
　緯23-3828（当日連絡用）

戦没者等援護の巡回相談
●時11月27日詔11～16時
●場中央保健福祉センター
●内恩給、遺族年金、特別弔慰金などに
　関する相談会
●問長崎県原爆被爆者援護課
　緯095-895-2429

長崎県原子力防災訓練
●時11月30日賞8時～14時30分
●場市役所、相浦・三川内地区公民館など
●内情報伝達、緊急時モニタリング、被
　ばく医療、避難などの訓練
※当日は吉井・世知原・江迎地域で防
　災行政無線の訓練放送を予定して
　います。訓練へのご理解とご協力
　をお願いします。
●問防災危機管理局　緯23-9258

永久選挙人名簿、
在外選挙人名簿の閲覧

●時12月3日証～7日賞8時30分～17時
●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5年12月2日
　までに生まれ、ことし9月1日まで
　に住民基本台帳に登録された人（12
　月1日現在で調べ、新たな有資格者
　を12月2日に追加登録）試在外選挙
　人名簿子20歳以上の日本国民で国
　外へ住所を移し、同委員会に申請
　した人（ほかに条件あり。随時登録）
●問選挙管理委員会事務局

農業委員会委員の選挙人名簿
登載申請書の提出を

来年1月1日現在で名簿を作成します。
前回登録した人には11月上旬に申請
書を送付します。今回新たに登録す
る人は、選挙管理委員会事務局へご連

絡ください。
●対 平成6年4月1日までに生まれた市
　内居住者で次のいずれかに該当す
　る人子陰1000釈（10アール）以上の
　農地を耕作している農業経営者隠
　農業経営者と同居している親族ま
　たはその配偶者（内縁を除く）韻1000
　釈以上の農地を耕作している農業
　生産法人の組合員、社員、株主
※隠韻は年間おおむね60日以上耕作
　に従事している人。
●手個人で提出子12月10日証までに農
　業委員会事務局、各支所、宇久行政
　センターへ試営農組合経由で提出
　子各組合長に確認の上、組合長へ
●問選挙管理委員会事務局

労働保険への加入手続きを
アルバイトを含む労働者を1人でも雇
用している事業主は、労働保険（労災・
雇用保険）への加入手続きが義務付け
られています。お済みでない場合は
早急に手続きをお願いします。
●問長崎労働局労働保険徴収室
　緯095-801-0025

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

大学等新卒者・若年者
合同企業面談会

●時11月15日象13～16時
●場体育文化館（光月町）
●対来年3月に大学、大学院、短大、高専、
　専修学校、能力開発校を卒業予定
　の人、おおむね45歳未満の求職者
※事前の申し込みは不要です。
●問ハローワーク佐世保　緯88-2007
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記帳・帳簿等の保存制度についての説明会を開催します

来年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象が拡大されます。事業収入
（営業、農業、漁業、不動産等の収入）がある全ての人が対象となり、所得
税の確定申告が必要ない人も対象となります。
本市では対象拡大に伴う説明会を開催しますので、ぜひご来場ください。

日程　会場

11月11日訟吉井地区公民館・体育室

11月12日証東部住民センター

11月13日詔市役所13階・大会議室

会場、日程

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。

●問市民税課
※10～12時、13時30分～15時30分（2回）。
※各会場、各回の内容は同じです。

保存制度
説明会

祝日の燃やせるごみの収集
11月23日賞（勤労感謝の日）子収集し
ます
●問廃棄物減量推進課　緯32-2428

来年分のごみ袋購入補助券発送
11月下旬～12月下旬に、
桃色の定型封筒で世帯
主宛てに発送します。
届いたら補助券の枚数
をご確認ください（世帯
人数×5枚）。
※本年分の補助券も引
　き続き使用できます。
●問廃棄物減量推進課　緯32-2428

年末調整説明会
虚11月13日詔　江迎地区文化会館
許11月14日詳　アルカスSASEBO
※13時30分～15時30分。
●問佐世保税務署　緯22-2162

市税証明申請時の委任状
代理人が市税証明の申請を行う場合
は、原則として委任状が必要です。市
ホームページに見本を掲載していま
す　※非課税証明書は来年度分から
所得課税証明書に統一されます。
●問市民税課

