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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
●問戸籍住民課（住民票の写し、印鑑登
　録証明書）、市民税課（税証明書等）

不動産公売の実施
滞納処分により差し押さえた不動産
を公売します　※詳しくは市ホーム
ページをご覧になるか、お尋ねを。
●時12月11日詔13時（12時30分開場）
　※12時50分ごろから説明を行います。
●場市役所1階・イベントホール（予定）
●問納税課

選挙ひと口メモ「政治家の寄附」

政治家が選挙区内にいる人に寄附を
することは禁止されています。お歳
暮やせん別も禁止されています（政治
家本人が結婚披露宴や葬式に出席し、
その祝儀や香典が一般の社交の程度
を超えないものは除く）。有権者が政
治家に対し、寄附の勧誘や要求をする
ことも禁止されています。
●問選挙管理委員会事務局

年末の交通安全運動
【運動期間】12月15日裳～24日証
【運動の重点】
飲酒運転の根絶、高齢者の交通事故防
止、全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
【スローガン】
「許しません　飲酒運転　許す人」
●問交通安全・防犯推進室

歳末消防特別警戒
年末は空気が乾燥し、火災が発生しや
すい時季です。寝たばこやたばこの
吸い殻の投げ捨てはやめ、天ぷら鍋や

暖房器具の取り扱い、子どもの火遊び
に十分注意しましょう。
【夜警の実施】12月15日裳～31日証
【標語】
「消すまでは　心の警報　 ON のまま」

オン

●問消防局警防課　緯23-9254

長崎県の最低賃金の改定
10月20日から1時間664円に改定（11
円引き上げ）されました。県内の全て
の労働者に適用されます（特定の産業
には特定最低賃金が定められていま
す）　※詳しくはお尋ねください。
●問長崎労働局　緯095-801-0033

12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。
※江迎負担区は従来どおりです。
●問下水道事業課　緯24-1151

水道管の防寒対策と漏水
【凍結を防ぐ】地上に露出している水
道管には保温チューブを巻くか、布を
巻いてビニールなどで覆う。雨など
で土砂が流れて地表に露出した水道
管は埋め直す
【凍結したら】自然解凍を待つか、タオ
ルなどで覆って蛇口を開き、ぬるま湯
をゆっくりかける（熱湯をかけると破

裂するので注意）
【破裂したら】元栓を閉め、佐世保上下
水道管工事センター（緯24-6362）か水
道局指定給水装置工事事業者へ連絡を
●問水道事業課　緯24-1151

奨学金の返還はお早めに
奨学金の返還期日を守らず、滞納して
いる人が増えています。返還された
奨学金は後輩の奨学金に充てられま
す。貸与を受けていた人は、返還期日
を守り早めに納付しましょう。
●問 長崎県育英会（長崎県育英会奨学
　金）　緯095-824-7501
●問教育委員会総務課（佐世保市奨学金）

寄附金をお寄せください
長崎県育英会では、寄附金を受け付け
ています。皆さんのご支援をよろし
くお願いします。
※長崎県育英会の寄附金は、特定公益
　増進法人への寄附として税制上の
　優遇措置が受けられます。
●問長崎県育英会　緯095-824-7501

看板などの設置には
道路占用許可申請手続きを

市道上に突出して看板などを設置す
るときは、道路占用許可が必要です。
詳しくはお尋ねください。
●問土木政策・管理課
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経営コンサルタント業務等の入札参加資格審査の申請受け付け

平成26・27年度に本市が発注する「測
量・建設コンサルタント業務等」の競争
入札参加資格審査の申請を受け付けま
す。
●申12月9日訟～1月17日象の平日9～12
　時、13～16時に契約課へ
※12月30日訟～1月3日象を除く。

※申請書は同課で配布。市ホームペー
　ジからもダウンロードできます。

●問契約課

休日の燃やせるごみの収集
12月23日訟（天皇誕生日）子収集します
年末年始の休業は本紙23ページへ。
●問廃棄物減量推進課　緯32-2428

市営バスの深夜便を運航
12月13日象から28日賞までの毎週金・
土曜に深夜バスを運行します。時間、
行き先は運行経路のバス停や主要バ
ス停に掲示しますのでご確認を。
※年末年始の運行は本紙23ページへ。
●問交通局業務課　緯25-5111

