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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

●内 小佐々町楠泊690番3ほか（旧町役
　場跡地）
●申1月10日象12時までに必要書類を
　財産管理課へ
※詳しい条件や申込書は市ホーム　
　ページに記載しています。
●問財産管理課

4月から市立総合病院で時間外
選定療養費の徴収を開始します

緊急性がない軽症患者が時間外に受
診した場合、診療費に加えて時間外選
定療養費が発生するようになります。

●時4月1日証0時から
●内【時間外選定療養費】4,000円（税別）
　【対象時間】平日=17時15分～翌8時
　30分試土・日曜、祝日、年末年始=
　終日
※入院になった場合、救急受診のため
　の紹介状を持参した場合、公費適用
　患者、15歳未満は対象外。
●問市立総合病院経営企画課　緯24-1515

中小企業退職金共済制度・
特定退職金共済制度の活用を
①国からの助成があり、掛け金は全額
非課税扱いです②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①中小企業退職金共済制度子中小
　企業退職金共済本部　緯03-6907-
　1234、特定退職金共済制度子佐世
　保商工会議所　緯22-6121

　②市の助成子産業振興課

中小企業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
※今年度実施分の申請期日は3月31日
　訟です。
●問産業振興課

償却資産
1月1日現在、市内で事業を営み償却資産を所有している人
は、1月31日象までに資産税課に申告してください。
※電子申告も利用できます。詳しくはeLTAX（エルタックス
　http://www.eltax.jp/）で確認してください。
●対土地、家屋以外で事業に使用している構築物、機械装置、
　船舶、器具、備品などで耐用年数1年以上、取得価額10
　万円以上のもの
※取得価額10万円未満のものでも、固定資産として計上し
　個別に減価償却しているもの、および租税特別措置法を
　適用して損金算入した少額資産は該当します。
※取得価額20万円未満で法人税法、所得税法の規定で事業
　年度ごとに一括して3年間で償却するものは対象外です。
※平成20年4月1日以降に取得したファイナンスリース取
　引に係るリース資産で、その際の取得価額が20万円未満
　のものは対象外です。
●問資産税課　※申告書がない人は資産税課へ連絡を。

軽自動車税
4月1日現在の登録者に課税されます。持ち主の変更、廃車、
転出、盗難にあった場合などは3月31日訟までに手続きを。
※原付バイク等を廃車する場合は、必ずナンバープレート
　を取り外してください（廃車申告に必要です）。
※125呪以下のバイク、小型特殊車の廃車申告は、資産税
　課、各支所、宇久行政センターで手続きできます（ナン　
　バープレート、納税義務者の印鑑を持参してください）。
※譲渡や廃車で車両がない場合でも、廃車申告等の手続きを
　しないと引き続き課税されますのでご注意ください。
※自賠責保険（共済）加入は法律上の義務です。契約が切れ
　ていたら最寄りの取り扱い店で加入の手続きを。
※車種によって手続きの窓口が異なりますのでご注意を。
●問125呪以下のバイク、小型特殊車子資産税課
●問二輪小型車子佐世保自動車検査登録事務所
　緯050-5540-2084
●問二輪・三輪・四輪子軽自動車協会　緯31-1385

償却資産・軽自動車税の申告
休日の燃やせるごみの収集

1月13日訟（成人の日）子収集します
●問廃棄物減量推進課　緯32-2428

黒島地区を重点景観計画区域に
指定しました

良好な景観を守り、残していくため、
地域の特性に応じて定められた景観
形成基準を運用していきます。皆さ
んのご協力をお願いします。
●時1月1日詔蕉から●対黒島町
●問まち整備課

吉井野球場の改修に伴う利用停止
●時1月4日賞～2月28日象
※工事の状況により期間を変更する
　ことがあります。ご了承ください。
●問スポーツ振興課

小柳賞ロードレース大会に伴う
交通規制

●時1月12日裳10時～11時10分
●場総合グラウンド～下本山交差点～
　真申入口～九州電力前～県立大前
※コース近辺での迂回などの指示に

　ご理解とご協力をお願いします。
●問 スポーツ振興課内・同大会実行委
　員会事務局

1月は固定資産税第4期分、
国民健康保険税第8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や、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）

