入の方

補助額 ①10万円②5万円（最大15万円）
住宅リフォーム補助金
対象 居住する個人住宅（所有権登記済み）のリフォーム工事（20万円以上）を
市内登録事業者などで行い定住する方※契約締結前（施工前）に要申請
受付期間 令和4年1月31日㈪まで
補助額 対象工事費用の5％～20％（最大10万～40万円）
※子育て・単身者世帯は上限を10万円増額

※【フラット35】地域連携型（住宅金融支援機構）の金利優遇あり
液状化対策工事補助金
対象 東日本大震災で液状化被害を受けた建物の土地に液状化対策工事を行
い、住宅などを建築する方※条件あり
補助額 対象工事費用の50％（最大50万円）
空き家バンク、マイホーム借上げ制度

◎空き家バンク…市内の空き家などを有効活用するため、貸したい・売りたい
空き家などの物件を登録し、利用したい方と結びつける制度。
◎マイホーム借り上げ制度…(一社)移住・住みかえ支援機構（JTI）が運営する公
的な賃貸制度。住まなくなった自宅を機構が借り上げ、入居者のいない空室時
JTI☎03－5211－0757
でも毎月賃料を支払います。

ふれあい体験農園
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PayPayを使って我孫子でお食事・お買い物！

期間 9月30日㈭まで
利用方法 対象店舗でPayPayを使って支払うと、最
大20%相当のPayPayボーナスが付与されます。詳し
くは市ホームページ（QRコード参照）をご覧ください。
※付与されるPayPayボーナスはPayPay/ワイジェイ

カード公式ストアで利用可。出金・譲渡不可。
※複数のキャンペーンが適用される場合、付与額の
高いものが適用され、重複適用されない場合があり
ます。
対象店舗 市内のPayPay加盟店（アプリで確認可）
付与上限 決済1回につき1000円相当、期間中合計

1万円相当
付与日 決済の翌日から約30日後
PayPayカスタマーサポート☎0120－990－634、商業観光
課・内線506

9月10日は第61回「下水道の日」
下水道は、家庭から出た汚水を手賀沼終末処理場に集め、浄化して自然に返
す役割の他に、雨水を速やかに流し水害を防ぐ役割もあります。9月10日は立
春から220日目で、昔は二 百 二十日と呼ばれ大きな台風が来る日とされていま
した。雨水を流すという下水道の役割にちなんで定められた下水道の日は、下
に ひゃく は

つ

か

水道事業に理解と関心を深めていただく日です。

利用者募集

排水設備の仕組み（分流式）

市内農家が開設しているふれあい体験農園の新規利用者を募
集します。興味がある方は各申込先にお問い合わせください。
また、農園を新設したい農家の方も募集しています。詳しくは
お問い合わせください。
農園名