国民年金保険料の納め忘れに注意
平成25年度の国民年金保険料額は1カ
月15,040円です。納めた保険料は年
末調整や確定申告で「社会保険料控
除」として所得控除の対象となり、税
金の負担を軽減できます。12月31日
証までに納付した保険料を本年分と
して申告できます。納付が済んでい
ない人は年内に納付をお願いします。
●問佐世保年金事務所　緯34-1189

障害基礎年金相談は予約を
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。
●対次のいずれかに初診日がある人陰
　国民年金第1号被保険者期間隠20
　歳前韻60歳以上65歳未満　※詳し
　くはお尋ねください。
●問医療保険課

12月は固定資産税第4期分、
国民健康保険税第7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。
保険税を滞納すると保険証の有効期間
が短くなる場合があります。また、特
別な事情がなく長期滞納すると、滞納
処分を行う場合があります。
●問納税課（固定資産税）
●問保険料課（国民健康保険税）

国民健康保険税の夜間・日曜相談
【夜間】12月12日詳、19日詳20時まで
【日曜】12月15日裳、22日裳9～16時
●内納付相談など●場保険料課
●問保険料課

年末調整用の各種納付確認票
各種納付額の確認が必要な人に納付
額確認表を交付します。
【国保税、後期高齢者医療保険料】
保険料課、市民税課、各支所、宇久行
政センターで交付
【介護保険料】
長寿社会課、保険料課、各支所、宇久
行政センターで交付
●問保険料課

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
【窓口の休業】市営子駅前市営バスセ
ンター、黒髪・矢峰営業所は休みなし。

島瀬定期券売り場は1月1日詔蕉～3日
象

誌

西肥子ハウステンボスバスセン
ターはなし。駅前バスセンター、大
野・早岐田子の浦待合所は1月1日詔蕉。
江迎バスセンターは12月29日裳、1月
1日詔蕉
【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）

限度額認定証の申請
（後期高齢者医療、国民健康保険）
診療時の保険診療分の窓口での支払
いが自己負担限度額までとなる限度
額適用・標準負担減額認定証等の交付
は、申請が必要です。希望する人はあ
らかじめ保険証、印鑑を持参し手続き
してください（保険税に未納があると
交付されない場合があります）。
※70歳以上の場合は、非課税世帯の人
　が対象です。
●問医療保険課

証明書交付の電話予約
住民票の写し、印鑑登録証明書、税証
明書等の交付を電話予約し、平日夜間
や土・日曜、祝日に市役所で受け取る
ことができます。ご利用ください。
【予約受付】平日8時30分～16時30分
【受け取り】平日17時30分～20時、土・
　日曜、祝日9～17時（12月29日裳～1
　月3日象を除く）
※受け取りは電話予約した本人に限
　ります。
※交付手数料と本人確認書類、印鑑登
　録証明書の場合は印鑑登録証を持
　参してください。
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北朝鮮人権侵害問題啓発週間
毎年12月10日～16日は「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への
対処に関する法律」で定められた「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。拉致
問題は、我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決をはじめとする北朝鮮当
局による人権侵害問題への対処が、国際社会をあげて取り組むべき課題とさ
れる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。

●問人権男女共同参画課
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出張女性相談室

●時12月21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）

交通局営業所の空きスペースを
お貸しします！

資産の有効活用のため、有料で貸し出
します　※詳しくはお尋ねください。
【対象箇所】
陰駅前営業所 中高層2階・約200㎡
隠矢峰営業所 2階・約110㎡
韻黒髪営業所 2階・約60㎡
●問交通局総務課　緯25-5111

工業統計調査にご協力を
12月から1月にかけて、製造業の事業
所を調査員が訪問します。我が国の
工業の実態を明らかにするための調
査ですので、ご協力をお願いします。
●問政策経営課

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40人
●申 願書受け付け=1月6日訟～17日象

　の平日（郵送は17日象必着）、試験
　日=1月25日賞9時30分～13時10分
※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

危険物取扱者試験
●時2月2日裳
●場長崎県立大学
●対乙種第4類、丙種
●料種別により異なる
●申書面申請=12月16日訟～1月7日証
　電子申請=12月13日象～1月4日賞
※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

