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市政通信

獅 市職員採用試験の実施本市の未来を担う
人材を募集

試 験 日 10月16日（日）
試験会場 長崎国際大学
受付期間 8月29日（月）～9月16日（金）

試験案内、申込書の配布場所

市役所本庁舎玄関案内、職員課（6階）、中央保健福祉センター玄関案内、各
支所・行政センター ※申込書は市ホームページからもダウンロード可。

冗職員課 緯24-1111

受験資格採用予定試験職種

昭和63年4月2日以降に生まれ、
高校または短大を卒業した人か、
来年3月までに卒業見込みの人
※4年制大学等を卒業した人や
卒業見込みの人は受験できま
せん。

若干名事務職
（高卒程度）

学歴・年齢不問
「長崎がんばらんば国体」に関す
る事務を行います。任期は平成
24年4月1日から27年1月31日ま
での2年10カ月。再度の採用や
任期の更新はありません。

10人事務職
（任期付き）

受験資格採用予定試験職種

次の①から③をすべて満たす人
①昭和51年4月2日以降に生まれ、
高校以上の学校を卒業した人
か、来年3月までに卒業見込み
の人
②申し込み日現在、身体障害者
福祉法第15条に定める身体障
害者手帳の交付を受けている
人
③自力による通勤ができ、かつ
介護者なしに事務職として職
務遂行が可能な人

1人事務職
（身体障がい者）

市消防職員採用試験の実施

試 験 日 10月16日（日）
試験会場 長崎国際大学
受付期間 8月29日（月）～9月16日（金）
募集職種 消防職（救急救命士を含む）
採用予定 10人程度
受験資格

昭和57年4月2日以降に生まれ、高校以上の学校を
卒業した人か来年3月までに卒業見込みの人、もし
くはこれと同等以上の学力を有すると認められる人

試験案内、申込書の配布場所

消防局総務課、各消防署・消防出張所、市役所本庁
舎玄関案内、各支所・行政センター

冗消防局総務課 緯23-9251

キラっ都佐世保応援寄附金を募集

佐世保の美しい自然や文化を守り、個性と魅力にあ
ふれた「ふるさと佐世保」をつくり育てるため、市民
や本市に縁のある皆さんからの「キラっ都佐世保応援

と

寄附金」（ふるさと納税）を募集しています。皆さんの
ご協力をよろしくお願いします。
申込方法

専用の申込書に必要事項を記入し、ファクス（25-
9677）か郵便（〒857-8585・住所不要）で、佐世保市財
政課あてにお送りください。申込書受理後、ゆうちょ
銀行の「払込取扱票」をお送りしますので、最寄りの
「ゆうちょ銀行」か「郵便局」でお支払いください。
※申込書は市ホームページからダウンロードできます。

※電話やEメールでも申し込むことができますので、お気軽

にお問い合わせください。

寄付金の活用

「九十九島の景観を保全する事業」「西海国立公園九十
九島動植物園を整備する事業」に活用します。
※2,000円以上寄付した場合は、確定申告により「寄付
額から2,000円を差し引いた額」が所得税と個人住民
税から控除されます。詳しくはお尋ねください。

冗財政課 緯24-1111
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獅 佐世保市住宅リフォーム緊急支援事業住宅リフォーム経費の
10%を助成

本市では、市内経済の活性化と市民の住環境の維持・
向上を目的として、以下の内容で、住宅リフォームに関
する補助事業を実施しています。詳しくはお尋ねくだ
さい。
募集期間

来年2月29日（水）まで ※予算額に達した時点で終了。
対 象 者

住宅の所有者で、現在、その住宅に居住している人
※国、県、市など類似の住宅リフォーム関連支援事業
との併用不可。本事業の利用は1対象者につき1回限り。

対象住宅

①一戸建ての住宅（店舗と併用の場合は、住宅部分だけ）
②マンション等の共同住宅（専有部分だけ。賃貸住宅
は対象外）

対象工事

次の両方に該当するもの
①住居部分にかかる税込み20万円以上のリフォーム
工事で、市内に事業所を有する事業者が施工する
もの ※着工後の工事は対象外。
②来年3月23日（金）までに実績報告書（工事完了報告
書）が提出可能な工事

対象経費

①リフォームに要する費用
②家庭用電化製品・設備の設置に伴う工事（工事部分
だけが対象）
※造園工事、門扉・駐車場・外構工事など住居部分と
みなされない部分は対象外です。

