
す。お気軽にご相談ください。
中倉忠男（世知原町北川内）、小佐々幸
四郎（江迎町田ノ元）　※敬称略。
●問長崎地方法務局佐世保支局
　緯24-4850

出張女性相談室
●時6月15日賞9～16時●場スピカ
●内女性の悩みや相談に女性相談員が
　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）

女性の悩みごと相談所
●時6月28日象10～16時
●場山澄地区公民館、相浦地区公民館
●内家庭内や夫婦間の問題、職場での
　差別、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
　緯24-4850

農業者年金の現況届受け付け
●時6月3日訟～28日象（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日詳　吉井支所
隠  7日象　世知原支所
韻10日訟　小佐々支所
吋10日訟　鹿町支所
右11日証　江迎支所
宇12日詔　JA針尾支店
烏13日詳　JA南部中央支店
羽14日象　JA宮支店
迂17日訟　JA北部中央支店
雨18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

業務を委託（平成25年度）
【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【旧戸尾小施設
管理・体育館実費徴収業務】特定非営
利活動法人Will Do【学校ナイター施設
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【保育所保育料の収
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】鋤佐世保市水道事業
サービス協会【水道料金等の窓口での
収納】叙馬郡喜商店【世知原活性化施
設の管理】世知原グリーンツーリズム
推進協議会【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】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・実費徴収業務】社会福祉法人むす
び会

中小企業受注促進緊急支援事業
●内自社製造品を九州圏外の新たな取
　引先へ納品する際の、輸送経費の
　一部を補助（対象経費の2分の1以内、
　補助限度額400万円）
●対市内に主たる事業所を持ち、製造
　業を営む中小企業者
●申受注契約から実績報告までの間に
　申請書を産業振興課へ
※詳しくはお尋ねください。
●問産業振興課

させぼシーサイドフェスティバル
2013テナント出店者

8月3日賞、4日裳に佐世保駅みなと口
広場メイン会場に出店する県内企業・
団体・個人などを募集します
●〆7月4日詳
※詳しくはお尋ねください。
●問させぼシーサイドフェスティバル
　実行委員会　緯46-6855

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。
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民生委員・児童委員の改選にご協力ください

ことし11月30日で、現在の民生委員・
児童委員の任期が満了することから、
12月に民生委員・児童委員が全国一斉
に改選されます。事前に町内代表者
などによる地区推薦準備会で候補者
を推薦していただきますので、皆さん
のご協力をお願いします。
選任基準
　人格識見が高く、社会の実情に通じ、
　社会福祉の推進に熱意のある人

民生委員・児童委員の任期
　12月1日から3年間
民生委員の役割
　地域住民の相談に応じたり、関係機
　関などと協力しながら必要な援助
　を行ったりする地域福祉の担い手
　です。厚生労働大臣から委嘱を受
　ける非常勤特別職の地方公務員で、
　児童委員も兼ねます。

●問保健福祉政策課　緯24-1111

市営バス専用回数券の販売終了
市営バスでは、9月30日訟をもって紙
の専用回数券の販売を終了します。
今後は長崎スマートカードをご利用
ください。利用者の皆さんにはご迷
惑をお掛けしますが、ご理解とご協力
をお願いします。
※販売終了までに購入した専用回数
　券は、10月以降も利用できます。
●問交通局業務課　緯25-5111

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】本人が印鑑と身分証（福
祉パスは手帳も）を持って担当課（敬
老パスは支所、宇久行政センターでも
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。
●問健康づくり課（敬老パス）
●問障がい福祉課（福祉パス）

市県民税、国民健康保険税は
納期内に納めましょう

6月は市県民税・国民健康保険税の第1
期分の納付月です。納付には納め忘
れがなく、便利な口座振替のご利用を。
口座振替の申し込みは保険料課、納税
課、各支所、宇久行政センター、各金
融機関で受け付けています。
●問納税課（市県民税）
●問保険料課（国民健康保険税）

国民健康保険の夜間・日曜相談
●時 夜間相談子6月20日詳、25日証20
　時まで、日曜相談子6月23日裳、30
　日裳9～16時
●場保険料課●内納付に関する相談など

●問保険料課

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。
●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
※詳しくはお尋ねください。
●問医療保険課
●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

