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このガイドは年間を通してご利用いただけますので、広報かぬまから抜き出してお役立てください。

　今回と次回の「くらしのガイド」は、日々
のくらしに関する内容となります。１回目
は、環境関連についての支援策や、上下水
道のお知らせなどについて掲載しますので、
参考にしてください。

くらしのガイド
No.10　くらし①

くらしのガイド

保存版

環境
■新エネルギー設備導入報奨金
　新エネルギー設備を設置した人に報奨金として、鹿
沼市で使える商品券を支給します。
　支給を受けるには、次の要件が必要です。
　（1） 自ら居住する市内の住宅に、新たに新エネル
　　  ギー設備を設置した人（法人を除く）
　（２） 市税を滞納していない人

対象設備 補助金額
太陽光発電・ガスコージェネ
レーション・燃料電池

１kWあたり1.5万円
上限６万円

集熱器・貯湯槽を有する太陽
熱利用設備

本体価格の10％
上限４万円

問い合わせ　環境課総務係　☎（64）3194

■生ごみ処理機等設置費補助
　家庭からでる「生ごみ」の減量化を図るため、生ご
み処理機等を設置する人に補助金を交付します。
　交付を受けるには、次の要件が必要です。
　（1） 市内に住所があり、住んでいる人（法人を除く）
　（２） 生ごみ処理機等を利用し、生ごみを減量する人、
　　  または処理した堆肥を有効に活用する人
　（３） 市税を滞納していない人
補助金の額
　（1） 生ごみ処理機　購入金額の1/2
　（２） コンポスト容器、ＥＭ生ごみ処理容器  購入金額
　　  の1/2
　それぞれ上限があります。
※購入前の申し込みが必要です。詳しくはお問い合わ
　せください。
問い合わせ　環境課総務係　☎（64）3194

■資源ごみ回収団体に報償金
　家庭から出た資源ごみを共同集荷し、市が指定した
回収業者に売却した団体に、市から報償金を支給しま
す。報償金の額：１㎏ 当たり４円
※資源ごみとは再利用できるもので、新聞紙、雑誌、
　ダンボール、ビン類、金属類などです。
問い合わせ　環境課総務係　☎（64）3194

■環境美化推進モデル地区
　市内を17地区に分け、花いっぱい運動等を実施する
地区に補助金を交付します。
補助金額　市の予算の範囲内で、団体の美化活動経費の
　　　　50％以内（１地区につき上限10万円）
募集期間　毎年２月下旬～４月中旬（広報でお知らせし
　　　　ます）
問い合わせ　環境課環境保全係　☎（65）1064

■家庭用浄水器設置補助
　上水道の給水区域外で、市の指定する家庭用浄水器
を設置する人に補助金を交付します。
補助金額　補助対象経費の30％以内
問い合わせ　環境課環境保全係　☎（65）1064

■野焼きは禁止されています
　廃棄物の屋外焼却（野焼き）は原則として禁止され
ています。また、構造基準を満たさない焼却炉の使用
も禁止されています。これに違反すると「5年以下の
懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併
科」に処せられます。
問い合わせ　環境課環境保全係　☎（65）1064

環境クリーンセンター
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■光化学スモッグ緊急時の発令
　注意報などの発令と同時にコミュニティセンター
や郵便局、駐在所などに通報し、立看板を掲出しま
す。
問い合わせ　環境課環境保全係　☎（65）1064

■空間放射線量測定器の貸し出し
　空間放射線量測定器の貸し出しをしています。
問い合わせ　放射能対策室　☎（65）5759

■放射性物質測定
　放射性物質測定器（ガンマ線スペクトロメーター）
により、農産物・林産物・野生鳥獣・腐葉土・堆肥・
灰などの測定を受け付けます。
問い合わせ　放射能対策室　☎（65）5759

■し尿の処理
初めてくみ取りするとき
　転居・転入などで初めてくみ取りをするときは、一
般廃棄物処理申請書（し尿）を提出してください。用
紙は、市民課窓口、各コミュニティセンター、環境ク
リーンセンター、または市ホームページにあります。
臨時のくみ取りをするとき
　トイレの改造や引っ越しなどで臨時にくみ取りをす
るときは、その３日前までに連絡してください。
手数料
　１本（36リットル）につき400円です。料金納付は
便利な口座振替制度をご利用ください。
問い合わせ　清掃課事業係　☎（64）3241

