
※駅前バスセンター、島瀬定期券売り
　場、黒髪営業所、矢峰営業所、バス
　車内で乗車券を販売します。
●問交通局業務課　緯25-5111

ゴールデンウイーク前後の
交通公園の休園日

休園日子4月28日訟、30日詔、5月7日
　詔～9日象、12日訟、13日証
●問交通公園　緯23-2869

春の全国交通安全運動
本市では期間中に、交通事故防止啓発
車両パレードや街頭キャンペーンな
どを行います。
●時4月6日裳～15日証
運動の重点子子どもと高齢者の交通
　事故防止、自転車の安全利用の推進、
　飲酒運転の根絶など
スローガン子お互いに　もてたらい
　いね　思いやり
特別広報子脇見・ぼんやり運転の防止
●問交通安全・防犯推進室

出張女性相談室
●時4月12日賞、26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）

平成26年度市道路面清掃（機械）
業務委託の入札参加資格登録
●時5月7日詔～16日象
●対①一般施工土木業者か物品等納入
　業者で、市の指名業者②路面清掃
　車を所持、貸借できる業者③本市
　で定める一般廃棄物収集運搬業の
　許可を持っている業者　
※業務場所は宇久地域を除く市内一
　円。詳しくはお尋ねください。
●問道路維持課

道路、法定外公共物占用料の納期
本年度の佐世保市道、法定外公共物
（道路・河川）占用料の納期限は4月30
日詔です。納期限内に、最寄りの指定
金融機関で納付してください。
●問土木政策・管理課

市営住宅管理センターの設置
これまで住宅課で行ってきた市営住
宅等の募集などの業務を、本年度から

指定管理者（長崎県住宅供給公社）が
行います。
●時4月1日証から
●場佐世保市営住宅管理センター（松浦
　町・中央公民館1階）
●問住宅課
●問佐世保市営住宅管理センター
　緯25-9625

公園のリニューアル

次の4カ所の公園を新設・リニューア
ルしました。どうぞご利用ください。
新設子柚木第二公園（柚木町）
リニューアル子天神公園（天神町）、黒
　髪第一公園（黒髪町）、烏帽子スポー
　ツの里（烏帽子町）
●問公園緑地課
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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。
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光化学オキシダントとPM2.5にご注意ください

【光化学オキシダント】大気中の汚染物質に太陽の光が作用
することでできる刺激性の物質のことです。濃度が高くな
ると、人によっては目やのどに刺激を感じることがありま
す。刺激を感じたら、洗眼やうがいをし、屋外での激しい
運動を控えてください。
【PM2.5（微小粒子状物質）】大気中に浮遊している2.5マイ
クロメートル以下の粒子のことです。呼吸器系への影響が
心配されています。濃度が高くなったら、不要不急の外出
や換気を減らし、屋外での激しい運動を控えてください。

【濃度が高くなったときは】県からの注意喚起や注意報を受
け、市ホームページ、メールマガジン、防災行政無線などで
お知らせします。

●問環境保全課　緯26-1787

本市の大気環境を携帯電話で
閲覧できます。QRコードから
ご利用ください。

黒髪第一公園

祝日の燃やせるごみの収集
4月29日証（昭和の日）、5月6日証（振
替休日）子収集します
5月3日賞（憲法記念日）、5日訟（こど
もの日）子収集しません
●問廃棄物減量推進課　緯32-2428

固定資産税の納期と減免
納税通知書を4月16日詔に発送します。
第1期分は4月30日詔までに納入して
ください。納税証明書の発行は4月16
日詔から、その他の固定資産税の税証
明書は4月1日証から発行します。災
害で固定資産に被害（価格の2割以上
の損傷）を受けたときなどは減免でき
る場合があります。詳しくはお尋ね
ください。
●問市民税課（税証明）、資産税課（納税
　通知書、減免）

原付バイクの排気量変更と
ミニカーへの変更手続き

原動機付自転車を改造（排気量の変更、
50呪以下のミニカーへの変更）し、車
両種別が変わる場合は、改造事実が確
認できる書類を添付した改造申告書の
提出が必要です。申告方法などは、市
ホームページで確認するかお尋ねを。
●問資産税課

抽選で500人に景品を贈呈！市
税の口座振替利用キャンペーン
市税の口座振替を促進するため、口座
振替利用者、新規加入者の中から、抽
選で500人に2,000円相当の景品を贈
呈します。
【対象税目】
市県民税（普通徴収）、固定資産税・都
市計画税、軽自動車税
●問納税課

国民年金保険料の額を変更
平成26年4月から、国民年金保険料の
額が15,250円に変わります。日本年
金機構から4月上旬に送付される「国
民年金保険料納付案内書」に沿って金
融機関・郵便局・コンビニの窓口で納
期内に納めてください。口座振替の
申請をしている人には「国民年金保険
料口座振替額通知書」が送付されます
ので、記載されている振替日や振替額
を確認してください。
●問佐世保年金事務所　緯34-1189