助 成 額 工事額の10%（上限10万円）
冗産業振興課 緯24-1111

とき・ところ

8月15日（月） 会場別の時間等は右表のとおり
精霊船の大きさ

全長10杓以内、担いだときの高さ3.5杓以内、幅2.5杓以内
※全長2杓以上の船は最寄りの警察署の許可が必要。
受付期間 8月5日（金）まで

名切会場への順路

大和町方面→佐世保駅前=国道の左端
佐世保駅前→名切交差点=国道の右端
小佐世保通り→国道に合流=市道の右端
山手方面→中央公園=市道の左端
裁判所方面→中央公園=市道の左端
大野・日野赤崎方面→名切交差点=国道の左端
※三ヶ町・四ヶ町アーケード内は通行できません。

市営バスの路線変更

花園経由 俵町→高梨経由で運行（19時～22時）
沖新町線 佐世保高専寮前を運行（14時～22時）

車両通行止め

中央公園スポーツ広場周辺（19時～22時）

冗環境政策課 緯31-6520

精霊流しの実施場所など

とき・ところ主催・連絡先会場名

19時～22時
中央公園スポーツ広場

精霊流し実行委員会
※連絡先は環境政策課

名切

18時～22時
東町海岸（早岐瀬戸）

早岐地区自治会連合会
緯38-2213

早岐

18時～20時30分
高専グラウンド横

日宇商工振興会
緯32-5618

日宇

18時～21時
中里皆瀬支所駐車場

中里皆瀬地区連合町内会
緯49-2114

中里皆瀬

17時30分～21時30分
水産市場横広場

相浦町協議会
緯48-4259

相浦

18時～22時
ポットホール公園駐車場

吉井町万灯籠流し実行委員会
緯64-2078

吉井

18時～20時30分
躍進の泉公園

栗迎六区青年部
緯76-2211

世知原

19時～21時30分
大悲観公園駐車場、
楠泊バス停前広場

小佐々町保健環境自治連合会
緯41-3114

小佐々

19時～21時30分
口ノ里埋立地横防波堤

ふれあい口ノ里会
緯65-3454

鹿町

交通規制や花火の
使用にご注意を

■会場名、主催・連絡先など

獅

注意事項
①花火の使用は許可を受けた人（腕章着用）しかできません。
警察への届け出が必要です。
②道路や会場で精霊船を回転させたり、放り上げたりする
ことは危険ですので、絶対にしないでください。
③各会場ともマイカーでの来場はご遠慮ください。
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本市には今月号で特集した黒島をはじめ、高島や宇久島、寺島など、魅力的な島が数多くあります。

しかし離島航路は、島民人口や観光客の減少などにより利用者が年々減少しており、国や県、市か

らの助成を受けながら維持されています。大切な航路を今後も維持していくためには、1人でも

多くの方に利用していただくことが不可欠です。ことしの夏は、自然や歴史を感じ、温かい人た

ちに出会える佐世保の身近な船旅に出掛けてみませんか！

※運行時刻等はゴールデンウイークやお盆、年末年始などで変更になる場合がありますので、あらかじめご確認ください。
※燃料油価格変動調整金により運賃が変更になる場合があります。

