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『第35回未来をのぞく住宅展』を開催します！

４月スタート 平戸市住宅関係補助金

第35回

未来をのぞく住宅展
あなたに合った建築家が

あなただけのプランをつくります

----------------------------

4/23（土）・24（日）

11：00～18:00

アルカスSASEBO 1F イベントホール

●駐車場あり ●キッズコーナーあり

4/23（土）・4/24（日）の2日間、アルカスSASEBO １F

イベントホールにて、『第35回未来をのぞく住宅展』を

開催いたします。福岡・長崎で活躍中の８名の建築家

が佐世保に集合し、建築家が手がけた実例を、パネル、模型、映像などでご覧いただけます。また、住宅に関する

無料相談会も同時開催いたします。家づくりや店舗設計に関する日ごろのお悩み、建築や土地に関する諸問題や

疑問、建築家に相談してみませんか。両日ともファイナンシャルプランナーが常駐しておりますので、資金計画のご

相談も承ります。キッズコーナーもご用意しておりますので、小さなお子様と一緒にお越しの方も、安心してゆっくりご

覧いただけます。ぜひこの機会に、足を運んでみられませんか。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

＊建築家との無料相談をご希望の方は、事前に予約も承ります。お気軽にご連絡ください。参加建築家

事業名 対象者 補助金対象住宅 補助率及び補助金額
申請
方法

新規転入者で、転入後

５年以内に住宅を取得

される人

住宅取得費の１０％又

は２００万円のいずれ

か低い額

※平成２３年４月１日

以降平戸市に転入した

人も含む。

※グリーンヒルズたび

ら土地購入加算額あり

中古住宅

住宅取得費の７％又は

５０万円のいずれか低

い額

取得後に申請

可能

市内在住者で、定住を

目的として新たに住宅

を取得される人

住宅取得費の３％又は

３０万円のいずれか低

い額。ただし、高校生

以下の子供が同居する

場合、一人につき１０

万円を加算。

※平成２７年４月１日

以降に住宅を取得され

る場合に限ります

※グリーンヒルズたび

ら土地購入加算額あり

補助対象経費の１/２

以内とし、５０万円を

限度とする。

※対象物件は一戸建て

住宅とし、市内業者が

改修するものに限りま

す

（４）移住費

用支援事業

新規転入者で、平成２

７年４月１日以降に転

入かつ定住を目的とし

て平戸市に移住した人

市外から平戸市に移

住する際に生じる荷

物運搬費及び交通費

（有料道路代、燃料

費等）

補助対象経費の２/３

内とし、２０万円を限

度とする

転入後に申請

可能

（３）中古住

宅改修費用支

援事業

新規転入者で、平成２

７年４月１日以降に転

入かつ定住を目的とし

て平戸市に移住した

人、又は市内に中古住

宅を所有している人

平戸市の空き家バン

クに登録した物件

で、居宅の用に供す

るため改修する経費

及び放置されていた

家財道具の撤去費

用。ただし、補助金

交付決定日以降の経

費に限る

事業着工前に

申請が必要

（１）新規転

入者住宅取得

支援事業

市内業者により建設

された新築住宅

建設後に申請

可能

（２）市内在

住者住宅取得

支援事業

市内業者により建設

された新築住宅

建設後に申請

可能

新年度がスタートしましたが、今年度も住宅を取得やリフォーム
等を行う方へ、有利な補助金等が用意されています。
「今年こそは！！」とご計画の方はチャンスです！！

■平戸市移住定住補助金■

■住宅用太陽光発電システム設置促進事業補助金■
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住宅用太陽光発電を設
置する人

住宅用太陽

光発電システ

ム設置促進

事業補助金

平戸市内にある住宅
（新築・既築）への太
陽光発電システムの
設置

１００，０００円を上限と
して、設備設置費用の
うち、２０，０００円／ｋ
ｗを補助

設置工事前
に申請

（予算約３０

件分）

http://www.ajinomoto.co.jp/recipe/school/index2.html??rcpcd=701631school
http://www.ajinomoto.co.jp/recipe/school/index2.html??rcpcd=701631school


１１月より工事しておりました、ケアホーム
あんじんが完成し、オープンします。
工事中は、近隣にお住いの皆様に大変お世話
になりました。皆様のご理解とご協力に心よ
り感謝いたします。