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
人は、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
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

平成26年度国保税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料の徴収
4、6、8月に年金から徴収する金額は、
前年度の保険税・料を基に算定します。
昨年度から引き続き徴収される人は、
2月と同じ金額を年金から徴収します。
10月からの保険税・料は年間保険税・
料額が決定する6月（後期高齢者医療

保険料は7月）に通知します。
●問保険料課

保険料課の夜間窓口
国保税、介護保険料、後期高齢者医療
保険料の納付や相談などにご利用く
ださい。
●時平日19時まで
●問保険料課

防災行政無線の一斉放送を開始
旧佐世保市と合併地域の放送を一本
化します。これに伴い、正午の放送は
市内全域で佐世保市歌（偶数月）と西
海讃歌（奇数月）が流れます。防災行
政無線の運用について、市民の皆さま
のご理解とご協力をお願いします。
●時4月から
※防災行政無線の放送内容は電話で
　聞くこともできます（緯0180-999-
　987、通話料が必要）。
●問防災危機管理局　緯23-9258

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】敬老パスは本人が身分証、
福祉パスは本人か代理人が手帳と印
鑑を持って担当課、宇久行政センター
（敬老パスは各支所も可）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）

市営バス1日全線乗り放題
ゴールデンウイーク期間中は、500円
（小学生250円）で1日中何度でも市営
バスに乗車でき、大変お得です。
●時4月26日賞～5月6日証蒋
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　公民館（三ヶ町アーケード内）
●内①入門クラス②初級クラス③中級
　クラス④初・中級クラス
●料①②③19,000円④28,500円　※受
　講料のほかに年会費3,000円とテキ
　スト代2,500円程度が必要です。
●定各30人程度●申電話で事務局へ
●〆4月25日象
※詳しくはお尋ねください。
●問国際政策課内・長崎県日中親善協議
　会佐世保支部事務局

佐世保市国際交流促進補助金
海外姉妹都市等の市民と文化、芸術、
スポーツ等を通して活発に交流を行
う国際交流団体への補助を行います。
●対営利を目的とせず自主的に国際交
　流活動を行う市内の団体が、平成
　26年度内に実施する海外姉妹都市
　等との交流事業
●内補助対象経費の3分の1以内で限度
　額を設定。年度内で1団体1回（1事
　業）
●申申請書を国際政策課へ提出　
　※募集要項は市ホームページでダ
　　ウンロード可。
●〆4月30日詔
●問国際政策課

体育・スポーツ振興補助金
●内年齢、出場大会などにより異なる
●対市内在住で九州大会以上の大会に
　出場する監督、選手など
●申大会開催日前までに、必要書類を
　スポーツ振興課へ提出
※交付要綱、申請書はスポーツ振興課
　などに設置するほか、市ホームペー
　ジに掲載しています。
●問スポーツ振興課

危険物取扱者試験・
試験準備講習会

危険物取扱者試験
●時6月15日裳●場長崎県立大学など
●対甲種、乙種（全種）、丙種
●料種類により異なる
●申書面申請=4月7日訟～21日訟
　電子申請=4月4日象～18日象
試験準備講習会
●時乙種4類=5月22日詳、23日象
　丙種=5月21日詔
●場乙種4類=アルカスSASEBO
　丙種=消防局
●料種類により異なる
●申4月1日証～21日訟
※申込書は県北振興局、消防局で配布。
●問消防局予防課　緯23-9257

甲種防火管理者資格取得講習会
●時5月15日詳、16日象
　※9時40分～16時30分。
●場労働福祉センター（稲荷町）
●対現在施設に防火管理者が不在であ
　り、資格者を選任する必要がある
　事業所など
●料6,170円●定150人
※申し込みなど詳しくはお尋ねを。
●問消防局予防課　緯23-2539

消費生活教室
●時5～9月の第4月曜
　※13時30分～15時。
●場中部地区公民館（光月町）
●内消費生活に関する法律や暮らしの
　工夫など
●料無料●定100人
●申はがきに「消費生活教室受講希望」
　と明記し、住所、氏名、電話番号を
　書いて、消費生活センター（〒857-
　0056、平瀬町3-1）へ　※電話受け

　付け可（平日8時30分～17時15分）。
●〆5月21日詔消印有効
●問消費生活センター　緯22-2592

被害者支援員
ボランティア養成講座

●時6～11月の第2・4土曜　※13～16時。
●場長崎犯罪被害者支援センター（長崎市）
●内犯罪被害者等支援活動の知識や、
　電話・面接相談技術など
●対20～65歳の健康な人
●料無料●定10人
●申4月15日証～5月20日証
※申し込み方法など、詳しくはお尋ね
　ください。
●問長崎犯罪被害者支援センター
　緯095-820-4978