国民年金保険料の控除証明書
平成25年中に国民年金保険料を納付
した人に「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」が、11月上旬に日本年
金機構本部から送付されます。年末
調整や確定申告の際、社会保険料控除
を受ける場合に必要です。家族の保
険料を納付した場合も、本人の控除に
加えることができますので、家族宛て
の控除証明書を添付して申告を。

●問佐世保年金事務所　緯34-1189

国保の変更届は14日以内に
国保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も、国
保をやめる手続きをしないと国保税
を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
ターで手続きを行ってください。
※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

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】本人が印鑑（敬老パスは
身分証、福祉パスは手帳も）を持って
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）

誕生記念品を差し上げています

記念品はみかわち焼の器とスプーン
のセットです。
●対誕生により本市に住所を置く新生児
●申 新生児の誕生から1年以内に印鑑
　と母子手帳を持参して戸籍住民課、
　各支所、宇久行政センターへ
●問戸籍住民課

第65回人権週間の行事
特設人権相談所
●時11月25日訟10～15時
●場広田・山澄・北・相浦・吉井地区公
　民館、世知原・小佐々・江迎・鹿町
　支所、宇久社会福祉センター
●内家庭や夫婦、相続、職場、近隣の問
　題などの相談　※相談無料、秘密厳守。
人権パレード
●時12月7日賞13～15時
●場松浦公園～三ヶ町・四ヶ町アーケ
　ード～京町公園
●内園児による鼓笛隊、啓発宣伝など
●問長崎地方法務局佐世保支局
　緯24-4850

女性に対する暴力をなくす運動
国や自治体、関係機関などが連携し、
女性への暴力に関する意識啓発を充
実させるための期間です。
●時11月12日証～25日訟
●問人権男女共同参画課

女性の人権ホットライン強化月間
夫やパートナーからの暴力、ストー
カー行為、職場でのセクシュアルハラ
スメントなど、一人で悩まず電話でご
相談ください。
【電話番号】0570-070-810
●時11月18日訟～24日裳平日8時30分
　～19時、土・日曜10～17時
●問長崎地方法務局佐世保支局
　緯24-4850

出張女性相談室
●時11月16日賞、12月7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）
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　けつなど
●対育児や介護などで退職し、再就職
　を希望する人
●料無料●定30人
※託児あり（11月26日証までに要予約）。
※男性も参加できます。
●問男女共同参画推進センター「スピ　
　カ」　緯23-3828

防火・防災管理者新規講習
●時12月5日詳、6日象
　9時30分～16時30分
●場労働福祉センター（稲荷町）
●内 防災管理者・甲種防火管理者の資
　格取得のための講習
●料8,000円●定80人
●申11月5日証～19日証に申込書を持
　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23-9256

普通救命講習Ⅰ

●時11月24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11月16日賞～23日賞蕉に電話かファ
　クス（24-4119）で中央消防署へ
●問中央消防署　緯24-7621

米軍ビジネスセミナー
●時11月28日詳14～16時
●場佐世保商工会議所（湊町）

●内米軍発注の工事、契約の案件の探
　し方、書類の作成方法など（講師=
　栗林通訳事務所・栗林弘さん）
●対物販、建設、製造業などの事業所、
　米軍業務の通訳・翻訳に関心のあ
　る人
●料無料●定15人
●申 電話かファクス（25-8616）で佐世
　保商工会議所へ
●問佐世保商工会議所　緯22-6121

キッズソフトバレーボール教室

●時12月7日賞、14日賞、21日賞、1月
　11日賞、18日賞、25日賞
　※9時30分～12時。
●場体育文化館（光月町）
●対小学生●料2,500円
●定先着30人
●申11月10日裳から電話で体育文化館へ
●問体育文化館　緯22-1522

下水道排水設備工事責任技術者
共通試験

●時1月19日裳13～16時
●場桜馬場中学校（長崎市）
●料8,000円
●申申込書に必要事項を記入し、11月
　15日象～29日象に水道局経営管理
　課へ（平日9～17時に受け付け）
※申込書は水道局経営管理課で配布。
　市ホームページからもダウンロー
　ドできます。
※受験資格など詳しくはお尋ねを。
●問長崎県建設技術研究センター
　緯095-754-9630

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、クオカードが当たるラッキー
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

