
をお願いします。
●時6月中旬から
【経済センサス調査】
●対全ての事業所と企業
●内事業所の住所や従業員数など
【商業統計調査】
●対全ての卸売業・小売業の事業所
●内販売金額や販売方法など
※調査結果は経済政策、雇用対策などに
　関する基礎資料として利用されます。
●問政策経営課

土砂等による土地の埋め立て等
に関する指導要綱

土砂等による土地の埋め立て等を行
う場合、その土地の区域の面積が
3,000釈以上になれば要綱の対象とな
り、事前の手続き等が必要になります。
※詳しくはお尋ねください。
●時10月1日詔から
●対市内で土砂等による土地の埋め立
　て等を計画する事業主など
●問農林整備課（農地・林地）
●問建築指導課（農地・林地以外）

佐世保市道路占用工事施行規則
の改正

4月1日の規則改正に伴い、道路掘さく
（占用）様式を改定しました。市道の道
路掘さく（占用）許可を申請する場合は
新様式を使ってください　※詳しくは
市ホームページをご覧ください。
●問土木政策・管理課

農業者年金の現況届受け付け
●時6月2日訟～30日訟（土・日曜除く）
　8時30分～17時15分
●場農業委員会事務局、宇久行政センター
※次の日程でも受け付けます。
陰6月05日詳　吉井支所
隠6月06日象　世知原支所
韻6月09日訟　小佐々支所

吋6月09日訟　鹿町支所
右6月10日証　江迎支所
宇6月11日詔　JA針尾支店
烏6月12日詳　JA南部中央支店
羽6月13日象　JA宮支店
迂6月16日訟　JA北部中央支店
雨6月17日証　JA柚木支店
※陰隠右～雨10～15時、韻9時30分～
　11時30分、吋13時～15時30分
●問農業委員会事務局

農業委員会委員一般選挙
農業委員会委員の任期満了に伴う選
挙が予定されています。投票できる
人は3月31日確定の農業委員会委員選
挙人名簿に載っている人です。投票
所整理券は告示後に発送します（無投
票の場合は発送しません）。
●時7月6日裳（宇久地域は7月5日賞）
●問選挙管理委員会事務局

LED防犯灯整備資金貸付制度
町内会等で維持管理されている防犯
灯のLED化の普及促進を図るため、設
置工事に必要な資金の貸し付けを実
施しています。
●対LED防犯灯の新設または取り替え
　工事を行う町内会など
※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。
●問市民生活課

計量器定期検査の日程
陰6月11日詔　相浦支所
隠6月17日証　高島旅客船待合所
韻6月18日詔　黒島支所
吋7月  1日証　世知原支所
右7月02日詔　吉井地区公民館
宇7月04日象　小佐々支所
烏7月08日証　江迎地区公民館
羽7月10日詳　鹿町温泉・やすらぎ館
迂7月10日詳　鹿町支所

※陰宇10～15時、隠11～14時、韻11
　時30分～14時、吋右烏迂13時30分
　～15時30分、羽10～12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
【自動車臨時運行許可手数料収納業務】
（一社）佐世保自動車協会【交通公園ゴー
カート使用料収納業務】佐世保市交通安
全協会連合会【旧戸尾小学校施設の管
理・体育館実費徴収業務】特定非営利法
人WillDo【学校ナイター施設の管理・実
費徴収業務】（公財）佐世保市体育協会
【市民会館使用料・実費徴収金収納業務】
叙グリーンベレー【白浜キャンプ場使用
料徴収業務】白浜キャンプ場運営委員会
【保育所保育料収納業務】市内の認可保
育所（民間）の各施設長等【催告納期を過
ぎた水道料金等の収納業務】九州総合
サービス叙長崎支社【水道の中止精算時
の水道料金等の収納業務】（一社）佐世保
市水道事業サービス協会【水道料金等の
窓口での収納業務】叙マゴオリ【世知原
活性化施設の管理】世知原活性化施設利
用者協議会【冷水岳ふるさと物産館の管
理】あざみ生活改善グループ【平漁港の
使用料徴収業務】宇久小値賀漁業協同組
合【平漁港可動橋使用料等の徴収業務】
野母商船叙福岡支社、九州商船叙【漁民
総合センター使用料徴収業務】佐世保市
漁業協同組合【営業申請手数料の収納業
務】佐世保市食品衛生協会【サン・アビリ
ティーズ佐世保の利用料及び実費徴収
業務】社会福祉法人むすび会【三川内焼
伝統産業会館公金徴収業務の一部】三川
内陶磁器工業協同組合【市営住宅等の家
賃・駐車場使用料収納業務】長崎県住宅
供給公社【船舶給水施設使用料収納業
務】佐世保マリン・アンド・ポートサー
ビス叙【と畜場使用料・冷蔵庫使用料収
納業務】佐世保食肉センター叙
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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

