
岡村 大  藏 （有福町）、冨田俊彦（大和町）、
たい ぞう

山本由美子（黒髪町）、廣川 富  藏 （上原
とみ ぞう

町）、金崎カズ子（中里町）、辻千代乃
（母ヶ浦町）、小川一久（高花町）、山本
 長 （世知原町栗迎）、山本靜子（小佐々
つかさ

町黒石）、永柄好子（宇久町平）、末永
 剛 （江迎町末橘）、西村泰則（鹿町町深
つよし

江）
【無料出張相談】　※秘密厳守。
●時陰5月21日詔隠22日詳
　※10～15時。
●場陰東部住民センター隠相浦支所
●内行政に関する相談など
●問市民相談室

計量器定期検査の日程
陰5月13日証　三川内地区公民館
隠5月14日詔　宮地区公民館
韻5月16日象　針尾地区公民館
吋5月20日証　江上地区公民館
右5月21日詔　早岐地区公民館
宇5月23日象　日宇支所
烏5月29日詳　黒髪2-2組公会堂
羽6月  3日証　柚木地区公民館
迂6月  5日詳　大野地区公民館
雨6月  6日象　中里皆瀬地区公民館
卯6月10日証　日野本町公民館
※陰隠韻吋羽迂雨卯13時30分～15時
　30分、右宇10～15時、烏13～15時。
※家庭用計量器は無料で検査します。
●問消費生活センター　緯22-2592

業務を委託
暫犬の登録手数料と狂犬病予防注射
　済票交付手数料の収納子アトム動
　物病院（原分町）、いけだ動物病院（日
　野町）、㈱H.V.H（神島町）、㈱かいぜ
　アニマルホスピタル（吉岡町）、㈱松
　尾孝彦商店（勝富町）、㈱リングスリー
　（権常寺町）、杉谷獣医科（若葉町）、
　馬場動物病院（吉井町直谷）、パール
　動物病院（宮田町）、ひなた動物病院

　（大和町）、ひろた犬猫クリニック（広
　田3丁目）、メリー動物病院（山�町）、
　ヤマナカ動物病院（黒髪町）、やまも
　と犬猫病院（稲荷町）、㈲いわきり（椎
　木町）、㈲ツルノ動物病院（有福町）、
　㈲松崎動物病院（瀬戸越3丁目）、有
　川動物病院（佐々町）、冨永動物病院
　㈲（松浦市）、ノアズアーク動物病院
　（平戸市）
暫総合病院の公金徴収事務子㈱ニチ
　イ学館
暫4～5月の総合病院駐車場使用料の
　徴収、総合病院休日・夜間の入院と
　診療費の収納子㈱中央ビル管理

永久選挙人名簿、
在外選挙人名簿をご覧ください
●時6月3日証～7日賞
●場選挙管理委員会事務局（7日賞は市
　役所1階・管理員室）
●対 永久選挙人名簿子平成6年6月2日
　までに生まれ、ことし3月1日まで
　に住民基本台帳に登録された人（6

　月1日現在で調べ、新たな有資格者
　を6月2日に追加登録します）
　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。選挙管理委員会に申請
　があった人を随時登録）
●問選挙管理委員会事務局

大学等卒業予定者合同企業面談会

●時5月27日証13～16時●場体育文化館
●対平成27年3月に大学等（大学院、大学、
　短大、高専、専修学校、能力開発校）
　を卒業予定の人、3年以内の既卒者
※詳しくはお尋ねください。
●問ハローワーク佐世保　緯88-2007
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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

浄化槽設置経費の一部を助成する制度を設けています。ご利用ください。

事務所、店舗、アパート等申請者居住住宅
区分

新築改築新築改築

187,000円249,000円374,000円498,000円5人槽

233,000円311,000円466,000円621,000円6～7人槽

309,000円411,000円617,000円822,000円8～50人槽

浄化槽設置補助金をご利用ください

●対公共下水道事業計画区域以外の区域で、住宅などに浄化槽を設置する人
※みなし浄化槽を撤去し新たに合併処理浄化槽を設置する場合は、補助金9
　万円を上乗せします。
※公共下水道事業計画区域（供用開始している区域を除く）の住宅は、5人槽
　166,000円、6～7人槽207,000円、8～50人槽274,000円の補助制度あり。
　詳しくはお尋ねください。

