
ても、国保をやめる手続きをしないと
国保税が引き続き請求されます。世
帯主が医療保険課、各支所、宇久行政
センターで手続きしてください。
※国保をやめるときは、必ず保険証を
　返還してください。
●問医療保険課

退職者医療制度
会社などを定年退職して国民健康保
険に加入する人で一定の要件を満た
す場合は、64歳までこの制度で医療を
受けます。年金証書を受け取ってか
ら14日以内に、医療保険課、各支所、
宇久行政センターで手続きしてくだ
さい。
●問医療保険課

国保歯科ドック
（国保精密歯科健診）を廃止します

登録医療機関で実施していた国保歯
科ドック（国保精密歯科健診）を今年
度で廃止します。今後は「佐世保市成
人歯科健診」をご利用ください。
●時平成26年3月31日訟まで
●対20～74歳までの国保加入者
●問医療保険課

敬老パス、福祉パスの更新
【更新】誕生月に、本人がパス券（福祉
パスは身障・療育・精神手帳も）を
持って市営・西肥バスの指定窓口へ
【新規・紛失】敬老パスは身分証、福祉
パスは手帳と印鑑を持って本人が担
当課（敬老パスは各支所等でも可）へ
※敬老パスの新規の受け付けは75歳
　の誕生日以降です。

※紛失は再発行時に手数料が必要です。
●問健康づくり課（敬老パス）
●問障がい福祉課（福祉パス）

水道所有者の変更届
住宅などの所有者が変わり、水道の所
有者を変更した場合は、水道局へ届け
出てください。
●問水道事業課　緯24-1151

出張女性相談室

●時2月22日賞、3月8日賞　※9～16時。
●場スピカ
●内女性の悩みなどに女性相談員が応
　じます（相談無料、秘密厳守）
※市役所でも随時相談に応じます。
●問人権男女共同参画課
　緯24-6180（予約・相談専用）
　緯23-3828（当日連絡用）

LED防犯灯設置補助金の申請
LEDは蛍光灯などと比べ明るく長持
ちし、電気代の負担を減らすことがで
きます。本市では、地域の防犯灯を
LEDに替える際の補助金の申請を受
け付けています。平成25年度の補助
金申請受け付けは、2月28日象までで
す。申請を予定している町内会は早
めの申請をお願いします。
※詳しくはお尋ねください。
●問市民生活課

永久選挙人名簿・
在外選挙人名簿の閲覧

●時3月3日訟～7日象8時30分～17時
●場選挙管理委員会事務局

●対 永久選挙人名簿子平成6年2月2日
　までに生まれ、昨年12月1日までに
　住民基本台帳に登録された人（3月1
　日現在で調べ、新たな有資格者を3
　月2日に追加登録します）試在外選
　挙人名簿子20歳以上の日本国民で
　国外へ住所を移した人（ほかに条件
　あり。同委員会に申請があった人
　を随時登録します）
●問選挙管理委員会事務局

農業委員会委員選挙人名簿の縦覧
●時2月23日裳～3月9日裳
　8時30分～17時
●場選挙管理委員会事務局（土・日曜は
　市役所1階・管理員室）
●対 平成6年4月1日までに生まれた市
　内居住者で、次のいずれかに該当
　し、名簿への登載申請書を提出し
　た人
①1,000釈（10アール）以上の農地を耕
　作している農業経営者
②農業経営者と同居している親族ま
　たはその配偶者（内縁を除く）
③1,000釈（10アール）以上の農地を耕
　作している農業生産法人の組合員、
　社員または株主
※②③は年間おおむね60日以上耕作
　に従事している人。
※対象者で名簿に載っていない人や
　記載事項に誤りがある人は、縦覧期
　間中に選挙管理委員会へ連絡を。
●問選挙管理委員会事務局

道路、法定外公共物（里道、
水路）占用許可の更新手続き
●対道路・法定外公共物占用許可の更
　新時期を迎える人
　※申請書を対象者に送付します。
●手申請書に必要事項を記入し、2月3日
　訟～21日象に土木政策・管理課へ
●問土木政策・管理課
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市役所・中央保健福祉センターの各課へは、緯24-1111（代表）からおつなぎします。

滋

休日の燃やせるごみの収集
2月11日証（建国記念の日）子収集しま
す。
●問廃棄物減量推進課　緯32-2428

3、4月は休日も手続きができます
引っ越し時季の窓口混雑緩和のため、
戸籍住民課、保険料課、学校教育課、
子ども支援課の窓口で下記の日程に
住所変更に関する手続きができます。
●時3月23日裳、30日裳、4月6日裳
　※いずれも9～17時。保険料課と
　　子ども支援課は3月だけ実施。
※詳しくは本紙3月号に掲載します。
●問戸籍住民課

建設工事等入札参加資格者は
「滞納のない証明書」の提出を
●対平成25年度佐世保市建設工事入札
　参加資格者、平成25・26年度物品
　等入札参加資格者のうち、本市に
　本社または支店・営業所などがあ
　り、本市に納税している業者
●手2月3日訟～28日象に契約課へ提出。
　ファクス（25-9624）でも可。持参
　する場合は平日8時30分～17時15