離島航路利用促進などに関するお尋ね 公共交通推進室 緯24-1111

対馬瀬灯台（宇久島）

離島航路を利用しよう!
大 切 な 航 路 を 今 後 も 維 持 し て い く た め に

宇久島ぶらり
平家盛が安住を求めてたどり着いたという伝説が
ある宇久島を1泊2日で巡るガイド付きツアーです。
1日目 貸切タクシーによるガイド付き半日観光

（大浜海水浴場、対馬瀬灯台など）
2日目 自由行動（かんころ餅作り2,500円など6種

類のオプショナルツアーがあります）
出発日

毎日（ゴールデンウイーク、お盆、年末年始、11
月中旬～11月下旬、2月中旬～下旬を除く）

料 金

①宇久シーパークホテル宿泊コース
17,000円（12歳未満9,000円）
②藤屋旅館宿泊コース
15,000円（12歳未満8,000円）

定 員

6人（最少催行人員2人）
申し込み・お尋ね

西海パールシーリゾート 緯28-4187

黒島めぐる
貸切タクシーで巡るガイド付きツアーです。
①1日コース

島内観光（黒島天主堂、カトリック共同墓地など）、昼食
（黒島名物「島めし」）、ふくれまんじゅう作りなど
行き（相浦港10:00発）→帰り（相浦港16:20着）

②半日コース

ガイド付き島内観光（同上）
行き（相浦港13:00発）→帰り（相浦港16:20着）

出発日 火・水曜を除く毎日（ゴールデンウイーク、
お盆、クリスマス～年始を除く）

料 金 ①1日コース8,900円（12歳未満7,000円）
②半日コース5,000円（12歳未満4,000円）

定 員 8人（最少催行人員2人）

申し込み・お尋ね

西海パールシーリゾート 緯28-4187

シリーズ
佐 世 保 の
公 共 交 通

各離島航路の時刻表

上五島航路「高速船シークイーン」「フェリーなるしお」

宇 久
平港着

11:15→（シークイーン）9:20

佐世保
港発

13:00→（フェリー）10:35
19:05→（シークイーン）16:40
20:15→（フェリー）17:00

佐世保
港着

8:50→（シークイーン）6:25

宇 久
平港発

10:15→（フェリー）6:55
12:40→（シークイーン）11:20
16:35→（フェリー）13:10

佐世保港－宇久平港 高速船 4,690円（大人・片道）
フェリー 2,730円（大人・片道）

冗九州商船㈱ 緯095-822-9156

相浦・高島・黒島航路「ニューフェリーくろしま」

黒島港着高島港着／発相浦港発
10:50→10:20／10:25→10:00
13:50→13:20／13:25→13:00
17:50→17:20／17:25→17:00
相浦港着高島港着／発黒島港発
7:40→7:15／ 7:20→6:50
12:00→11:35／11:40→11:10
16:20→15:55／16:00→15:30

相浦港－高島港 550円（大人・片道）
相浦港－黒島港 700円（大人・片道）
冗黒島旅客船㈲ 緯56-2516

宇久神浦－寺島航路「第三みつしま」

宇 久
寺島着

9:17→9:10

宇 久
神浦発

11:07→11:00

14:07→14:00

16:47→16:40

宇 久
神浦着

8:17→8:10
宇 久
寺島発 14:32→14:25

17:00→16:53

神浦－寺島 140円（大人・片道）
冗宇久行政センター産業建設課
緯0959-57-3113

ニューフェリーくろしま高速船シークイーン

煙九十九島動植物園

施設だより
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「こども園長」募集
時8月20日賞8時～12時
内「動植物園こども園長」として、園内
巡回、展示動植物の巡視などを体験

対小学4～6年生（市内在住）
料無料（保護者等は入場料が必要）
定2人（応募者多数の場合は抽選）
申往復はがきに住所、氏名（振り仮名）、
性別、学校名、年齢、学年、保護者
氏名、電話番号を記入し、九十九島
動植物園「こども園長」係へ

〆8月10日詔必着

わくわく夜の動植物園
開園時間を21時まで延長し、園内のラ
イトアップやイベントなどを行います。
時8月13日賞、14日裳、15日訟、20日
賞、27日賞

内動植物のガイドツアー、お肉はどこ
だ！ライオンさんにいじわる!?（各
日定員10人）、読み聞かせなど

※最終入場は20時30分です。

リサイクルペーパーを作ろう！
時8月21日裳13時15分～14時15分
料無料 定先着30人
申電話で同園へ

バラ夏期剪定講習会
時8月21日裳10時30分～12時
料200円 定50人
※筆記用具持参。

手作りアクセサリー教室
時8月23日証、26日象10時～14時
料300円～800円

生ゴミリサイクルで野菜作り講習会
時9月4日裳10時～12時
料300円 定40人
申電話で同園へ
〆8月29日訟 ※手袋持参。

動物折り紙教室
時夏休み期間中の毎週土曜14時～15時
料無料 申不要

※各イベントには入園料が必要です。
※ほかにもさまざまなイベントを実施
しています。詳しくはお尋ねを。

九十九島動植物園 〒857-1231船越町2172 緯28-0011 開園時間=9時～17時15分 入園料＝高校生以上400円、小・中学生100円（保護
者が同伴する6歳未満の幼児は無料） ※70歳以上の市内在住者は入園時に公的証明書を提示すると無料。

九十九島動植物園の
中心にサルが集う!

4月、九十九島動植物園の中心
に位置する場所に「モンキー
ゾーン」が完成し、一部を公開
しています。現在、全面公開
に向けてサルのトレーニング
など準備を進めているところ
です。オープンの日程などは
本紙でお知らせしますので、
お楽しみに！

昨年8月22日、「子ども園長」を務めた横田瑞喜くん（左から2番目）と岩谷のどかさん（中央）