●問環境保全課　緯26-1787

市民大清掃にご協力ください
6月1日裳～30日訟に町内会などで実
施する清掃活動にご協力ください。
●問廃棄物減量推進課　緯32-2428

ごみカレンダー分別表の修正
燃やせないごみの収集日割表を一部
修正したため、修正ページをごみカレ
ンダーと一緒に配布しています。収
集日のお間違いがないようご注意を。
●問廃棄物減量推進課　緯32-2428

市役所で工事を行っています
非常用電源整備工事のため、来年2月
まで市役所北側駐車場と北口玄関の
通行を制限しています。ご迷惑をお
掛けしますが、ご理解とご協力をお願
いします。
●問財産管理課　

市営バス1日乗車券で全線乗り放題
高校総体期間中は市営バス「1日乗車
券」が全線乗り放題になります。
●時5月31日賞～6月3日証
●場佐世保駅前市営バスセンター、島
　瀬定期券売り場、矢峰・黒髪営業所、
　バス車内で乗車券を販売
●料中学生以上500円、小学生250円
●問交通局業務課　緯25-5111

退職したら国民年金へ加入を
20～60歳までの人が退職などで厚生
年金や共済組合の資格を喪失したと
きは、国民年金に加入しなければなり
ません。被扶養配偶者についても第1
号被保険者への変更手続きが必要で
す。届け出なかった場合、年金額が少
なくなったり、年金が受け取られなく
なる場合がありますので必ず届け出
ましょう。届け出後に国民年金保険

料の納付書が送付されますが、納める
ことが困難な場合は、退職（失業）特例
免除制度がありますのでご相談を。
●問佐世保年金事務所　緯34-1189
●問医療保険課

障害基礎年金の相談は予約を
国民年金の障害基礎年金の相談・受け
付けは、まず電話か窓口で予約を。
●対国民年金第1号被保険者期間・20歳
　前・60歳以上65歳未満に初診日が
　ある人、20歳前の傷病による障が
　いがある人　※詳しくはお尋ねを。
●問医療保険課

税証明（市県民税）の発行開始
●時 陰給与特別徴収（年税額全て給与引
　き）の人子5月9日象から
　隠陰以外の人子6月10日証から
●内平成26年度（平成25年中の内容）所
　得課税証明
※自動交付機や簡易受付機での取得
　もできます。
※非課税証明書は平成26年度から所
　得課税証明書に統一しました。
※証明取得の際は窓口で本人確認を
　行いますので、運転免許証や保険証
　などが必要です。代理人による申
　請は委任状が必要な場合がありま
　す。詳しくはお尋ねください。
●問市民税課

軽自動車税の納付
納付書を5月中旬に発送します。
●場各金融機関、市役所、各支所、コン
　ビニエンスストア（バーコード付き
　の納付書で傷や汚れがなく、金額
　を訂正していないもの）など
　※詳しくは納付書裏面で確認を。
●〆納期限=6月2日訟
※納税通知書（兼納税証明書）は車検
　の際に必要です。再発行するとき

　は領収証が必要な場合があります。
　詳しくはお尋ねください。
●問資産税課（課税）、納税課（納税）、市
　民税課（税証明）

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。
●問健康づくり課（敬老パス）
●問障がい福祉課（福祉パス）

「人権擁護委員の日」特設相談所
●時6月1日裳10～16時
●場地区公民館（山澄、愛宕、中里皆瀬、
　早岐、吉井、小佐々、鹿町）、支所（世
　知原、江迎）、宇久社会福祉センター
●内家庭内や夫婦間、相続、職場、近隣
　の問題など（相談無料、秘密厳守）
●問長崎地方法務局佐世保支局
　緯24-4850

出張女性相談室
●時5月10日賞、24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）

行政相談委員にご相談を
行政に関する苦情や意見、要望を受け
付けます。気軽にご相談ください。
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させぼ男女共同参画セミナー
「女性のための起業セミナー」
●時5月18日裳14～16時●場スピカ
●内起業を目指す女性に情報提供や相
　談、学習の機会を提供するセミナー
●対起業に興味がある人、既に起業し
　た人
●料無料●定30人
●申電話か直接スピカへ
※託児あり（要予約）。
●問男女共同参画推進センター「スピカ」
　緯23-3828