■道路についての問い合わせ・相談
○道路が崩れている、穴があいている、側溝の蓋が
　壊れているとき
　市道…維持課道路維持係 ☎（63）2222
　国・県道…鹿沼土木事務所保全部 ☎（65）3216
○道路との境界を確認したいとき
　市道・認定外道路…建設監理課路政係 ☎（63）2208
　国・県道…鹿沼土木事務所管理部 ☎（65）3212

■道路を占用するとき
　市、国・県道路に工作物や施設を設け、継続して道
路を使用する場合は道路管理者の許可が必要です。
　市道…建設監理課路政係 ☎（63）2208
　国・県道…鹿沼土木事務所管理部 ☎（65）3212

■交通安全施設が必要なとき
　市道にカーブミラーなどが必要になったときは、自
治会長を通してご相談ください。
問い合わせ　維持課道路維持係　☎（63）2222

道路

■防犯灯
　町内に防犯灯が必要なときは、自治会長を通して
要望してください。
　市は全ての自治会等に要望調査を行い、設置要望
箇所の現地調査を行った後に、一括して工事を発注
します。
　要望数が多いときは、設置できない場合もあります。
○要望取りまとめ時期
　６月～７月
○設置期間
　年度内
問い合わせ　市民活動支援課市民協働係
　　　　　　☎（63）2218

交通安全対策・防犯
■高齢者運転免許自主返納支援
　有効期限内の全ての運転免許証を自主返納した65
歳以上の市民、またはやむを得ない事由により運転
免許を自主返納した市民に、リーバス・予約バス無料
乗車券を交付します。

〔申請手順〕
①初めに運転免許センターまたは警察署で自主返納

の手続きを行ってください。
②①で交付された「運転免許の取消通知書及び免許

証の写し」または「運転経歴証明書」を持参し、交
通対策係（市役所新館２階○番窓口）で申請して
ください。

③その際にご本人の写真撮影を行い、顔写真の入っ
たリーバス・予約バス無料乗車券を交付します。
なお、当乗車券の申請は１人１回限り、有効期限は
１年間です。更新はありません。

問い合わせ　生活課交通対策係　☎（63）2163
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■指定給水装置工事事業者
　水道の工事（新設・増設・修繕など）は、市が指定
する工事事業者でないと、行うことができません。
問い合わせ　水道業務課総務係　☎（65）3142

■こんなときには届け出を
　引っ越しなどで水を出すときや止めるとき、使用者
や所有者が変わったときは届け出てください。
問い合わせ　水道業務課料金係　☎（65）3141

■料金の支払い
　口座振替が便利です。最近の水道料金の検針票また
は領収書と、預金通帳・口座届出印を持参し金融機関
で手続きしてください。鹿沼市内に本店・支店のある
金融機関とゆうちょ銀行・郵便局が利用できます。
なお、現金納付の場合は、鹿沼市役所・各コミュニ
ティセンター・鹿沼市水道部、上記金融機関等、コ
ンビニエンスストアでお支払いができます。
問い合わせ　水道業務課料金係　☎（65）3141

水道料金表
○鹿沼給水地域 【単位：円（消費税込み）】

メーター口径 基本料金
１カ月分

従量料金（１㎥あたり）
11～20㎥ 21～30㎥ 31～50㎥ 51～100㎥ 101㎥～

小
口
径
群

13㎜ 10㎥まで
1,242.00 118.80 145.80 183.60 216.00 264.60

20㎜ 10㎥まで
1,663.20 118.80 145.80 183.60 216.00 264.60

中
口
径
群

25㎜ 10㎥まで
1,998.00 118.80 145.80 183.60 216.00 264.60

30㎜ 2,268.00 （1～50㎥）183.60 216.00 264.60

大
口
径
群

40㎜ 3,337.20 （1～50㎥）183.60 216.00 264.60

50㎜ 6,642.00 （1～100㎥）216.00 264.60

75㎜ 12,009.60 （1～100㎥）216.00 264.60

100㎜ 18,154.80 （1～100㎥）216.00 264.60

※算定した額に１円未満の端数があるときは切り捨てます。

○粟野給水地域 【単位：円（消費税込み）】
基本料金
２カ月分

従量料金（1㎥あたり）
21～60㎥ 61～100㎥ 101～200㎥ 201㎥～

計
量
栓

一般用 20㎥まで
2,764.80 152.28 163.08 173.88 184.68

団体用 20㎥まで
2,764.80 （21～100㎥）173.88　 184.68 195.48

共用栓 1世帯につき
20㎥まで2,764.80 152.28 163.08 173.88 184.68

定額栓 2,764.80 －

※算定した額に１円未満の端数があるときは切り捨てます。

○水道メーター使用料（粟野給水地域のみ）　　　　　　　            【単位：円（消費税込み）】
メーター口径 使用料（２カ月分） メーター口径 使用料（２カ月分）

