
平成26年地価公示価格の活用を
●場市役所6階・行政資料閲覧コーナー、
　各支所、宇久行政センター、図書館
※国土交通省ホームページでも閲覧
　できます。
●問財産管理課

中小企業事業主向けワン・ストッ
プ相談窓口と業務改善助成金

陰経営や労務管理の課題等について、
　専門家が無料でサポートするワン・
　ストップ相談窓口を開設していま
　す。お気軽にご相談ください。
隠業務改善助成金（最低賃金引き上げ
　支援対策費補助金）が利用しやすく
　なりました。詳しくはお尋ねくだ
　さい。
●問陰長崎県最低賃金総合相談支援セ
　　ンター　緯095-821-4454
　隠長崎労働局労働基準部賃金室
　　緯095-801-0033

7月は
下水道受益者負担金の納入月
公共下水道建設のための貴重な財源
です。忘れず、期限内に納めましょう。
●問下水道事業課　緯24-1151

経営者保証ガイドラインの策定
個人保証なしで金融機関で融資を受け
たり、事業が破綻しても一定の生活費
を残したりすることができるルールが
できました。詳しくはお尋ねください。
●問中小企業基盤整備機構九州本部
　緯092-263-0300

中小企業退職金共済制度の活用を
陰国からの助成があり、掛け金は全額
　非課税扱いです
隠市から従業員15人以下の企業に、従
　業員1人当たり月額1,000円を1年間
　助成します
●問陰中小企業退職金共済事業本部
　　緯03-6907-1234
　隠産業振興課

夜間漏水調査にご協力を
水道管の漏水調査は、わずかな漏水音
を聞き取らなければならないため、車
両の騒音や水道の使用が少ない夜間
に区域を決めて実施しています。漏
水の早期発見と道路陥没などの二次
災害防止のため、ご理解とご協力をよ
ろしくお願いします。
●問水道事業課　緯24-1151

水源地への立ち入りは禁止です
水源地の水は大切な水道水源で、関係
者以外の立ち入りを禁止しています。
ごみの不法投棄、釣り人などを見掛け
たら、水道施設課にお知らせください。
●問水道施設課　緯24-1151

させぼ景観100選パンフレット
リニューアル

大切にしたい身近なまちの風景を選
定した「させぼ景観100選」を紹介する
パンフレットをリニューアルしまし
た。7月下旬から無料で配布しますの
で、どうぞご利用ください。
配布場所子まち整備課、各支所、宇久
行政センター
●問まち整備課
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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。

市営バス　夏休み限定のお得なサービス！

「1日乗車券」を販売
期間中、「1日乗車券」で乗車できる範囲を全線にします。
●時7月12日賞～8月31日裳
●料中学生以上500円、小学生以下250円
※6月29日裳～9月7日裳は1日乗車券の利用範囲を総合
　グラウンド前バス停まで拡大します。プール入場料
　の割引特典も付いています。
白浜海水浴場行きを運行
俵ヶ浦行きの一部を変更して運行します。時間帯は各
バス停でご確認ください。
●時7月12日賞～8月12日証

「夏休みこども定期券」を販売
期間中、全線が乗り放題になる定期券です（定期観光バ
スは利用不可）。
●時7月19日賞～8月31日裳
●対小学生（年齢を確認できるものが必要）
●料3,000円（7月14日訟から駅前バスセンター、島瀬定
　期券売り場、黒髪・矢峰営業所で発売）
※この定期券で乗車する子どもに同伴する家族は1回の
　運賃が大人100円、小学生以下50円になります。

●問交通局業務課　緯25-5111

祝日の燃やせるごみの収集
7月21日訟（海の日）子収集します
●問廃棄物減量推進課　緯32-2428

後期高齢者医療保険料の
納入通知書を送付

普通徴収の対象者に納入通知書を送
付しますのでご確認ください。保険
料は納期内に納めましょう。
●時7月中旬ごろ
●問保険料課

7月は固定資産税第2期分、国民
健康保険税第2期分の納付月

忘れずに納期内に納めましょう。納
め忘れが無く、便利な口座振替のご利
用を。保険税を滞納すると保険証の
有効期間が短くなったり、診療費が一
時的に全額自己負担になったりする
場合があります。
●問納税課（固定資産税）
●問保険料課（国民健康保険税）

後期高齢者医療被保険者証の更新
7月下旬頃、該当者に新しい後期高齢
者医療被保険者証を送付します。8月
1日象以降は新しい保険証を使用して
ください。
※毎年8月に前年の所得により、医療
　費の一部負担の割合を見直してい
　ます。
●問医療保険課