11月9～12日
10～12日
15～18日
15～18日
19～21日
19～21日
22～24日
22～24日
25～27日
26～28日

28日～12月1日
11月29・30日
12月1～3日

3～5日
5～7日
6～9日

煙取手記念場外
煙小倉S級載場外
煙松阪記念場外
煙京王閣S級載場外
煙玉野S級場外
煙川崎FⅡ載場外
煙高知S級場外
煙松戸FⅡ載場外
煙武雄S級場外
煙四日市FⅡ載場外
煙競輪祭（小倉）場外
煙いわき平FⅡ載場外
煙松山S級載場外
煙熊本S級場外
煙本場開催
煙広島記念場外

※載＝ナイター

11月9日～12月9日開催分

させぼ競輪開催日程

平成26年 新年交歓会
●時1月6日訟16時～17時30分
●場佐世保玉屋●料1,500円
●申11月5日証～29日象に名刺と会費
　を持参して佐世保商工会議所へ
●問秘書課
●問佐世保商工会議所　緯22-6121

浄化槽をお使いの皆さんへ
浄化槽の維持管理が適正に行われて
いないと、川や海を汚したり、悪臭を
発生させたりする原因となります。
浄化槽の使用者は定期的な保守点検、
清掃、法定検査を行ってください。
●問環境保全課　緯26-1787

貯水槽は適正に管理を
アパートやマンション、ビルなどに受
水槽、高置水槽を設置して水道水を給
水している場合、設置者は定期的な清
掃と水質検査を行ってください。
●問水道事業課　緯24-1151

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
●問土木政策・管理課、道路維持課

指名手配被疑者の検挙にご協力を
指名手配被疑者の発見には、市民の皆

さんの協力が必要です。被疑者によ
く似た人を見掛けたなど、ささいなこ
とでも構いませんので、警察への情報
提供をお願いします。
●問最寄りの警察署へ

平成25年度第3期公営住宅
空き家補充入居者

【市営】用紙配布子11月6日詔から住宅
課、各支所、宇久行政センターで
●申11月13日詔～15日象に市役所1階・
　イベントホールで　※吉井・世知原・
　小佐々・江迎・鹿町地域の住宅は管
　内支所の地域政策課分室でも受け
　付けます（宇久行政センターは旧佐
　世保市域の住宅も受け付けます）。
【県営】用紙配布子11月29日象から住
宅課、県住宅供給公社佐世保事務所
（天満町）で
●申12月6日象～9日訟（土・日曜含む）
　に県住宅供給公社佐世保事務所へ
●問住宅課（市営分）
●問県住宅供給公社佐世保事務所
　緯22-9612（県営分）

教育文化振興基金助成事業
市民の皆さんが来年度に予定してい
る教育文化、スポーツの分野での発表
会や記念事業に補助金を助成します。
申し込み方法など詳しくはお尋ねを。
●問社会教育課

姉妹都市等市民優待協賛店
本市の姉妹都市等の市民が、佐世保市

内の店舗や施設を利用するときに、料
金割引や各種サービスを提供する優
待制度の協賛店を募集します。
※詳しくはお尋ねください。
●問国際政策課

佐世保学園見学会
●時11月30日賞10時～11時30分
●場佐世保学園（大塔町）
●内少年院見学、終了後に昼食試食
●料無料　※昼食試食は300円。
●定30人　※未成年者は保護者同伴。
●申往復はがきに住所、氏名、年齢、性
　別、電話番号、昼食試食の有無を記
　入し、佐世保学園（〒857-1161、大
　塔町1279番地）へ
　※はがき1枚につき2人まで。
●〆11月19日証必着
●問佐世保学園　緯31-8277

市立総合病院の市民公開講座

●時11月16日賞14～16時
●場市立総合病院
●内医師による子宮がんに関する講演、
　特別講演「上手にのりきろう！副作
　用～がん治療中の食事のくふう」、
　がんの相談コーナー（13時から）
●料無料
●問市立総合病院　緯24-1515

スピカ再就職支援合同セミナー
●時12月6日象13時～16時30分●場スピカ
●内志望動機作成セミナー、面接の秘
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同和問題とは羽
同和問題の差別事例として、身元調査があります。就職や結婚の前に、出身地
によって人を判断することは差別につながります。また、本人が知らないと
ころで身元調査を行うことは、重大な人権問題となる恐れがあります。  　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●問人権男女共同参画課
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