
受験資格採用予定人員試験職種

次の要件のいずれかを満たす人
暫昭和53年4月2日以降に生まれ、薬剤師の免許を持つ人か、来年5月
　までに免許取得見込みの人
暫昭和48年4月2日以降に生まれ、薬剤師の免許を持ち、100床以上の
　病院で薬剤師として実務経験のある人

2人①薬剤師  

昭和43年4月2日以降に生まれ、臨床検査技師の免許を持つ人か、来年
5月までに免許取得見込みの人

1人①臨床検査技師 

次の要件のいずれかを満たす人
暫昭和53年4月2日以降に生まれ、看護師、助産師の資格を持つ人か、
　来年5月までに免許取得見込みの人
暫昭和43年4月2日以降に生まれ、助産師の免許を持ち、助産師、看護
　師または准看護師として10年以上の勤務経験がある人

30人程度　②看護師
　助産師

昭和43年4月2日以降に生まれ、看護師の免許を持ち、看護師または
准看護師として5年程度の勤務経験がある人

若干名②宇久診療所看護師 

通知書の送付予定
　市県民税特別徴収（給与）
　　子勤務先を通じて通知します
　市県民税普通徴収・年金特別徴収
　　子6月17日訟ごろに送付します
　国民健康保険税
　　子6月17日訟ごろ世帯主宛てに送付します

所得課税証明書の取得は申告が必要
　申告をしていない人は所得課税証明書が取得でき
　ませんので、必要な場合は収入の有無に関わらず
　申告をしてください。

※収入が給与だけの人や、公的年金（遺族年金、障害
　年金を除く）だけの人は勤務先や年金機構などから
　報告がありますので、申告していなくても所得課税
　証明書を取得できます。

従業員の個人住民税は特別徴収で納めましょう
　給与を支払う事業者は原則として、個人住民税を特
　別徴収していただくことになっています。事業者
　や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択す
　ることはできません。法令に基づき、適正に特別徴
　収を行っていただきますようお願いします。

試験案内、申込書の配布場所
　市立総合病院総務課、市役所玄関案内・職員
　課、中央保健福祉センター玄関案内、各支所、
　宇久行政センター　※市立総合病院・市ホー
　ムページからもダウンロードできます。
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総合病院職員採用試験の実施
試 験 日  ①薬剤師・臨床検査技師　6月30日裳
　　　　　②看護師・助産師・宇久診療所看護師　7月28日裳
試験会場　市立総合病院
受付期間　①6月21日象まで 
                 ②6月17日訟～7月19日象

�総合病院総務課　緯24-1515

市税の納付に関するお願い
6月は市県民税や国民健康保険税などの納税通知書が皆さんに届く時期です。
市税の納付に関する情報をお知らせします。

冗市民税課　緯24-1111

平成26年成人式典の企画や当日の運営にスタッフと
してご協力いただける人を募集しています。
活動内容　8～12月の平日夜間の検討会への参加や、　
　　　　　当日のスタッフとして総合司会などを行う
対　　象　①平成26年の式典対象者（市内在住で、平成
　　　　　　5年4月2日～平成6年4月1日生まれの人）
　　　　　②平成27年の式典対象者（市内在住で、平成
　　　　　　6年4月2日～平成7年4月1日生まれの人）
募集人数　①3人②4人
応募方法　「成人式典検討委員希望」と明記し、住所、
　　　　　氏名（振り仮名）、生年月日、性別、職場また
　　　　　は学校名と学年、電話番号を記入し、郵便 
　　　　　（〒857-8585、住所不要）、ファクス（25-96 
　　　　　82）、Eメール（syakai@city.sasebo.lg.jp）の
　　　　　いずれかで提出
締め切り　7月10日詔消印有効

冗社会教育課　緯24-1111
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「みんなで創る素敵なまちさせぼ」づくりのため、市民
と行政がそれぞれの特性を生かしながら協働事業に取
り組む「提案公募型協働事業」（平成26年度実施分）を募
集します。市民活動団体や町内会の皆さんからの提案
をお待ちしています。
応募資格　
①市内で活動する団体で、規
　約があり、責任者が明確で、
　団体として独立した明確な
　経理を行っていること
②構成員が10人以上で、うち3
　人以上で役員会等を構成し
　ていること
③市内で1年以上活動を行っていること
※①～③全てを満たすこと。NPO法人やボランティア
　団体等だけでなく、町内会なども対象になります。
募集期間
　7月1日訟～31日詔（予定）
※募集するテーマや応募の条件など、詳しくはホーム
　ページ「させぼNPO・ボランティア支援ネット」をご
　覧いただくか、市民協働推進室へお尋ねください。