　分に契約課へ
※申請書は契約課で配布。市ホーム
　ページからもダウンロード可。
●問契約課

証明書自動交付機の休止
本庁舎停電のため、市役所1階に設置し
ている証明書自動交付機を休止します。
ご理解とご協力をお願いします。
●時2月22日賞～23日裳
●問戸籍住民課

国民年金保険料の
控除証明書を送付します

国民年金保険料は全額が社会保険料
控除の対象です。年末調整や確定申
告で国民年金保険料を申告するため
の「社会保険料（国民年金保険料）控除
証明書」を昨年11月上旬に送付してい
ます。昨年10月1日以降に初めて納付
した人には2月上旬に送付します。家
族の国民年金保険料を納付した場合
も、社会保険料控除に加えることがで
きます　※詳しくはお尋ねください。
●問佐世保年金事務所　緯34-1189

国民年金基金について
国民年金基金は、国民年金に上乗せし

て加入し、税金の優遇を受けながら、
より充実した年金を受けられる積立
方式の公的な年金です。
●対 国民年金加入者（20歳以上60歳未
　満）、60歳以上65歳未満の国民年金
　任意加入の人
※詳しくはお尋ねください。
●問長崎県国民年金基金
　緯0120-65-4192

2月は国民健康保険税
第9期分の納付月

忘れず、納期内に納めましょう。納め
忘れがなく便利な口座振替のご利用
を。納期限を過ぎても納付が確認で
きない場合、コールセンターから電話
をかけて自主納付の呼び掛けや納付
方法の案内を行います。
※市から口座番号を聞き出したり、指
　定口座への振り込みを求めること
　はありません。詐欺などの不審な
　電話にご注意ください。
●問保険料課

国保の変更届は14日以内に
国保への加入手続きが遅れると、さか
のぼって国保税を納めることになり
ます。ほかの健康保険に加入してい
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鹿町温泉・美人の湯　やすらぎ館

鹿町町土肥ノ浦の温泉「やすらぎ館」。ぬるぬるとした手触りで、肌
の脂肪分や分泌物をよく落とすことから「美人の湯」とも呼ばれます。
健康浴室（水着着用）には、流水プールや水流で体をマッサージでき
る設備もあります。温泉やプールの後は、食堂、大広間でおくつろぎ
ください。やすらぎ館で日ごろの疲れをどうぞ癒やしてください。
●時10～21時　※木曜休館（祝日の場合は営業）。
●場鹿町町土肥ノ浦169-2
●内泉質=ナトリウム炭酸水素塩泉、大浴室、2つの普通浴室、健康浴
　室など
●料高校生以上600円、3歳～中学生300円 ●問鹿町温泉やすらぎ館　緯66-2617



●内キッズバドミントン教室
●料2,500円
●対小学3～6年生
●定先着30人
●申2月10日訟から電話で体育文化館
　（緯22-1522）へ
●問総合グラウンド管理事務所
　緯47-3125

地域福祉講演会

平成20年度に策定した「佐世保市地域
福祉計画・地域福祉活動計画」に基づ
いて、防災、減災の切り口から地域福
祉の重要性を学ぶ講演会を行います。
●時2月26日詔19時～20時30分（18時30
　分開場）
●場コミュニティセンター（光月町）
●内 演題=想定を超える災害にどう備
　えるか～学校・家庭・地域で取り組
　む防災～、講師=群馬大学理工学研
　究院教授・片田敏孝さん
●料無料　※申し込み不要。
●問佐世保市社会福祉協議会
　緯23-3174

させぼ男女共同参画セミナー
エンジョイクッキング

日ごろの感謝を込めて、手作りのクッ
キーはいかがですか。
●時2月23日裳13～16時
●場スピカ
●内ホワイトデーのクッキー教室（家庭
　でも簡単に作ることができるクッ
　キーの調理、包装、試食）
●対 市民　※男性優先。小学校低学年

　までは保護者同伴。
●料300円
●定先着24人
●申2月10日訟～16日裳（9～17時）に電
　話か直接スピカへ
※託児あり（未就学児まで）、2月16日
　裳までに要予約。
●問男女共同参画推進センター「スピカ」
　緯23-3828

上級救命講習

いざというとき、救急車が到着するま
での間に、その場に居合わせた人がで
きることが学べる救急講習です。救
える命を救うため、また市内各所に設
置しているAEDの取り扱いを覚える
ためにも受講してみませんか。
●時2月23日裳9～18時
●場消防局・防災学習室
●内心肺蘇生法、止血法、AED（自動体
　外式除細動器）の取り扱いなど
●対中学生以上
●料無料
●定20人
●申2月16日裳～22日賞に電話かファ
　クス（26-2119）で西消防署へ
　※電話受け付けは8時30分～17時
　　15分。
●問西消防署　緯47-2076