国民年金の免除申請をお忘れなく
経済的な理由などで国民年金保険料
を納めることが困難な場合、保険料の
納付が免除される「国民年金保険料免
除制度」があります。保険料を未納の
まま放置すると、将来の老齢基礎年金
や障害基礎年金を受け取れない場合

がありますので、納付が困難な人は免
除制度をご利用ください。
※ことし7月～来年6月分は7月1日証
　以降に申請してください。
●場医療保険課、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

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）

出張女性相談室
●時7月19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）

道路ふれあい月間
8月は「道路ふれあい月間」で、10日は
「道の日」です。道路は日常生活に欠
かせない社会基盤です。道路の重要
性についてご理解をお願いします。
●問土木政策・管理課

県民祈りの日に黙とうを
昭和20年8月6日8時15分に広島市、9

日11時2分に長崎市に原子爆弾が投下
されました。犠牲者のご冥福をお祈
りするため、投下日時にサイレンを鳴
らしますので、黙とうをお願いします。
●問市民生活課

第64回社会を明るくする
運動強調月間

7月は「社会を明るくする運動」の強調
月間です。全ての国民が犯罪や非行
の防止、罪を犯した人たちの更生につ
いて理解を深め、力を合わせて明るい
地域社会を築くことを推進する活動
を行います。本市では運動の一環と
して、青少年の非行防止と更生の援助
のための弁論大会を開催します。
●時7月12日賞12時
●場アルカスSASEBO
●問「社会を明るくする運動」佐世保地
　区推進委員会　緯25-3188

夏の交通安全県民運動
7月9日詔～18日象は「夏の交通安全県
民運動期間」、11日象は「飲酒運転根絶
啓発強化の日」です。期間中は街頭
キャンペーンや車両パレードなどを
通じた啓発活動を予定しています。交
通ルールを守り、交通事故に遭わない
ように注意しましょう。
●問交通安全・防犯推進室

計量器定期検査
●時7月18日象9～12時　
●場宇久行政センター
※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（平成26年度）
【宇久地区ごみ処理手数料徴収・納付業
務】同地区内25地区代表者
●問宇久環境センター　緯0959-57-3125
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　課へ
●〆9月30日証
●問環境保全課　緯26-1787

慰霊友好親善事業の参加者
旧戦域を訪れて慰霊追悼を行い、住民
との友好親善を深めます。日程、訪問
先、参加費などはお尋ねください。
●対戦没者の遺児
●問日本遺族会事務局　緯03-3261-5521

佐世保市男女共同参画
人材育成事業の参加者

男女共同参画社会の推進リーダーとな
る人材を育成するための研修会です。
【男女共同参画推進フォーラム（仮称）】
●時8月29日象～31日裳
●場国立女性教育会館ヌエック（埼玉県）
●内 参加経費の2分の1相当額を補助 
●対市内に在住または通勤している人
●定若干名　※選考あり。
●申住所、氏名、電話番号、年齢、性別、
　志望動機を記入してスピカへ郵送
　（〒857-0863、三浦町2-3）か持参　
●〆7月18日象必着
●問男女共同参画推進センター「スピカ」
　緯23-3828

させぼ男女共同参画セミナー
【DV防止セミナー】
●時7月22日証 18時30分～20時
●場スピカ
●内DV（ドメスティック・バイオレンス）
　等の暴力についての講話
●料無料●定30人程度
●申電話か直接スピカへ　
　※託児あり、7月11日象までに要予約。
【いろんな“でんき”をみてみよう】
●時8月8日象13時30分～15時30分
●場スピカ

●内実験を通し電気について楽しく学ぶ
●対小学1～4年生の子どもと保護者
●料無料●定30人程度
●申電話か直接スピカへ
　※託児あり、7月29日証までに要予約。
【夏休み！父と子のピザ作り教室】
●時8月17日裳10～13時
●場スピカ
●内父親と子どもでピザを作る
※エプロン、三角巾、飲み物持参。
●対小学生以上の子どもとその父親
●料1人300円●定先着24人
●申7月10日詳～31日詳に電話か直接
　スピカへ　※託児あり、7月31日詳
　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

市立看護専門学校説明会
●時8月6日詔10～12時　※9時30分集合。
●場市立看護専門学校（花園町）
●内概要説明、模擬講義など　
●申 電話かファクス（24-7329）で市立
　看護専門学校へ
●〆7月28日訟必着
※上履き、靴入れ持参。
●問市立看護専門学校　緯24-7329