川内港の整備工事期間中、ご迷惑をおかけいたしました！

ケアホーム あんじん オープン！！ナチュラルティース ＯＰＥＮ！

優良分譲宅地 販売中！！

■担当者より■

今回工事を担当させて頂きまして、
いろいろと行き届かない面や、
ご迷惑をお掛けしたことが
多々あったと思いますが、
先生やスタッフの方々、そして
多岐にわたる専門職の方々に、
何度も教えられ、助けられて
何とかこぎつけたという印象です。
工事中、近隣の方々からも、
暖かい声を掛けて頂けたことは
今でも良い思い出となっています。
生月のこの地から歯科医療の世界
へ
メッセージを発信していくという
先生の理想を叶える一員に
加われたことを光栄に思います。
本当に有難うございました。
そしてこれからも末永いお付き合いを
どうぞ宜しくお願い致します。

（川口智一郎）

生月町で工事をさせていただいた歯科医院『ナチュラルティース』様が3月24日（木）にオープンしました。

こちらの歯科医院では、患者様お1人お1人の思いや理想を実現する、オーダーメイド治療を行っておられます。

痛みの少ないインプラント治療を望まれる患者様のために、身体への負担が少ない低侵襲の治療法を採用をし

たり、より高いレベルの予防歯科を実現するため、保険のメンテナンスではまかないきれない部分まで、しっかり

ときれいにしてもらえるＮＴ会員の導入など、様々な取り組みをされています。

最新医療機器の導入にも力を入れられており、マイクロスコープという、日本全国での導入率わずか約４％の

歯科用顕微鏡も導入されています。これを自在に使いこなせることで、従来の歯科治療では不可能だった細部

の歯垢、歯石の除去が実現できるそうです。さらに、これをドクターだけでなく、歯科衛生士の方も使いこなせる

というから驚きです。（マイクロスコープを使用できる歯科衛生士は、全国で１％未満！）

写真などを活用した分かりやすい説明で、納得した上で最新の治療が受けられますので、歯に関する悩みを

お持ちの方は、ぜひ受診してみられてください！

※生月大橋から真っ直ぐ車を約10分（JAのガソリンスタンド過ぎてすぐ）
※生月バス「宮田バス停」から徒歩１分

女性スタッフのみなさん

先月、川内港整備工事が無事に終了いたしました。工事期間中には、地域住民や関係者の皆様には大変ご迷

惑をおかけしました。

特に、今回の工事では、騒音の発生したこともあり、近くにお住まいの方には、大変ご迷惑をお掛けいたしました

事を深く反省し、今後の施工方法等も考えてまいりたいと思っております。今後とも皆様方のご協力とご理解をお

願いいたします。

家を建てたい方必見です！！

平戸市内で通勤、通学等便利。更に近隣環境の整った
地域に優良宅地を分譲しています。
裏表紙の記事のように、メリットのある補助金もあり、
また来年４月の消費税１０％の議論も行われています
が、「早いうちに！」と思われている皆様は、是非ご
検討ください。

見学や具体的な予算計画等を知りたい方は、ぜひお気
軽に弊社社員へお問い合わせください。
お問い合わせ先・・・営業部までどうぞ。

２８３万円３５２万円

４５３万円 ４８２万円

６３４万円

６４８万円
５２２万円

４月２３日
（土）にオープ
ニングイベント
を開催されます。
楽しい企画満載
のようですので、
ぜひお誘いあわ
せの上、ケア
ホームあんじん
にお越しくださ
い。

④

http://www.google.com/imgres?sa=X&hl=ja&biw=1231&bih=798&tbm=isch&tbnid=WE3g6kxHJFrRuM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.city.nihonmatsu.lg.jp%2Fsoshiki%2F26%2F20140217-1.html&docid=bAra20NpsU5F9M&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.city.nihonmatsu.lg.jp%2Fuploaded%2Fimage%2F5970.png&w=382&h=857&ei=gYwNU8GnKYjRkwXp6YGgBQ&zoom=1&iact=rc&dur=578&page=1&start=0&ndsp=25&ved=0CF8QrQMwAw
http://www.google.com/imgres?sa=X&hl=ja&biw=1231&bih=798&tbm=isch&tbnid=WE3g6kxHJFrRuM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.city.nihonmatsu.lg.jp%2Fsoshiki%2F26%2F20140217-1.html&docid=bAra20NpsU5F9M&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.city.nihonmatsu.lg.jp%2Fuploaded%2Fimage%2F5970.png&w=382&h=857&ei=gYwNU8GnKYjRkwXp6YGgBQ&zoom=1&iact=rc&dur=578&page=1&start=0&ndsp=25&ved=0CF8QrQMwAw