土砂災害ハザードマップを配布
住宅地の背後に急峻な山や斜面があ
る地域では、雨などによりがけ崩れや
土石流などの災害が発生する恐れが
あります。本市では災害による人的
被害を最小限にとどめることを目的
に、土砂災害ハザードマップ（避難地
図）を作成しました。内容を確認し、
いざというときに適切な避難行動が
取れるように保管してください。
【今回配布対象地区】
潜木町、高花町、上柚木町、筒井町、
柚木元町、柚木町、小舟町、里美町、
戸ヶ倉町、川谷町、下宇戸町、心野町、
横手町、吉福町、木原町、口の尾町、
江永町、新行江町、塩浸町、三川内新
町、三川内本町、新替町、桑木場町、
三川内町、下の原町
●問河川課

させぼ街ナビに
新しいマップを追加しました
市ホームページの便利マップ「させぼ
街ナビ」で、「標高マップ」と「佐世保
市指定道路図」を公開しましたので、
ご利用ください。
●問情報政策課

佐世保空襲関連
太平洋戦争末期の昭和20年6月28日か
ら29日にかけて、佐世保市は米軍機に
よる爆撃を受け、市街地の大部分を焼
失し多くの尊い命が犠牲となりまし
た。6月29日裳10時に市内全域でサイ
レンを鳴らしますので、亡くなられた
方のご冥福をお祈りするため黙とう
をお願いします。
佐世保空襲を語り継ぐ市民の集い
●時6月14日賞13時
●場旧戸尾小学校体育館

●問佐世保空襲を語り継ぐ会（早稲田さ
　ん）　緯28-3389
佐世保空襲資料展
●時6月16日訟～26日詳（土・日曜含む）
●場市役所1階・イベントホール
●内佐世保空襲に関する写真の展示など
佐世保空襲死没者追悼式
●時6月29日裳10時
●場市民会館（花園町）
●問市民生活課

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。また、ほかの健康保険に加入し
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
センターで手続きを。国保をやめる
ときは必ず保険証の返還を。
●問医療保険課

学生納付特例の申請を
国民年金保険料を納めることが困難
な学生は、将来年金を受け取ることが
できるよう、保険料納付が猶予される
学生納付特例制度をご利用ください。
●手医療保険課、各支所、宇久行政セン
　ター、佐世保年金事務所
●問医療保険課
●問佐世保年金事務所　緯34-1189

平成25年度情報公開、個人情報
保護制度の運用状況

情報公開請求件数2,522件（公開2,086
件、部分公開418件、不存在15件、非
公開2件、取り下げ1件）試不服申し立
て0件試行政資料閲覧コーナー利用件
数1,321件試個人情報の保管等事務
1,342件試開示等の請求件数139件（開
示127件、部分開示5件、その他7件）
●問総務課

人権擁護委員に相談を
4月1日付けで法務大臣から委嘱され、
人権問題の相談や啓発活動を行いま
す。お気軽にご相談ください（相談無
料、秘密厳守）。
櫻井英子、久冨達夫　※敬称略。
●問長崎地方法務局佐世保支局総務課
　緯24-4850

子どもの人権110番 強化週間
子どものいじめなどの問題は、一人で
悩まず電話でご相談ください。
全国共通人権相談ダイヤル（無料）
　緯0120-007-110　※大人も利用可。
●時6月23日訟～29日裳8時30分～19時
　（土・日曜は10～17時）
●問長崎地方法務局佐世保支局総務課
　緯24-4850

女性の悩みごと相談所
●時6月27日象10～16時
●場相浦地区公民館、スピカ
●内家庭内や夫婦間の問題、職場での
　差別、DV（ドメスティック・バイオ
　レンス）など（相談無料、秘密厳守）
●問長崎地方法務局佐世保支局総務課
　緯24-4850

出張女性相談室
●時6月14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）

経済センサス基礎調査・
商業統計調査にご協力を

7月1日現在で、全国一斉に調査が行わ
れます。対象事業所には調査員（調査
員証を携帯）が伺いますので、ご協力
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治