市民協働推進室　緯24-1111

提案公募型協働事業の募集 成人式典の検討委員の募集

本市の健康増進計画を市民の皆さんとともに推進する
ため、同会議の市民委員を募集します。
対　　象　市内在住の20歳以上の人で、年2回程度（平
　　　　　日19時開始予定）の会議に参加できる人
募集人数　若干名
任　　期　8月から2年間
報　　酬　会議1回につき8,800円
応募方法　陰住所隠氏名韻性別吋生年月日右電話番号
　　　　　宇職業烏応募理由羽佐世保市が主催する会
　　　　　議の委員経験の有無と会議名を明記し、「わ
　　　　　たしの健康づくりと市民の健康づくり」を
　　　　　テーマとする作文（800字程度）を添えて、健
　　　　　康づくり課へ郵送か持参（〒857-8585、住
　　　　　所不要）、ファクス（24-1346）、Eメール（ken
　　　　　kou@city.sasebo.lg.jp）のいずれかで提出
募集期間　6月3日訟～28日象消印有効

冗健康づくり課　緯24-1111

7月8日（月）から、外国人住民も日本人住民と同様に住
民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）の運用
が始まります。運用開始に伴い、「住民票コード通知
票」を作成し、本人に郵送で通知します。
主な内容　
①外国人住民の住民票に住民票コードが記載されます。
　住民票コードは、本人確認に必要不可欠な全国共通
　の番号です
②外国人住民も住民基本台帳カード（住基カード）の取
　得が可能になります。住基カードは公的な身分証明
　書としても使用することができます
③佐世保市以外でも住民票の写しの交付請求が可能に
　なります
　※お住まいの市町村以外で住民票の写しの広域交付
　　を受ける場合は、住民基本台帳カードまたは在留
　　カード等の提示が必要です。

冗戸籍住民課　緯24-1111

外国人住民にも
住基ネットの運用が始まります

けんこうシップさせぼ２１推進会議
市民委員の募集
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梅雨の季節が到来！風水害に備えましょう
日頃から防災気象情報に気を配り、テレビやラジオなど
で最新の情報を収集して災害に備えましょう。
防災気象情報の活用
　大雨警報子大雨によって重大な災害が起こる恐れがあ
　　る場合に発表され、災害危険箇所では避難の準備が
　　必要です
　大雨注意報子大雨によって災害が起こる恐れがある場
　　合に発表され、避難の心構えが必要です
日ごろの備え
　暫危険な場所などを調べ、災害時の避難場所や安全な
　　避難経路などを確認しておきましょう
　暫高齢者などに隣近所で声を掛け合い、災害時には一
　　緒に避難しましょう
　暫多量の降雨、土砂災害の前兆現象など周囲で異変を
　　発見したら早めに避難しましょう
土砂災害の前兆現象
　がけ崩れ子がけからの水が濁る、がけに亀裂が入る、　
　　がけから小石が落ちてくる、がけから音がするなど
　地すべり子地面にひび割れができる、井戸や沢の水が
　　濁る、がけや斜面から水が吹き出すなど
　土石流子山鳴りがする、雨が降り続いているのに川の
　　水位が下がる、川が濁り流木が流れるなど

早めの避難
　土砂災害の多くは雨が原因で発生します。1時間に20㍉
　以上、降り始めから100㍉以上の降雨量になったら十分
　な注意が必要です。
避難所表示板
　本市では、地区公民館や学校、公園などを災害時の避難
　所に指定し、地域住民に広く周知するために「避難所表
　示板」を設置しています。避難する場合は、周囲の状況
　を確認し、安全な経路で避難してください。
「佐世保市防災マップ」の活用
　防災マップは、災害が発生したときに安全かつ速やか
　に避難できるように、最寄りの避難場所や目標となる
　公共施設などを表示したものです（中学校区単位）。　　
　ホームページにも掲載していますので、事前に避難場
　所を確認し、災害に備えましょう。
災害時の連絡先
　暫がけ崩れ、落石などの土砂災害子河川課緯24-1111
　暫道路に関する災害子道路維持課緯24-1111
　暫上記以外の災害子防災危機管理局緯23-9258
　暫人命にかかわる緊急な災害子消防局指令課緯119

冗防災危機管理局　緯23-9258
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大潟町の佐世保市民霊園の墓地使用者を募集します。
受付期間　
　7月9日証～22日訟の平日9時～16時30分
受付場所
　中央保健福祉センター8階・会議室2（高砂町）
　※郵送での受け付けは行いません。
種類・数
　4㎡型墓地子35区画、6㎡型墓地子35区画
申込資格
　次の要件を全て満たす人
　陰市内在住で、佐世保市住民基本台帳に記録されてい
　　る人
　隠原則として、市内に申請者名義の墓地を持たない人
　韻市民霊園に埋蔵できる遺骨を持っている人
申込書の配布
　7月1日訟から生活衛生課で配布。9日証からは受付場
　所でも配布します

墓地の使用料

※1 園路に接する墓地の即納使用料は10%増額。
※2 年額使用料は3年分前納してください。
その他
　暫申し込みは1人1区画で、4㎡または6㎡のどちらかし
　　か申し込むことができません
　暫墓地は全て1度以上使用されたものです
　暫申し込みの際に特定の場所を希望することはできま
　　せん。使用場所は公開抽選により決定します
　　※申し込み数が公募予定数に満たない場合を除く。
公開抽選（予定）　
　　日時試8月23日象13時30分
　　場所試コミュニティセンター（光月町）