基金を活用して消防車両を購入

平成22年3月に終了した佐世保市火災
共済の基金を活用して、消防車両（ポ
ンプ車）を3台購入しました。
●問交通安全・防犯推進室

平成24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1,263件（公開777件、
部分公開473件、不存在13件、非公開
0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1,399件試個人情

報の保管等事務1,344件試開示等の請
求件数131件（開示116件、部分開示8
件、その他7件）
●問総務課

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】
俵町、宮田町、八幡町、谷郷町、峰坂
町、山�町、白��町、須田尾町、�
見町、若葉町、福石町、干尽町、田代
町、山手町、名切町、高梨町、小佐世
保町、須佐町、白木町、松川町、戸尾
町、三浦町、松山町、折橋町、花園町、
��町、�園町、��町、本�町、�
地町、宮地町、高天町、日宇町、大和
町、白岳町、黒髪町、大塔町、卸本町、
大岳台町、もみじが丘町、万徳町、城
山町、高砂町、天満町、相生町、浜田
町、松浦町、常盤町、栄町、湊町、光
月町、宮崎町、京坪町、上京町、下京
町、山県町、塩浜町、万津町、勝富町
●問河川課

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。場所、参加方法などはお尋
ねください。
●問長崎県原爆被爆者援護課
　緯095-895-2429

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
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　取得するための講習
●料6,000円●定先着30人
●申5月29日詔～6月14日象に申込書を
　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

消防設備士試験
●時8月18日裳10時
●場長崎県立大学佐世保校
●内 甲種（特類・第1類～第5類）、乙種
　（第1類～第7類）
●料甲種5,000円、乙種3,400円
●申書面申請=県北振興局、各消防署・
　出張所で願書を配布
　電子申請=消防試験研究センター
　ホームページ参照
●〆書面申請=6月19日詔～7月3日詔　
　（当日消印有効）、電子申請=6月16
　日裳～30日裳
※詳しくはお尋ねください。
●問消防局予防課　緯23-9256

させぼ男女共同参画週間
フォーラム

●時6月29日賞13時30分～15時
●場アルカスSASEBO
●内講演会「いつか死ぬ、それまで生き
　る～老いと介護、それから死～」　
　（講師=詩人・伊藤比呂美さん）
●料無料●定300人
※託児あり（6月18日証までに要予約）。
●問男女共同参画推進センター「スピカ」
　緯23-3828

させぼ男女共同参画セミナー
【スピカで始める基礎講座・第1回】
●時6月17日訟13時30分～15時
●場スピカ
●内認知症サポーター養成講座（講師=
　佐世保市認知症キャラバン・メイト）

●対市民●料無料●定30人
●申電話か直接「スピカ」へ
●問男女共同参画推進センター「スピカ」
　緯23-3828

美術と親しむ基礎講座
～フランス美術の精華～

●時第1回=6月28日象、以降各月1回で
　11月まで　※13時30分～15時30分。
●内講義、美術館見学（講師=長崎国際
　大学教授・小坂智子さん）
●場アルカスSASEBOなど
●対市内在住で全日程に参加できる人
●料無料（美術館見学は実費負担）
●定40人（応募多数の場合は抽選）
●申6月14日象までに電話かファクス
　（25-9691）、Eメール（bunkak@city.
　sasebo.lg.jp）、はがき（〒857-8585、
　住所不要）に住所、氏名、電話番号、
　生年月日を記入し、文化振興課へ
●問文化振興課

弓道教室
●時6月22日～8月31日の毎週土曜（7月
　6日を除く）14～16時
●場県立武道館弓道場（名切町）
●対小学5年生以上
●料3,000円（道具使用料1回100円を別
　途徴収します）
●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
初心者水泳教室

●時7月8日訟、9日証、11日詳、12日象、
　15日訟蕉、16日証、18日詳、19日象
　※13時30分～15時。
●場温水プール（平瀬町）
●料5,500円●定先着20人
●申電話で温水プール事務所（23-5455）
　へ　※詳しくはお尋ねください。
●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
●内生活の世界史、平家物語、リフレッ
　シュ講座、コーラス、書道入門、パ
　ソコン、バドミントン、商業簿記
※受講期間、受講料、申し込み方法な
　ど詳しくはお尋ねください。
●問県立佐世保中央高校通信制
　緯22-1161