20歳になったら国民年金
国内に住所がある20歳以上60歳未満
の人は、国民年金に加入し保険料を納
付することが義務付けられています
（厚生年金、共済組合加入者を除く）。
保険料は月額15,040円（平成25年度）
です。保険料の納付が困難な場合は、
若年者納付猶予や学生納付特例など
の保険料免除制度が利用できます。
※保険料が割引される前納制度も利
　用できます。
●問佐世保年金事務所　緯34-1189

交通事故などに遭ったら
国民健康保険、後期高齢者医療の加入
者が交通事故などに遭い、保険証を
使って治療を受ける場合は、すぐに警
察に届け「事故証明書」の交付を受け
てから医療保険課へ届け出を。

●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】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）

市の物品等入札参加有資格者
営業種目変更届の受け付け

●対平成25年度に市役所、市立小・中学
　校、消防局、総合病院、水道局、交
　通局への物品等納入業者としてす
　でに資格を有している商社
●内登録中の営業種目の変更、業務委
　託指定業者に登録変更された業者
　は、物品営業種目の追加
●申1月6日訟～2月14日象の平日9～12
　時、13～16時に契約課へ（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

道路・法定外公共物（里道、
水路）占用許可の更新手続き
●対 道路・法定外公共物占用許可の更
　新時期を迎える人
※対象者に申請書を送ります。
●手申請書に必要事項を記入し、2月3
　日訟～28日象に土木政策・管理課へ
●問土木政策・管理課

市有地売却（一般競争入札）
●時2月14日象10時入札
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外国人の人権
外国人に対する差別により、アパートの入居拒否、就職拒否などの問題が発生
しています。差別は国籍や言葉、文化、生活習慣の違いからくる誤解や偏見か
ら生じます。全ての人の人権が守られるためには、異なる文化や生活習慣を
お互いに認め、尊重する気持ちを持つことが大切です。

●問人権男女共同参画課
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PM2.5にご注意を
PM2.5とは、大気中に浮遊している
2.5マイクロメートル以下の粒子のこ
とです。肺の奥まで入りやすいため、
呼吸器系への影響が心配されていま
す。冬から春にかけて多く飛来して
いますので、ご注意ください諮市内で
は大塔、福石、吉井の3カ所に観測所
を設けています。測定値は県・市ホー
ムページで公開していますのでご利
用ください。
【PM2.5の値が高くなったら】
県から注意喚起のお知らせがあるほ
か、防災行政無線や市メールマガジン
などでお知らせしています。
【注意喚起が発表されたら】
暫できるだけ外出は避けてください
暫屋外での長時間の運動や、換気・窓
　の開閉をできるだけ減らしてください
暫呼吸器系や循環器系に疾患がある
　人や子ども、高齢者は体調の変化に
　ご注意ください
●問環境保全課　緯26-1787

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】
アルファ（三浦町）、吉岡団地、須佐団
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（上限あり）世帯
　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）

●問県住宅供給公社佐世保事務所
　緯22-9612（県営分）

自衛官
●内自衛官候補生　※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

普通救命講習Ⅰ

●時1月26日裳9～12時
●場消防局3階・防災学習室
●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1月16日詳～25日賞8時30分～17時
　15分に電話かファクス（38-1119）
　で東消防署へ
●問東消防署　緯38-2519

させぼ男女共同参画セミナー
●時1月17日象10時30分～12時
●場スピカ
●内演題=「調停について楽しく学んで
　みよう」、講師=吉田 和  美 さん（家事

かず よし

　調停員協会会長）
●対市民●料無料●定30人
●申電話か直接スピカへ
※託児あり（1月7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
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させぼ競輪情報
緯31-4797