滋
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させぼ競輪情報
緯31-4797

トップくんフリーマーケット
●時毎月第4日曜
●申出店希望者は第2日曜までに電話
　で受付係（66-8770）へ

本場開催限定ファンサービス
ロイヤル・特別観覧席の入場者を対
象に、 QUO カードが当たるラッキー

ク　オ

カードを先着100人に進呈します。
また、小学生までのお子さんにはお
菓子をプレゼントします。
●時本場開催期間

グッズ販売コーナー
普段は手にすることができない競輪
グッズや自転車部品を販売します。
●時本場開催期間の12～15時
●問日本競輪選手会長崎支部
　緯31-2768

2月8～11日

13～15日
15～18日
20～22日
22～25日
23～25日

28～3月2日

28～3月3日
4～6日
6～9日
8～10日

煙全日本選抜（高松）
　場外
煙本場開催FⅡ
煙四日市記念場外
煙本場開催FⅡ
煙静岡記念場外
煙松山S級載場外
煙本場開催FⅡ
　（モーニング）
煙玉野記念場外
煙四日市S級載場外
煙松山記念場外
煙小倉S級載場外
※載＝ナイター

2月8日～3月10日開催分

させぼ競輪開催日程

講
師
・
片
田
敏
孝
さ
ん

平成25年度第4期市営住宅
空家補充入居者（市内全域）

用紙配布子2月5日詔から住宅課、各支
所、宇久行政センターで
●申2月12日詔～14日象9～17時に市役
　所1階・イベントホール（予定）で
※吉井、世知原、小佐々、江迎、鹿町
　地域にある住宅の受け付けは、各地
　域の支所内地域政策課の分室でも
　受け付けます。
●問住宅課

市立看護専門学校の次年度入学生
●対 高校を卒業した人か平成26年3月
　卒業見込みの人
●定若干名
●申 願書受け付け=3月7日象～14日象
　の平日に願書を同校へ持参、また
　は郵送（郵送の場合は必着）
　試験日=3月18日証9時
※修業年限は3年。願書は同校（旧花
　園中学校本館）で配布。
※郵送希望者は住所、氏名を書いた
　角型2号（A4サイズの大きさ）の封筒
　に140円切手を貼って同封し、同校
　（〒857-0024、花園町10-1）に請求を。
●問市立看護専門学校　緯24-7329

岡田甲子男記念奨学財団奨学生
●対ことし4月から大学（大学院）、短大、

　高専、専修学校（高卒）へ進学する
　予定で、保護者が県内に住んでい
　る人
●内 貸与月額①大学、短大、専修学校
　50,000円②高専1～3年30,000円、
　4～5年50,000円
※貸与終了から6カ月経過後、貸与期
　間が2年以内の人は5年以内に、その
　ほかは10年以内に返還（無利息）。
●申2月24日訟～4月25日象
※詳しくはお尋ねください。
●問岡田 甲 

き

 子 
ね

 男 記念奨学財団
お

　緯24-0011

市民農園の利用者

利用期間=4月1日証～来年3月31日証
●場中里町・高筈地区（将冠岳西側）
●料1区画（約30釈）当たり年額3,000円
　（駐車場、トイレあり）
●申3月3日訟以降に電話か直接農業畜
　産課へ
●問農業畜産課

交通少年団の団員
●対佐世保交通少年団子佐世保警察署

　管内の小学生試早岐交通少年団子
　早岐警察署管内の小学4～6年生
●内 交通安全教育、キャンプ、高齢者
　宅訪問
●申2月24日訟～4月25日象
※詳しくはお尋ねください。
●問佐世保交通少年団（坂梨さん）
　緯25-8146
●問早岐交通少年団（早岐交通安全協　
　会）　緯38-2160

第11回長崎県ねんりんピック
参加者

●時5月10日賞
●場長崎市総合運動公園など
●内スポーツ交流大会、文化交流大会
●対県内在住の60歳以上（昭和30年4月
　1日以前に生まれた人）
●申長崎県すこやか長寿財団または各
　競技団体にお尋ねください
※ことしから市役所での受け付けは
　できませんのでご了承ください。
●問長崎県すこやか長寿財団
　緯095-847-5212

佐世保市体育協会スポーツ教室
●時3月1日賞、8日賞、15日賞、16日裳、
　21日象蕉、22日賞（全6回）　※9時
　30分～12時。
●場体育文化館（光月町）
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インターネットによる人権侵害
携帯電話などの普及により、身近に利用できるようになったインターネット
は、現代の生活になくてはならないものになっています。しかし、匿名によ
る書き込みが可能なことを悪用して、個人のプライバシーの侵害や、差別、
いじめなど人権に関わるさまざまな問題が発生しています。インターネット
の利用は、他人を誹謗中傷する内容や人権を侵害する文章を書き込まないな
どのマナーを守るとともに、情報を発信するときはその内容に責任を持つと
いった人権の視点に立った意識が大切です。

シ
リ
�
ズ
 人
権

●問人権男女共同参画課

治