文化コーディネーター・
文化ボランティア養成講座

文化芸術によるまちづくりの取り組
みで「企画に参加したい」「ボランティ
アで関わりたい」と考えている人のた
めの講座です。
繋文化コーディネーター養成講座
　第1回=6月21日賞（全4回）
罫文化ボランティア養成講座
　第1回=6月21日賞（全3回）
●場アルカスSASEBO
●対市内在住で全日程参加できる人
●料無料●定繋20人罫30人
●申申込書に住所、氏名（振り仮名）、性
　別、生年月日、電話番号、希望する
　講座を記入し、郵送（〒857-8585、
　住所不要）かファクス（25-9691）で
　文化振興課へ
　※窓口でも受け付けます。
●〆6月6日象必着
●問文化振興課

美術と親しむ基礎講座
●時6～10月の月1回（全5回、第1回=6
　月13日象）
●場アルカスSASEBOなど
●内西洋絵画を理解し楽しむための講
　義と作品鑑賞
●料無料（美術館見学は実費）●定40人

●申 はがき（〒857-8585、住所不要）か
　ファクス（25-9691）、Eメール（bunk
　ak@city.sasebo.lg.jp）に住所、氏
　名（振り仮名）、性別、生年月日、電
　話番号を記入し文化振興課へ
　※窓口でも受け付けます。
●〆5月23日象必着
●問文化振興課

佐世保市体育協会スポーツ教室

繋初心者水泳教室
●時6月16日訟～18日詔、20日象、23日
　訟～25日詔、27日象
　※全8回、13時30分～15時。
●場温水プール（平瀬町、緯23-5455）
●対一般男女●料5,500円●定先着20人
罫チャレンジスポーツ塾
●時6月～来年2月の火曜17時30分～19時
　※10月は国体開催のため休止。
●場体育文化館（光月町、緯22-1522）
●対小学2～4年生
●料1,000円（保険・手数料）、月会費　
　2,000円
●定24人（応募多数の場合抽選）
茎かけっこ教室
●時6月28日賞、7月21日訟蕉、8月2日
　賞、30日賞　※全4回、14～16時。
●場総合グラウンド陸上競技場
●対小学1～6年生●料1,300円
●定60人（応募多数の場合抽選）
●申 繋は5月12日訟から温水プール窓
　口で、罫茎は往復はがきに①参加
　者の氏名②性別③生年月日④住所
　⑤電話番号⑥携帯メールアドレス
　⑦学校名と学年を書いて罫は5月7

　日詔～21日詔に、茎は5月19日訟～
　6月6日象に総合グラウンド管理事
　務所内・佐世保市体育協会（〒858-
　0925、椎木町無番地）へ
※詳しくは各施設へお尋ねください。
●問総合グラウンド　緯47-3125
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させぼ競輪情報
緯31-4797

グッズ販売コーナー
●時本場開催期間の12～15時
●場正門前販売ショップ
●内競輪グッズや自転車部品の販売
●問選手会長崎支部　緯31-2768

5月8～11日
10～12日
13～15日
14～16日
16～18日
17・18日
19～21日
19～21日
22・23日
23～25日
24～27日
26～28日
29～31日

29日～6月1日
2～4日
3～5日
5～8日
6～8日
9～11日

煙松阪記念場外
煙いわき平S級載場外
煙四日市FⅡ載場外
煙武雄S級場外
煙川崎S級載場外
煙全プロ取手場外
煙熊本S級場外
煙松戸FⅡ載場外
煙高松S級場外
煙京王閣S級載場外
煙別府記念場外
煙松戸S級載場外
煙本場開催FⅡ
　モーニングガールズ
煙川崎記念場外
煙福井S級場外
煙いわき平FⅡ載場外
煙神奈川県組合GⅢ場外
煙松山S級載場外
煙小倉FⅡ載場外
※載＝ナイター