普通救命講習Ⅰ

●時12月15日裳9～12時
●場小佐々地区公民館
●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30人
●申12月8日裳～14日賞に電話かファ
　クス（41-1120）で佐々出張所へ
●問西消防署佐々出張所　緯41-1119

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。
●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

12月13～16日
17～19日
17～19日
20～22日
20～23日
23～25日
24～26日
26～28日
28～30日
29～31日
1月1～3日
4～6日
4～7日
7～9日
8～10日
10～12日

煙させぼ記念競輪（GⅢ）
煙岸和田S級場外
煙久留米S級載場外
煙四日市FⅡ載場外
煙伊東温泉記念場外
煙久留米S級載場外
煙高知S級場外
煙松山FⅡ載場外
煙KEIRINグランプリ場外
煙久留米FⅡ載場外
煙熊本S級場外
煙松山FⅡ載場外
煙立川記念場外
煙小倉S級載場外
煙玉野S級場外
煙久留米FⅡ載場外
※載＝ナイター

12月13日～1月12日開催分

させぼ競輪開催日程
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 主な施設（業務）の年末年始の休業期間

電話番号休業期間施設・業務名

24-111112月28日賞～1月5日裳市役所、中央保健福祉センター
各支所、宇久行政センター

24-111112月29日裳～1月3日象証明書自動交付機（市役所1階）

24-115112月28日賞～1月5日裳水道局　※水道管破裂などの漏水は随時対応。
総合病院 24-1515
宇久診療所 0959-57-3232

12月28日賞～1月5日裳
※急患は随時受け入れます。

総合病院、宇久診療所

廃棄物減量推進課 32-242812月31日証～1月3日象（注1）燃やせるごみ収集

46-530012月31日証～1月3日象（注2）粗大ごみ収集

46-530012月28日賞～1月5日裳（注2）粗大ごみ受付センター
西部 47-5292　東部 31-3815
宇久 0959-57-3125

12月31日証～1月3日象
※29日裳は開庁します（宇久以外）。

クリーンセンターへのごみの搬入

幼児セ 31-0550　発達セ 23-394512月28日賞～1月5日裳幼児教育センター、子ども発達センター
生活衛生課 24-111112月21日賞～1月5日裳犬・猫の引き取り（保健所、有福町）
東部芳世苑 30-6024　
西部芳世苑 48-3421　
宇久やすらぎ苑 0959-57-2278

1月1日詔蕉市民斎場

20-101212月29日裳～1月1日詔蕉エコスパ佐世保

24-666912月31日証～1月2日詳えぼしスポーツの里

66-933412月29日裳～1月3日象白岳自然公園

77-411112月29日裳～1月3日象長串山公園

22-721312月29日裳～1月3日象島瀬美術センター

23-026712月29日裳～1月3日象市民会館

42-111112月29日裳～1月3日象アルカスSASEBO

23-382812月29日裳～1月3日象男女共同参画推進センター「スピカ」

各施設12月29日裳～1月3日象市が所有する体育施設

急病診療所（診療時間）　※診療終了時間の15分前までに受け付けを済ませてください。
暫12月28日賞、30日訟、1月4日賞20～23時子内科、小児科　
暫12月29日裳、31日証～1月3日象、5日裳10～18時子内科、小児科、外科　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●場中央保健福祉センター・1階（高砂町）　●問緯25-3352

市営バスの営業
暫年末年始のダイヤ子12月29日裳から1月3日象までは日祝日ダイヤで運行。1日詔蕉は一部のダイヤを運休
暫初売りダイヤ子2日詳の早朝に臨時バスを運行。1日詔蕉、2日詳の詳しいダイヤは年末に市営バス停留所に掲示
暫定期券販売窓口子島瀬：1日詔蕉～3日象休み、佐世保駅前：無休、2日詳7時15分～9時に3,000円以上購入し
　た人で先着200人に記念乗車券をプレゼントします　　　　　　　　　   　　●問交通局業務課　緯25-5111

※注1 12月29日裳に月曜日収集地区分、30日訟に火曜日収集地区分の燃やせるごみの収集を行います。

※西海パールシーリゾート、九十九島動植物園、市立図書館、少年科学館は14、15ページの各施設の下段に掲載。
※注2 粗大ごみ収集は、希望日の3日前までの平日8時30分～17時に粗大ごみ受付センターに電話予約が必要。