レディース競輪教室
ランチ・ドリンクが付いています。
●時1月12日裳10時30分
●対女性●料無料●定先着60人
●申1月11日賞までに電話で競輪事務
　所へ

グッズ販売コーナーの設置
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

ナイター場外発売実施中！
●時開催日の20時30分まで

※載＝ナイター

1月8～10日
10～12日
11～14日
13～15日
15～17日
16～18日
18～21日
19～21日
23～25日
24～27日
26～28日
28～30日

31日～2月2日
31日～2月3日
2月3～5日
4～6日
7～9日
8～11日

煙玉野S級場外
煙久留米FⅡ載場外
煙和歌山記念場外
煙小倉S級載場外
煙広島S級場外
煙久留米FⅡ載場外
煙大宮記念場外
煙松山FⅡ載場外
煙四日市FⅡ載場外
煙いわき平記念場外
煙久留米FⅡ載場外
煙別府S級場外
煙四日市S級載場外
煙奈良記念場外
煙松山FⅡ載場外
煙武雄S級場外
煙小倉S級載場外
煙全日本選抜高松場外

1月8日～2月11日開催分
させぼ競輪開催日程

長崎県知事選挙、長崎県議会
議員補欠選挙の投票日

投票所整理券は告示日後に発送しま
す。忘れず、投票に行きましょう。
●時2月2日裳（宇久地域は2月1日賞）
●問選挙管理委員会事務局

出張女性相談室

●時1月11日賞、2月8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）

県内一斉「子どもの人権相談所・
女性の悩みごと相談所」

●時1月26日裳10～16時
●場スピカ、大野地区公民館、江迎支所
●内子どもの人権子いじめ、児童虐待、
　子どもの人権に関する相談
　女性の悩み子夫やパートナーから
　の暴力、職場などでのセクシュア
　ル・ハラスメント、ストーカー、女
　性の悩みに関する相談
※相談無料、秘密厳守。
●問長崎地方法務局佐世保支局
　緯24-4850

暴力団追放運動にご協力ください
暴力や暴力団のない、安全で安心なま
ちづくりは私たちの願いであり、その
実現には皆さんの協力が必要です。

市内では警察署ごとに組織された暴
力追放運動推進協議会や、職域・地域
ごとに結成された暴力追放運動団体
が活動しています。皆さんのご協力を
お願いします。
●問交通安全・防犯推進室

安心メール「キャッチくん」

各地域の安全情報などを配信します。
※登録無料。通信費は自己負担。
●申n110@123123.tvに空メールを送
　り、返信に従って登録してください
●問長崎県警察本部生活安全企画課
　緯095-820-0110

25

平成26年度　体育施設利用者日程調整会議

ところ対象施設とき

総合グラウンド野球場会議室総合グラウンド野球場、吉井野球場、千鳥越野球場虚2月11日賞10:00

中部地区公民館・研修室体育文化館（大・小体育室）、総合グラウンド体育館、小佐々ス
ポーツセンター、東部スポーツ広場体育館（メインアリーナ・サ
ブアリーナ）

許2月12日詔13:30

県立武道館3階・会議室長崎県立武道館（柔道場、剣道場、弓道場）距2月14日象18:00

総合グラウンド陸上競技場・
南棟ミーティングルーム

総合グラウンド庭球場鋸2月14日象14:00

総合グラウンド陸上競技場・
南棟ミーティングルーム

総合グラウンド（陸上競技場、運動広場）、東部スポーツ広場（ラグ
ビー・サッカー場、ソフトボール場）、北部ふれあいスポーツ広場
（多目的広場）、小佐々中央運動広場グラウンド

漁2月17日訟14:00

●問 虚総合グラウンド野球場 緯47-4764許体育文化館 緯22-1522距県立武道館 緯22-2194鋸漁総合グラウンド 緯47-3125

平成26年度（野球場は26年3月～27年2月分）の団体利用希望者が対象です　※希望者は必ず出席してください。