　課へ
●〆11月28日象　※先着順。
●問建築指導課

老朽危険空き家除去費補助金
●対市内にある老朽した木造または鉄
　骨造の危険空き家となった建物で
　所有者に市税滞納がないものなど
●内除去工事費の約40%（上限60万円）
●〆6月30日訟
※申し込み方法など詳しくはお尋ねを。
●問建築指導課

させぼ男女共同参画セミナー
【スピカ再就職支援合同セミナー】
●時陰6月13日象 隠20日象 韻27日象
　※10～12時。
●場スピカ
●内陰雇用を取り巻く状況とハローワ
　　ークでの再就職支援について
　隠保育情報の提供
　韻志望動機ブラッシュアップセミ
　　ナー
　※各回講座終了後ヨガ体験あり。
●対 出産・育児、その他諸事情で退職
　し再就職に意欲を持つ人
●料無料●定15人程度
●申電話か直接スピカへ
※雇用保険受給中の人は就職活動の認
　定を受けられます（受給者証持参）。
【夏！子ども料理教室】
●時陰7月6日裳 隠20日裳　※10～13時。
●場スピカ
●内子どもでもできる簡単な料理教室
●対小学5・6年生●料300円
●定先着各回24人
●申 陰6月10日証～29日裳、隠7月6日
　裳～13日裳に電話か直接スピカへ
●問男女共同参画推進センター「スピカ」
　緯23-3828

弓道教室
●時6月14日賞～8月30日賞　※8月16日
　賞を除く毎週土曜14～16時（全11回）。
●場県立武道館弓道場（熊野町）
●対小学5年生以上
●料3,000円（道具使用料1回100円）
●申電話で佐世保弓道連盟へ
●問佐世保弓道連盟　緯23-7417

佐世保市体育協会スポーツ教室
ふれあいカヌーツーリング

●時陰7月25日象～27日裳隠7月26日賞、
　27日裳　※金・土曜10～16時、日
　曜9～16時。
●場海洋スポーツ基地
●対陰小学5年生～中学3年生隠親子ペ
　ア（子どもは小学4年生～中学3年生）
●料陰1人3,000円隠1組6,000円
●定陰6人隠9組（応募多数の場合抽選）
●申6月20日象～7月4日象に往復はがき
　の往信の裏に参加者の住所、氏名、
　性別、生年月日、電話番号（自宅・携
　帯）、携帯メールアドレス、学校名・
　学年、この教室を何で知ったか、返
　信の表に郵便番号、住所、氏名を書
　いて海洋スポーツ基地（〒857-0412、
　小佐々町西川内215）へ
●問総合グラウンド管理事務所
　緯47-3125

佐世保中央高校の生涯学習講座
●場県立佐世保中央高校
●内 陰数学検定3級（7～8月の土曜）隠
　英字新聞を読む（9～10月の土曜）
　韻平安女流日記（7～2月の第2か第
　3土曜）吋働く人のためのリフレッ
　シュ講座（6月末～8月の土曜）右コ
　ーラス（7～12月の火曜）宇書道入
　門（7～11月の水曜）烏パソコン講
　座 Excel 中級（7～9月の水曜）羽商業

エクセル

　簿記初級（9～11月の水曜）
●料1,000円程度

●申往復はがきに住所、氏名、生年月日、
　電話番号、希望講座名を記入し同校
　（〒857-0017、梅田町10-14）へ
　※定員あり、応募多数の場合抽選。
●〆陰吋宇烏6月20日象、隠9月10日詔、
　韻7月9日詔、右6月27日象、羽9月1
　日訟　※いずれも必着。
●問佐世保中央高校通信制　緯22-1161

滋
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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

トップくんフリーマーケット
●時毎月第4日曜

6月9～11日
9～11日
12・13日
12～15日
14～16日
16～18日
17～19日
19・20日
20～22日
21～24日
25～27日
26～29日

29日～7月1日
30日～7月2日

2～4日
3～6日
5～7日
7～9日
8～10日

煙久留米S級場外
煙小倉FⅡ載場外
煙松戸FⅡ載場外
煙高松宮杯（宇都宮）場外
煙四日市S級載場外
煙武雄S級場外
煙京王閣FⅡ載場外
煙青森S級場外
煙松戸S級載場外
煙久留米記念場外
煙本場開催FⅡ
煙取手記念場外
煙小倉S級載場外
煙別府S級場外
煙函館FⅡ載場外
煙小松島記念場外
煙小倉S級載場外
煙京都向日町S級場外
煙函館FⅡ載場外
※載＝ナイター