13㎜ 168 30㎜   440
20㎜ 293 40㎜   546
25㎜ 315 50㎜ 2,160

問い合わせ　水道業務課料金係　☎（65）3141

水道
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■公共下水道
　公共下水道処理区域内に建物を所有している人は、公共下水道が使用できるようになってから３年以内にくみ取り
式便所を水洗便所に改造することが義務付けられています。また、浄化槽を使用している家庭でも速やかに公共下水
道に接続してください。
○水洗化工事　市への申請手続きを含め、下水道排水設備指定工事店にご相談ください。
○水洗便所設置資金補助金　供用開始から３年以内に公共下水道に接続させる改造工事をする場合、13,500円を補助します。
　　　　　　　　　　  ただし、水洗便所改造資金を借り受けた場合は除きます。
○水洗便所改造資金貸付金　水洗便所の改造資金を最大40カ月以内の償還期間で貸し付けします。

種　類 貸付金額

くみ取り式便所を水洗便所に改造して公共下水道に接続させるための工事
便所が１カ所の場合26万円以内
便所が２カ所以上の場合44万円以内

既存の浄化槽を廃止して公共下水道に接続させるための工事 14万円以内
○下水道使用料
　使用料は、排出する水量に応じて算定します。　　　　　　　　　　　　　　　　　 【単位：円（消費税込み）】

  基本料金（１カ月当たり） 超過料金（１㎥当たり）
排水量 10㎥まで 11～20㎥ 21～30㎥ 31～50㎥ 51～100㎥ 101㎥～
料　金 1,188.00 140.40 162.00 183.60 205.20 226.80

※算定した額に1円未満の端数があるときは切り捨てます。　
※自家水使用（水道水と併用も含む）の場合は、1人当たりの排水量を7㎥とし、使用人数を乗じて料金を算定します。
問い合わせ　下水道課料金係　☎（65）3697　　下水道施設課整備係　☎（65）3607

■合併処理浄化槽設置費補助

補助金額
人槽区分 補助金額
 ５人槽 332,000円
 ７人槽 414,000円
10人槽 548,000円

※単独処理浄化槽を撤去し合併処理浄化槽につけ替える
　場合は「単独処理浄化槽撤去費補助金」を加算します。
単独処理浄化槽
撤去費補助金額

撤去費用の1/2以内の額
上限50,000円（千円未満切捨て）

問い合わせ　下水道課管理係　☎（65）3241

補助対象者
・住宅（延べ床面積の1/2以上を住居として使用する
　建築物を含む）に10人槽以下の合併処理浄化槽を設
　置する人
補助対象区域
　以下の区域を除く市内全域
・公共下水道認可区域
・農業集落排水事業処理区域
・地域下水処理施設対象区域

下水道

■雨水活用設備（貯留槽・浸透桝）設置費補助
　雨水活用設備を設置する人に補助金を交付します。設置前に「補助金交付申請」が必要です。

種　類 対象区域 区　分 補助金額 補助限度

雨水貯留槽 市内全域
市販の専用製品を設置する場合 設置に要した経費の

１/２以内の額
１建築物につき１基
上限30,000円

自主製作品を設置する場合 一律5,000円 １建築物につき１基

雨水浸透桝
市内の市街化
区域または
用途地域

単独で設置する場合 設置に要した経費の
１/２以内の額

１建築物につき４基まで
上限50,000円

同一年度内に、隣接する10建築
物以上が集団で設置する場合

設置に要した経費の
１/２以内の額

１建築物につき４基まで
上限70,000円

問い合わせ　下水道課管理係　☎（65）3241

　合併処理浄化槽を設置する人に補助金を交付します。設置前に「補助金交付申請」が必要です。


