
人権擁護委員にご相談を
人権問題について気軽にご相談くだ
さい。試川端 格  平 （敬称略）

かく へい

※秘密厳守、相談無料。
●問長崎地方法務局佐世保支局　
　緯24-4850

出張女性相談室

●時3月22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）

労働相談
【職員による労働相談】
●時平日9時～17時45分
【社会保険労務士による相談】
●時毎月第4水曜（平日）
　13時30分～15時30分
●場佐世保労働相談情報センター（木場
　田町）
●内労働問題全般について、労働者、経
　営者の相談に応じます　
　※相談無料、秘密厳守。
●問佐世保労働相談情報センター　　 
　緯0120-783-369

市収納代理・水道局収納取扱
金融機関の統合および指定

【統合】九十九島・佐世保市相浦・宇久
小値賀漁業協同組合の信用事業部門
子長崎県信用漁業協同組合連合会へ

【統合時期】
九十九島子4月1日証から、佐世保市相
浦・宇久小値賀子7月1日証から
※統合後も引き続き各窓口で市税等
　の納付ができます。
【指定】長崎県信用漁業協同組合連合
会、長崎県民信用組合（4月1日証から）
●問会計管理室（市税等）
●問水道局営業課（水道料金等）
　緯24-1151

長崎県産業別最低賃金の改定
暫はん用機械器具、生産用機械器具製
　造業子788円（平成26年1月4日発効）
暫電子部品・デバイス・電子回路、電
　気機械器具、情報通信機械器具製造
　業子726円（同26年1月16日発効）　
暫船舶製造・修理業、舶用機関製造業
　子800円（同26年1月16日発効）
※県最低賃金子664円（同25年10月20
　日発効）
●問長崎労働局労働基準部賃金室
　緯095-801-0033

転居届は水道局にも
3、4月は引っ越しシーズンです。水道
の使用開始や中止の届け出は、早めに
提出しましょう。
●時平日8時30分～17時15分

●問水道局営業課　緯24-1151
●問宇久営業所　緯0959-57-3145

水道メーターの検針に
ご協力ください

犬を放し飼いにしたり、メーター 
ボックスの上に車や物などを置いた
りしないでください。建物の増・改築
の際は、メーターが見えにくい位置に
ならないようにご注意ください。
●問水道局営業課　緯24-1151

小学校新入学生の交通安全教室

交通マナーやルールを楽しく学びま
す。参加者はゴーカートが1回無料。
●時3月1日賞～4月6日裳　
　※10、11、14時（約1時間）。
●場交通公園（�園町）
●対ことし小学校に入学する児童
●料無料（当日申し込み可）
※3月18日証、毎週月曜は休園します。
●問交通公園　緯23-2869
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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。

「消費税転嫁対策措置法」についての情報受け付け窓口

平成26年度からの消費税増税に伴い、
昨年10月1日に「消費税転嫁対策措置
法」が施行されました。この法律によ
り、中小企業間取引における消費税の
転嫁拒否（減額や買いたたきなど）は
禁止されています。このような事例
があれば、情報受け付け窓口にご相談
ください。

【情報受付窓口】
　消費税価格転嫁等総合相談センター
　　緯0570-200-123
　産業振興課　緯24-1111
※県内の商工会議所、中小企業団体中
　央会、税務署でも相談を受け付けて
　います。

●問産業振興課

祝日の燃やせるごみの収集
3月21日象（春分の日）子収集します
●問廃棄物減量推進課　緯32-2428

資源集団回収報奨金の交付申請
●対平成25年度後期（10～3月）分
●申平日8時30分～17時15分に廃棄物 
    減量推進課（稲荷町）、市役所玄関案 
   内、市民生活課、各支所などに申請 
  書を提出
●〆3月31日訟
※申請期日を過ぎると報奨金を支給
　できない場合があります。
※新たに実施を希望する団体は登録
　申請書を提出してください。
●問廃棄物減量推進課　緯32-2428

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）

国民年金保険料の納め忘れに
ご注意を

国民年金保険料は、老後の生活や障が
い、死亡などの時にあなたの大きな支
えとなります。保険料の納め忘れが
続くと、年金、障害年金、遺族年金を
受け取れない場合があります。もし
ものときに後悔しないよう、保険料は
納期内にきちんと納めましょう。納