6月9日～7月10日開催分

させぼ競輪開催日程

市内で交通事故が多発しています
5月8日現在、7人が交通事故で亡く
なっています（昨年は1年間で7人）。
特に高齢歩行者の事故が多く、外出の
際は次のことに注意してください。
歩行者子道路を渡るときは信号を守
　り、左右の安全を確認する試車の直
　前直後の横断はせず横断歩道を利
　用する試夜間外出時は明るい服装
　や反射材を利用する
運転者子運転中は「脇見、ぼんやり」を
　せず、運転に集中し前をよく見る試
　子どもや高齢者を見掛けたら減速、
　徐行し「思いやり」のある運転を心
　掛ける
●問交通安全・防犯推進室

慰霊巡拝を実施します
外地で亡くなった人の慰霊巡拝が行わ
れます　※詳しくはお尋ねください。
●問長崎県原爆被爆者援護課
　緯095-895-2429

特定優良（公共）賃貸住宅入居者
【市営・特定公共】小ヶ倉住宅（吉井地
域）、世知原中央住宅、古里住宅（小
佐々地域）、平野住宅（江迎地域）、
シーサイド鹿町住宅
●対公営住宅の収入基準を超える世帯
　（上限あり）

●問市営住宅管理センター　緯25-9625
【県営・特定優良】アルファ（三浦町）
●対公営住宅の収入基準を超える世帯
【県営・公社賃貸】吉岡団地、花高団地、
須佐団地
●対収入認定月額が家賃の3倍以上の世帯
●問県住宅供給公社佐世保事務所
　緯22-9612

中小企業高度化設備支援事業
●対対象者子市内に主たる事業所を持
　ち、製造業または情報サービス業
　を営む中小企業者など（市内での実
　績が5年以上）
　対象経費子技術力向上や生産効率
　の向上に資する工作機械等の新規
　購入経費（1機当たりの取得金額が
　1000万円以上3000万円未満の設備
　で、取得価格の合計が3000万円未
　満のもの）
●内対象経費の5%（補助金額50万円以
　上150万円未満）
●申事業着手60日前までに産業振興課へ
※詳しくはお尋ねください。
●問産業振興課

民間建築物の
アスベスト成分調査の助成

建物の吹き付け材にアスベストが含
有しているかどうかは目視では確認
できません。そのアスベストの成分
調査を行う場合の費用を助成します。
まずはご相談ください。
●対多数の人が利用する民間建築物で、

　露出した吹き付けでアスベストの
　含有の恐れがあるもの
●内成分調査費用全額（上限25万円）
●〆12月26日象（予定）
●問建築指導課

住宅性能向上リフォーム支援事業
バリアフリー化、省エネ化、防災化な
ど一定の性能向上ができるリフォー
ム工事を行う住宅の所有者に対して
支援を行います。
●対申請者が所有・居住している市内の
　住宅またはマンションの専有部分
　に行う50万円以上の工事
●内 対象工事費の1/5（上限10万円、工
　事の組み合わせにより最大30万円）
●申8月1日象～29日象に建築指導課へ
※未着手の工事に限ります。詳しく
　はお尋ねください。
●問建築指導課

安全・安心住まいづくり支援事業
耐震診断費の一部を助成します。ま
た診断の結果、基準に適合しないと判
定された住宅は、設計に係る費用と工
事に係る費用の一部を助成します。
●対 昭和56年5月31日以前に着工され
　た市内にある戸建木造住宅で、市
　税滞納のない所有者が居住中のもの
●内耐震診断費=自己負担額15,400円
　※改修計画・改修工事の補助額な
　　ど詳しくはお尋ねください。
●申建築指導課、各支所にある申込書に
　記入し、必要書類を添えて建築指導
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長崎県警では、日本一犯罪率の低い県を目指して「犯罪な
く 3 ば運動」に取り組んでいます。地域住民の皆さんが自

さん

ら「鍵かけ（んば）、ひと声かけ（んば）、見守り（せんば）」
を行うことで、犯罪が起きにくい社会づくりを推進する
運動です。次の3点にご協力ください。

陰少しの時間でも自宅や乗り物を離れるときは鍵を掛け
　ましょう
隠ご近所同士や見掛けない人には一声掛けましょう
韻子どもや高齢者を見守りましょう

●問交通安全・防犯推進室

シ
リ
�
ズ
 安
全
安
心

「犯罪なく3ば運動」で、日本一安全で安心な長崎県を目指しましょう