5月8日～6月11日開催分

させぼ競輪開催日程

か
け
�
こ
教
室
の
様
子

建設リサイクルの
一斉パトロールを実施

5月のリサイクル月間にちなみ、建設
資材廃棄物の分別解体や再資源化が
適正に行われているかどうかをパト
ロールします。
●時5月19日訟～23日象
●場市内の建築物解体現場や建設現場
●問建築指導課

道路安全のためのお願い
市道の照明灯が消えているとき子土
木政策・管理課へ連絡を試市道に穴が
開いているとき子道路維持課へ連絡
を試市道の占用（足場や看板の設置な
ど）、河川の占用（橋の設置など）子土
木政策・管理課へ届け出を
※私有地から伸びている樹木の枝な
　どは、道路にはみ出さないよう所有
　者が管理してください。
●問土木政策・管理課、道路維持課

平成26年度第1期市営住宅
空き家補充入居者

用紙配布子5月9日象から市営住宅管
　理センター（松浦町・中央公民館1階）、
　長崎県住宅供給公社佐世保事務所
　（県北振興局天満庁舎6階）、住宅課、
　各支所、宇久行政センターで
受け付け子5月16日象～19日訟に長崎

　県住宅供給公社佐世保事務所で
※各支所管内の住宅は支所内の地域
　政策課分室でも受け付け（土・日曜
　閉庁）。宇久行政センターは旧佐世
　保市分も受け付け（土・日曜閉庁）。
●問市営住宅管理センター　緯25-9625

させぼ市民活動交流プラザ
事務所入居団体

入居時期子7月から
申込期間子5月12日訟～30日象
●内 旧戸尾小学校B校舎の2分の1教室
　（34釈）分　※広さは8分の1教室～
　2分の1教室まで選択可。
●対一定期間継続して市民公益活動を
　行う見込みがあり、市内に主な活
　動拠点がある（または今後活動を予
　定している）団体
※申し込みなど詳しくは市ホームページ
　をご覧になるかお尋ねください。
●問市民協働推進室

統計調査員
国勢調査などの各種統計調査で、調査
員として活動できる人を募集します。
●内調査基準日の前後2カ月に調査員と
　して従事（報酬は種類等で異なる）
　※都合に合わせて従事できます。
●対20歳以上で税務・警察・選挙に直接
　の関わりがなく、秘密を厳守し事
　務を遂行できる人
●申履歴書に必要事項を記入し政策経
　営課に提出
※今年度は経済センサス基礎調査な

　どを実施予定。来年度には国勢調
　査が実施されます。
●問政策経営課

ホタル情報
ホタルマップ作成のため、目撃情報
（ホタルの数、場所、時間など）を電話、
Eメール（kanhoz@city.sasebo.lg.jp）で
環境保全課へお知らせください。
※昨年度のホタルマップは市ホーム
　ページ内「させぼ街ナビ」で公開中。
●問環境保全課　緯26-1787

防火・防災管理再講習
防火管理再講習
●時6月6日象9時受け付け開始
●対特定防火対象物の防火管理者に選
　任され、再講習の受講義務がある人
防災管理再講習
●時6月6日象13時受け付け開始
●対防災管理対象物（一定以上の大規模・
　高層建築物）の防災管理者に選任さ
　れ、再講習の受講義務がある人
●場労働福祉センター（稲荷町）
●料各5,140円（テキスト代含む）●定各50人
●申5月7日詔～26日訟に申込書を持参
　かファクス（23-2443）で消防局予防
　課へ 　※申込書は消防署等で配布。
●問消防局予防課　緯23-2539

普通救命講習Ⅰ
●時5月25日裳9～12時
●場消防局（平瀬町）
●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●定先着30人
●申5月16日象～24日賞に電話かファ
　クス（24-4119）で中央消防署へ
※電話受け付けは8時30分～17時15分。
●問中央消防署　緯24-7621
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デートDV　恋人同士など親密な関係にある相手の人格や意見を尊重せずに、
自分の考えや価値観を押し付けるために、相手の交友関係や行動を束縛した
り、感情にまかせて暴力を振るったりするなどのさまざまな形の暴力のこと
を言います。デートDVは身体、言葉、態度の暴力による重大な人権侵害です。
お互いを思いやる気持ちを大事にし、より良い対等な関係を築きましょう。

●問人権男女共同参画課
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