冗生活衛生課　緯24-1111

市民霊園の墓地使用者を募集

年額使用料即納使用料種類

3,300円  ※2230,000円  ※14㎡型

4,900円  ※2345,000円  ※16㎡型
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いのちを見つめる講演会
みんなで考える「いのち」

●時6月15日賞14時～16時
●場市民会館（花園町）
●内絵本「いのちのまつり」作者・草場
　 一  壽 さんの講演会など●料無料

かず ひさ

●問学校教育課　緯24-1111

あじさい祭り
●時6月23日裳～30日裳9時～18時
●場えぼし岳高原リゾートスポーツの里
●内 アジサイの挿し木苗作り（23日裳
　13時～15時）、こけ玉作り教室（30
　日裳13時～15時）、有料施設一部開放
●問えぼしスポーツの里　緯24-6669

郷土史体験講座 第2回
吉井・世知原の石橋群ツアー
●時6月22日賞9時～16時
●場佐世保駅前集合●対小学生以上
●料中学生以上1,500円、小学生750円
●申電話かファクス（25-9682）、はがき
　（〒857-8585、住所不要）、Eメール
　（syakai@city.sasebo.lg.jp）で社会
　教育課へ
●問社会教育課　緯24-1111

7月15日は海の日
陰ビーチ・クリーンアップ参加者募集
●時7月15日訟蕉9時
●場鹿子前・俵ヶ浦・白浜地区
●申希望地区、住所、氏名、年齢、電話
　番号を記入し、はがき（〒857-0855、
　新港町8-1）かファクス（22-6149）
　で、みなと振興・管理課へ
●〆7月3日詔必着
隠海の日市中パレード
●時7月15日訟蕉14時
●場四ヶ町アーケード～松浦公園
●問みなと振興・管理課　緯22-6127

小佐々海洋スポーツ基地イベント

クリーンフェスティバル in こさざ
●時7月7日裳10時～14時30分
●内清掃活動、バーベキュー、カヤック、
　バナナボートなど
●対3歳以上（小学生以下は保護者同伴）
●料600円（保険料・昼食代含む）
●定先着80人
●申6月10日訟～30日裳に電話で小佐々
　海洋スポーツ基地へ
ふれあいカヌーツーリング
●時陰7月26日象～28日裳（3日間）
　隠7月27日賞～28日裳（2日間）
　※26日象・27日賞は10時～16時、
　　28日裳は9時～16時。
●対陰小学5年生～中学生隠小学4年生
　～中学生とその親
●料陰1人4,500円隠1組6,000円
●定陰11人隠親子9組
●申6月21日象～7月5日象に往復はがき
　に参加者の住所、氏名、性別、生年
　月日、電話番号、学校名と学年を記
　入してカヤックセンター（〒857-
　0412、小佐々町西川内215）へ
●問小佐々海洋スポーツ基地　緯68-3378

総合グラウンド・小佐々海洋
センター  プール開き

総合グラウンドプール
●時6月23日裳～9月1日裳9時～17時
　※火曜休み、夏休み期間は7月26日
　　象～28日裳を除き休みなし。
●料高校生以上400円、小・中学生160円、
　幼児100円、ウオータースライダー
　3回100円
●問総合グラウンド　緯47-3125
小佐々海洋センタープール
●時6月1日賞～9月29日裳9時～21時
　※6月23日裳まで土・日曜だけ開場。

　※火曜休み（夏休み期間は休みなし）。
●料一般100円、高校生以下50円
●問小佐々海洋センター　緯68-3377

水辺の安全教室
●時陰6月29日賞18時隠30日裳18時
●場小佐々海洋センター
●内ライフジャケット体験など
●対陰小学生と保護者隠陰と教員など
　※子どもだけの参加はできません。
●料無料●定各日24人
●申6月3日訟～24日訟に電話で海洋セ
　ンターへ
●問小佐々海洋センター　緯68-3377

新日本フィルハーモニー交響楽団
アルカスSASEBOと拠点契約を結ぶ
新日本フィルハーモニー交響楽団。
モーツァルトの「ヴァイオリン協奏曲
第4番」、チャイコフスキーの「交響
曲第5番」をお楽しみください。
●時7月15日訟蕉15時開演●場大ホール
●料S席7,000円、A席5,500円、
　B席4,000円、学生各席1,000円

アルカス・クァルテット

アルカスオリジナルの弦楽四重奏団に
よる、3回目となる定期演奏会。国内
外で活躍する川崎洋介、西野ゆか、柳
瀬省太、辻本玲の4人が室内楽の魅力
を伝えます。今回のテーマは「3つの
B」。ベートーヴェン、ブラームス、も
う一つは…どうぞお楽しみに！
●時7月20日賞15時開演●場中ホール
●料全席指定一般2,000円、学生500円

アルカスSASEBO公演情報
緯42-1111