期は翌月末です。納期から2年経過す
ると時効により納めることができな
くなります。　※詳しくはお尋ねを。
●問佐世保年金事務所　緯34-1189

自動交付機で
所得課税証明書が取得できます

所得課税証明書が市役所1階の自動交
付機で取得できるようになりました。
ぜひご利用ください。また、非課税証
明書は、平成26年度分から所得課税証
明書に統一されますのでご注意くだ
さい。　※詳しくはお尋ねください。
●問市民税課

税の申告受付は3月17日まで
市県民税・国保税等の申告を市役所13
階で受け付けています。最終日近く
になると大変混雑しますので、申告は
早めに済ませましょう。所得税の確
定申告は佐世保税務署（緯22-2161）で、
給与・年金収入だけの人は市役所13階
で受け付けます。期限内に必ず申告
しましょう。
●時3月17日訟まで
●問市民税課（市県民税）
●問保険料課（国民健康保険税）

佐世保市納税組合の廃止
昭和27年の発足以来、安定的な税収等
の確保に大きな役割を担っていただ
いていましたが、組合員数の減少等の
ため3月31日訟をもって廃止されるこ
とになりました。長年にわたり貢献
いただきありがとうございました。

今後も市税等の納付について、ご理解
とご協力をお願いします。
●問納税課

新しい国民健康保険証のご利用を
平成26年度の新しい国民健康保険証
（カード）を3月下旬までに郵送します。
4月1日以降は新しい保険証をご利用
ください。期限が切れた保険証は4月
以降に返還するか、細かく裁断して処
分してください。
●問医療保険課

３月は国民健康保険税
第10期分の納付月

忘れず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。特別な事情がなく長期滞納する
と、滞納処分を行うことがあります。
●問保険料課

国民健康保険税の夜間・日曜相談
【夜間】3月20日詳、25日証　20時まで
【日曜】3月23日裳、30日裳　9～16時
※転入、転出に伴う相談は17時まで。
●内納付相談など
●問保険料課

国保歯科ドック
（国保精密歯科健診）を廃止します

登録医療機関で実施していた国保歯
科ドック（国保精密歯科健診）を今年
度で廃止します。今後は「佐世保市成
人歯科健診」をご利用ください。
●時3月31日訟まで
●対20～74歳までの国保加入者
●問医療保険課
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●内貸与月額=大学、短大、専修学校、
　私立高校子月額2万円試公立高校子
　月額1万2千円
【県】
●対県内在住者の子どもで、大学、短大、
　専修学校専門課程（専門士、高度専
　門士の称号が付与される課程・学科
　に限る）に進学予定または在学中の
　人
●内 貸与月額=国公立学校子月額4万1
　千円試私立学校子月額4万7千円
●申市・県大学奨学生は3月3日訟～4月 
　25日象に教育委員会総務課へ、市
　の高校、高専奨学生は4月1日証～
　30日詔に各学校へ
●問教育委員会総務課

就学一時金の貸し付け
●対4月に大学・短期大学・修業年限2年
　以上の専修学校専門課程（専門士、
　高度専門士以上の称号が付与され
　る課程・学科に限る）に進学を予定
　している子を持つ市内在住者
●内貸与額35万円　
※貸し付け後1年間は据え置き。10年
　以内に全額を年賦、半年賦、月賦で
　返還してください。
●申3月3日訟～31日訟に教育委員会総
　務課へ
●問教育委員会総務課

スポーツ安全保険加入者
●内 保険期間=4月1日証～来年3月31
　日証（4月1日以降は入金日の翌日か
　ら3月31日証まで）
●対5人以上の団体
●申スポーツ振興課、各支所などで配
　布する申し込み用紙に必要事項を
　記入し、銀行で振り込みを
※掛け金は活動内容や年齢で異なり
　ます。詳しくはお尋ねください。
●問スポーツ振興課

普通救命講習Ⅰ

●時3月23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
●定先着30人
●申3月16日裳～22日賞に電話かファ
　クス（26-2119）で西消防署へ
●問西消防署　緯47-2076

不動産鑑定士による不動産に
ついての無料相談会

●時4月1日証10～16時
●場交通会館（栄町・市立図書館前）
●内不動産の売買、相続、賃貸借、担保、
　訴訟、交換などの相談
●料無料
●問長崎県不動産鑑定士協会
　緯095-822-3471