場所

伝習農場「むそう塾」

北新田

1万5000円 玉根☎090－4022－3165

根戸新田ふれあい体験農園

根戸新田

9000円

日暮ふれあい体験農園

根戸新田

9000円

高野山

9000円

第1岡田ふれあい体験農園

第2岡田ふれあい体験農園 高野山新田 1万2000円
五本松ふれあい体験農園

岡発戸

・

年額

農政課☎7185－1481

岡田☎090－9383－7322

1万円 竹井☎7182－3363

飯塚ふれあい体験農園

中峠

8000円 飯塚☎7188－2129

南新木ふれあい体験農園

新木

9000円 増田☎090－5445－9950

秋田ふれあい体験農園

布佐

8000円 秋田☎7189－3465

谷ツ山ふれあい体験農園

江蔵地

9 月 市民相談・県民相談
行政書士
電話
相談

人権相談 電話
生活相談

◎ガソリンやシンナーなどを流さない
◎汚水ますに雨水を流さない

※ は予約制です。
健康相談
心の相談
子ども総合相談

ひとり親相談

DV 相談
（男性可）
結婚相談
（ 優先）

月～金曜日（祝日を除く）8時30分
～17時 保健センター 健康づく
り支援課☎7185－1126
15日㈬13時30分～（予約は14日㈫
まで） 相談室（西別館2階） 障害
福祉支援課・内線421
月～金曜日（祝日を除く）8時30分
～17時 子ども相談課（西別館1階）
☎7185－1821
月～金曜日（祝日を除く）8時30分
～17時 〈離婚・養育費・面会交流
など〉 子ども支援課（西別館2階）
・
内線849
月～金曜日（祝日を除く）8時30分
～17時 社会福祉課内配偶者暴力
相談支援センター（西別館2階）☎
7185－1113
木 曜 日 10時 ～17時 第1・3土 曜
日、 第2・4日 曜 日 10時 ～19時
我孫子市結婚相談所 あび♡こい♡
ハート☎7184－8100

〈ご利用ください〉▶防災行政無線放送テレホン案内（放送内容の確認）☎0120－031676

地域職業相談
介護と
こころの相談
すまいの相談

県民相談

消費生活相談

◎台所から生ごみや油を流さない
◎水洗トイレでは溶ける紙を使用
下水道課・内線588

市民相談

市民相談

司法書士
法律相談 電話

7日 ㈫、9日 ㈭、16日 ㈭、21日 ㈫、
28日 ㈫9時30分 ～15時30分（ 予 約
は1日㈬8時30分～） 秘書広報課☎
7185－1714
15日㈬13時～16時（予約は平日10
時～15時）
〈新型コロナウイルス感
染症関連の補助金、相続・遺言手続
きなど〉 我孫子地区行政書士相談
事務局・山崎☎070－6482－5135
14日 ㈫10時 ～15時（ 予 約 は2日 ㈭
～13日 ㈪13時 ～16時 ） 千 葉 司 法
書士会柏支部☎080－5901－3236
月～金曜日、第2・4土曜日（祝日を
除 く ）10時 ～17時30分 消 費 生 活
センター☎7185－0999
月 ～ 金 曜 日8時30分 ～17時15分
み ん な の 人 権110番 ☎0570－003
－110
月～金曜日（祝日を除く）8時30分
～17時 社会福祉課（西別館2階）
・
内線394

市では、計画的に下水道を整備しています。整備が終わった区域にお住まい
の方は、排水設備の早期設置にご協力ください。処理区域内でくみ取り式トイ
レを使用している方は3年以内に水洗トイレに改修、浄化槽を使用している方
は1年を目安に廃止し、下水道管に汚水を流す工事をしてください。

市民相談

弁護士
法律相談 電話

排水設備は早期に設置を

下水道は正しく使いましょう

9000円 野口☎090－1994－7663

農政課☎7185－1481

▲下水を運ぶ方式は、汚水と雨水を同じ管で運ぶ合流式と、別々の管で運ぶ分流式が
あり、市では分流式を採用しています。

福祉用具相談
来所
児童相談

電話

交通事故
電話
相談

月～金曜日（祝日を除く）9時30分
～17時 地域職業相談室（サンビー
ンズビル6階）☎7165－2786
火 ～ 日 曜 日 10時 ～16時 福 祉 ふ
れあいプラザ（けやきプラザ1階）☎
7165－2886
金曜日 10時～16時（随時） 水・木
曜日10時～12時（要予約） 福祉ふ
れあいプラザ（けやきプラザ6階）☎
7165－2886
火 ～ 日 曜 日 10時 ～16時 福 祉 ふ
れあいプラザ（けやきプラザ1階）☎
7165－2886
月～金曜日（祝日を除く）9時～17
時 柏児童相談所☎7131－7175
月～金曜日（祝日を除く）9時～17
時 柏児童相談所☎7134－4152
月～金曜日（祝日を除く）9時～12
時、13時～16時30分 交通事故相
談所☎047－368－8000

次の放送がされた場合は、
情報が入れ替わります。