滋
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※載＝ナイター

6月10～12日
10～12日
13～15日
13～16日
19～21日
21～23日
22～25日
26・27日
26～28日

28日～7月1日
29日～7月1日
7月2・3日
4～6日
4～7日
5～7日
8～10日
9～11日
9～11日

煙別府S級場外
煙函館S級載場外
煙松戸FⅡ載場外
煙高松宮杯岸和田G1場外
煙武雄S級場外
煙松山FⅡ載場外
煙久留米記念場外
煙玉野S級場外
煙平塚S級載場外
煙前橋記念場外
煙小倉S級載場外
煙防府S級場外
煙本場開催
煙小松島記念場外
煙松戸S級載場外
煙別府S級場外
煙本場開催
煙川崎S級載場外

6月10日～7月11日開催分

開催日程

緯31-4797

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

させぼ競輪情報

載＝ナイター

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、愛の里住宅（宇
久地域）
【県営・公社賃貸】アルファ（三浦町）、
吉岡団地、花高団地、須佐団地、もみ
じが丘団地
●対公営住宅の収入基準を超える世帯
●問住宅課（市営分）
●問県住宅供給公社佐世保事務所（県営分）
　緯22-9612

安全・安心な住まいづくりを支援
陰安全・安心住まいづくり支援事業
耐震診断、耐震改修計画策定、改修工
事費の一部を助成します
●内助成額=耐震診断子自己負担15,000
　円、改修計画子費用の3分の2（上限
　70,000円）、改修工事子費用の2分
　の1（限度額60万円）
●対 昭和56年5月31日以前に建設され
　た一戸建て木造住宅で、住宅所有
　者が居住中のもの
　※市税の滞納がない人に限る。
●申申込書に必要書類を添えて建築指
　導課へ。郵送（〒857-8585、住所不
　要）でも受け付けます
※申込書は建築指導課、各支所で配布。
　市ホームページにも掲載。
隠老朽危険空き家除却費補助金

●内除却工事費の40%を助成（限度額　
　60万円）
●対市内の老朽化した危険空き家（構造
　の腐敗や建設年度などの事前調査
　によって、危険と判断できるもの）
●申事前に建築指導課で相談を
●〆陰11月29日象隠6月28日象
※定員に達した時点で締め切ります。
●問建築指導課

市立総合病院の病院見学者
（医学生対象）

高度専門医療や救急医療を提供する
県北地区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　
　（http://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

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、研修会参加
に要する経費の一部を助成します。

【男女共同参画推進フォーラム（仮称）】
●時8月22日詳～24日賞
●場国立女性教育会館ヌエック（埼玉県）
●内参加に要する経費の2分の1相当額
　を補助
●対市内に在住または勤務する人
●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、窓口に持参
　するか郵送（〒857-0863、三浦町2-3）
●〆7月5日象必着
●問男女共同参画推進センター「スピカ」
　緯23-3828

市立総合病院「患者サロン」
今回は「痛みって我慢するもの？」を
テーマに、がん性 疼  痛 認定看護師のミ

とう つう

ニ講演があります。患者や家族同士
の語らいの場です。
●時6月20日詳14時～15時30分
●場市立総合病院・1階
●対がん患者と家族（同院にかかってい
　ない人も参加できます）
●問市立総合病院地域連携室
　緯24-1515

市立看護専門学校説明会
●時7月6日賞10～12時
●場市立看護専門学校（平瀬町）
●内学校の概要説明と施設見学
●対同校を志望する人
●申6月28日象までに電話かファクス
　（24-7329）で同校へ
※上履き、靴入れの持参を。
●問市立看護専門学校　緯24-7329

防災管理新規講習
●時6月28日象9時30分～16時10分
●場労働福祉センター（稲荷町）
●内防災管理に関する講習修了資格を
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同和問題とは③
同和問題は日本固有の人権問題で、解決に向けた対策が進められています。
しかし、平成22年に行われた「人権に関する県民意識調査」によると、「被差別
部落への差別意識が残っている」と回答した県民が多数いるなど、差別は未だ
に根強く存在しています。差別意識をなくすためには、同和問題に対する正
しい理解と知識を得ることが必要です。　　　　　　  ●問人権男女共同参画課
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