滋
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させぼ競輪情報
緯31-4797

4月9～11日
10～12日
12～15日
13～15日
16～18日
17～20日
19～21日
21～22日
23～25日
26～28日
26～29日

29～5月1日
2～4日
3～6日
4～6日
7～9日
8～11日
10～12日

煙防府S級場外
煙函館FⅡ載場外
煙高知記念場外
煙久留米S級載場外
煙平塚S級載場外
煙武雄記念場外
煙函館S級載場外
煙広島S級場外
煙本場開催FⅡ
煙小倉S級載場外
煙共同通信社杯GⅡ場外
煙函館S級載場外
煙本場開催FⅡモーニング
煙平塚記念場外
煙小倉S級載場外
煙函館FⅡ載場外
煙松阪記念場外
煙いわき平S級載場外
※載＝ナイター

4月9日～5月12日開催分

させぼ競輪開催日程

下水道受益者申告書の提出
新たに公共下水道への接続が可能と
なった皆さんに、下水道事業受益者負
担金を納めていただくための基礎と
なる申告書を4月初めに郵送します。
記載内容を確認し、期間内に下水道事
業課へ申告書を提出してください。
●時提出期間=4月1日証～25日象
　（江迎負担区　4月1日証～15日証）
※申告書の提出がない場合、土地所有
　者（江迎負担区は建物所有者）を受
　益者とします。
※固定資産税情報、住民記録情報、
　給水装置工事設備台帳を基に事前
　調査を行っています。
●問下水道事業課　緯24-1151

白浜キャンプ場の受け付け
●時4月1日証～10月31日象（開場は4月
　10日詳～10月31日象）　
●場白浜キャンプ場管理事務所
●内テント、オートキャンプ場、バーベ
　キュー棟、シャワーなど
●申電話で管理事務所へ
●問公園緑地課
●問白浜キャンプ場管理事務所
　緯28-6006

業務取扱時間を変更
●時4月1日証から
●内ハローワーク佐世保（稲荷町）子平
　日8時30分～17時15分　※土・日曜、

　祝日は閉庁します。
　ハローワークプラザ佐世保（松浦
　町）子平日10～19時（マザーズコー
　ナーは18時まで）、土曜10～17時
　※日曜、祝日は閉庁します。
●問ハローワーク佐世保　緯88-2003

長崎県中小企業再生支援協議会
長崎県中小企業再生支援協議会は、雇
用維持、事業継続などを目的とし、中
小企業の経営改善に向けた取り組み
を支援します。早めの相談が早期の
経営改善につながります。どうぞご
利用ください。
●時随時（土・日曜、祝日を除く）
●場長崎県中小企業再生支援協議会（長
　崎市桜町）
※要予約。相談無料、秘密厳守。
●問長崎県中小企業再生支援協議会
　緯095-811-5129

指定管理者の指定
佐世保市烏帽子岳高原リゾートス
ポーツの里の管理運営（平成31年3月
31日まで）子ビオトピアえぼし

業務を委託（平成26年度）
西海国立公園九十九島動植物園入園
料の徴収業務子させぼパール・シー叙、
と畜検査手数料収納業務子佐世保食
肉センター叙、佐世保市労働福祉セン
ター使用料の収納業務子（公財）佐世
保市中小企業勤労者福祉サービスセ
ンター

サマージャンボ、
オータムジャンボ宝くじ交付金
サマージャンボ宝くじ基金市町交付金、
オータムジャンボ宝くじ基金市町交付
金は、同宝くじの収益金から市町に交
付され、地域づくりに役立っています。
平成25年度は、アルカスSASEBO管理
運営事業に活用しました。
●問財政課

米海軍佐世保基地内大学就学生
●内①セントラル・テキサス・カレッジ
　（準学士課程）②メリーランド大学
　（準学士・学士課程）正規入学コース、
　入学準備コース③フェニックス大
　学院（修士課程）
●対18歳以上で日本国籍を持ち、県内
　在住で各大学が定める英語の資格
　を持つ人。①②は高卒か同等の学
　力があると認められる人、③は大
　卒（成績証明書GPAが2.5以上）で、
　現在就業中か3年以上働いた経験が
　ある人
●申4月14日訟～5月19日訟に下記の事
　務局へ
※詳細は市ホームページに掲載。
●問基地政策局内・基地内大学就学実行
　委員会事務局

中国語講座受講生
●時5月～来年3月
●場①くっけん広場（下京町）②③④中央
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人権とは
人権とは、誰もが自分らしく幸せに生活できる権利で、全ての人が生まれながらに持っている権利です。人権は日本国憲
法において全ての国民に保障されています。しかし、人権問題は私たちの家庭や社会、職場等のあらゆるところに存在し
ています。人権問題について正しく理解するとともに、身近にある人権に気付き、自分の権利の行使に伴う責任を自覚し、
全ての人がお互いを尊重しながら行動することが大切です。

●問人権男女共同参画課
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