普通救命講習Ⅰ
●時7月27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7月16日詔～26日賞に電話かファ
　クス（38-1119）で東消防署へ
※電話受け付けは8時30分～17時15分。
●問東消防署　緯38-2519

甲種防火管理新規講習
●時8月21日詳、22日象

　9時40分～16時20分
●場労働福祉センター（稲荷町）
●内甲種防火管理者の資格取得のため
　の講習
●料6,170円●定150人
●申7月22日証～8月11日訟に申込書を
　持参かファクス（23-2443）で消防
　局予防課内・長崎県消防設備協会へ
※申込書は消防局、各消防署で配布。
●問消防局予防課　緯23-2539
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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

7月10～13日
11～13日
15～17日
15～17日
18～20日
18～21日
23～25日
26～29日
28～30日

31日～8月3日
8月1～3日
4～6日
4～6日
7～9日
8・9日

煙福井記念場外
煙川崎S級載場外
煙熊本S級場外
煙いわき平S級載場外
煙川崎FⅡ載場外
煙寛仁親王牌（弥彦）G1場外
煙本場開催FⅡ
煙函館記念場外
煙京王閣S級載場外
煙京都向日町記念場外
煙川崎S級載場外
煙武雄S級場外
煙平塚FⅡ載場外
煙玉野S級場外
煙SNF（松戸）GⅡ載場外
※載＝ナイター

7月10日～8月9日開催分

させぼ競輪開催日程

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

市立総合病院の病院見学者
（医大生対象）

高度専門医療や救急医療を提供する
県北の拠点医療施設として重要な役
割を担う、市立総合病院を見学してみ
ませんか。
●申電話で市立総合病院総務課へ
※交通費の助成もありますので、申し
　込みの際は新・鳴滝塾ホームページ

　（https://www.narutaki-jyuku.jp/）
　からエントリーしてください。
●問市立総合病院総務課　緯24-1515

長崎県美術展覧会の作品
●内日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写
　真、デザイン
●申8月1日象～8日象に長崎県美術館
　内県展事務局（緯095-825-6058）へ
※作品の搬入は9月3日詔に市民会館
　（花園町）へ。
●問社会教育課

佐世保市シルバー作品展の作品
●内自分で作った作品（手工芸品、書、絵
　画など）で未発表のもの
●対市内在住で60歳以上の人
●申8月8日象までに老人クラブ連合会
　事務局（中央保健福祉センター内）
　へ提出
●問健康づくり課

明るい選挙啓発ポスター・書写
小・中学校、高校を通じて作品を募集
します。どうぞご応募ください。
●問選挙管理委員会事務局

やってみよう！川の水チェック
近くの川の水質を調べてみませんか。
●時8月1日象～31日裳●場自宅近くの川
●内市から送付される調査キットを使
　い水の汚れ具合や様子を調査する
●対小学3年生以上の市民
●料無料●定先着70人

●申電話かファクス（34-4477）、Eメー
　ル（kanhoz@city.sasebo.lg.jp） 
　で環境保全課へ
●〆8月8日象
●問環境保全課　緯26-1787

親子でエコチャレンジ
●時夏休み期間中の2週間
●内市から送付されるシートに沿って
　家族で省エネに取り組み、成果を
　記録・報告する　※参加賞あり。
●対市内在住の小学生と保護者（同世帯）
●料無料●定先着200組
●申7月14日訟～8月22日象に電話で環
　境保全課へ
●問環境保全課　緯26-1787

エコアクション21セミナー
環境省が策定した中小企業向けの環
境マネジメントシステム「エコアク
ション21」についてのセミナーを開催
します。
●時7月16日詔14時●場市民会館（花園町）
●対市内の事業者・団体など●料無料
●申前日までに電話で環境保全課へ
●問環境保全課　緯26-1787

みどりのカーテン写真

ゴーヤ、アサガオなどのツル性植物を
窓辺や壁に掛けたように栽培した、み
どりのカーテンの写真を募集します。
●対市内の住宅や事業所などでみどり
　のカーテンを育てた人
●申応募用紙に写真を添えて環境保全
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治

犯罪被害者の人権　犯罪被害者は家族を失ったり、傷害を負わされたり、財
産を奪われたりするなどの目に見える被害に加え、捜査や裁判の段階で過剰
な取材や報道、インターネットによるプライバシー侵害などで精神的苦痛に
さらされがちです。無責任なうわさや誹謗中傷、興味本位の報道などが生じ
ないよう、周囲の人々や社会全体の配慮が必要です。

●問人権男女共同参画課
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