市体育協会スポーツ教室
市体育協会では、生涯スポーツの振興
を目的に、各種スポーツ教室を開催し
ています。
●内太極拳、ピラティス、エアロビクス
　など
※詳しくは、市民スポーツ情報サイト
　「PLAY!」（http://www.sasebospo
　rts.com/）をご覧になるか、お尋ね
　下さい。
●問総合グラウンド管理事務所
　緯47-3125

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

初心者教室
●時3月16日裳10時30分
●料無料（ランチ、ドリンク付き）
●定先着60人
●申前日までに電話で競輪事務所へ

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。
また、小学生までのお子さんにはお
菓子をプレゼントします。
●時本場開催期間

3月11～13日
12～14日
15～17日
18～20日
18～23日
21～23日
24～26日
24～26日
27～29日
28～30日
4月2～4日
3～5日
5～7日
5～8日
9～11日
10～12日

煙京王閣FⅡ載場外
煙武雄FⅡ場外
煙本場開催S級
煙松戸FⅡ載場外
煙日本選手権場外
煙京王閣FⅡ載場外
煙熊本FⅠ場外
煙松戸FⅡ載場外
煙松山FⅡ載場外
煙本場開催FⅡモーニング
煙久留米FⅠ載場外
煙武雄FⅡ場外
煙四日市FⅠ載場外
煙西武園記念場外
煙防府FⅠ場外
煙函館FⅡ載場外
※載＝ナイター

3月11日～4月10日開催分

させぼ競輪開催日程

中小企業等
人材育成支援事業補助金

●対市内の中小企業者等が人材育成の
　ため、中小企業大学校等の研修機
　関へ従業員を派遣した場合や、研
　修会を開催した場合
●内経費の2分の1を補助（上限あり）
●申3月31日訟までに産業振興課へ
※期日後の申請は補助の対象になり
　ませんのでご注意ください。
●問産業振興課

道路の安全のためのお願い

暫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
暫市道に穴が開いているとき子道路
　維持課へ連絡を
暫市道の占用（足場や看板の設置な　
　ど）、河川の占用（橋の設置など）、

　市道の改造（乗り入れ口の切り下げ
　など）子土木政策・管理課へ連絡を
※私有地から伸びている樹木の枝な
　どは、道路にはみ出さないよう所有
　者が管理し、伐採してください。
●問土木政策・管理課
●問道路維持課

「緑の募金」の街頭募金
●時3月21日象蕉12時45分～14時30分
●場四ヶ町アーケード（島瀬公園前）
※募金した人には先着で花の苗など
　をプレゼントします。
●問農林整備課内・市緑化推進協議会

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
【県営・特定優良、公社賃貸】
アルファ（三浦町）、吉岡団地、花高団
地、もみじが丘団地
●対市営子公営住宅の収入基準を超え
　　　　る世帯（上限あり）
　県営子収入認定月額が家賃の3倍以
　　　　上の世帯　※アルファは公
　　　　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（県営分）

　緯22-9612

都市計画道路の見直し（素案）
についてのご意見

本市では、長期間整備に着手していな
い都市計画道路の計画見直しを進め
ています。周辺の土地利用や道路交
通状況等を踏まえて計画の必要性の
検証などを行い、見直し素案をまとめ
ました。この素案に関する皆さんの
ご意見を募集します。
※素案は市ホームページや都市政策
　課・宇久行政センター窓口で閲覧で
　きます。
※ご意見の応募方法など、詳しくはお
　尋ねください。
●問都市政策課　

自衛官
●内自衛官候補生
●対18歳以上27歳未満の男子
●申随時受け付け
●問自衛隊長崎地方協力本部佐世保出
　張所　緯23-1231

市・県の奨学生
【市】
●対市内在住者またはその子どもで、大
　学、短大、修業年限2年以上の専修
　学校専門課程（専門士、高度専門士
　の称号が付与される課程・学科に
　限る）、高校、高専に進学予定また
　は在学中の人
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「人権擁護委員」の活動について
人権擁護委員は、法務大臣から委嘱され、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動をしていま
す。また、法務局内の常設人権相談で地域の皆さんから人権相談を受けて、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員
と協力して人権侵害の被害者を救済したりしています。さまざまな人権相談に応じていますので、気軽にご相談ください。
【人権擁護委員による相談所】
●時平日10～16時　●場法務局佐世保支局（木場田町）●問法務局佐世保支局　緯24-4850

●問人権男女共同参画課
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