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恋するくじゅうくしま
SNS投稿キャンペーン

九十九島パールシーリゾートのツイッ
ターかインスタグラムの公式アカウン
トをフォローし、海きららや遊覧船、
森きららで撮った写真を指定された
ハッシュタグをつけて、ツイッターか
インスタグラムで投稿してください。
抽選で素敵なプレゼントが当たります。
〆切　３月１１日㊐

ビードロクラゲ（仮称）の展示

日本で初めて確認され、繁殖にも成功
した貴重なクラゲを展示しています。
場所　九十九島水族館海きらら
料金　無料（入館料が別途必要）
※クラゲの状態によっては予告なく展
示を終了する場合があります。　

九十九島ビジターセンター（☎28-7919）

九十九島サロン⑧
人間と野生動物は共存できる？

日程　3月 4日㊐ 14時～ 16時
場所　九十九島ビジターセンター
内容　野生動物被害等について（講師＝
佐世保自然保護官・半田浩志さん）

料金　無料（申込不要）定員　30人程度
　

4000㎞の大冒険　旅するツルたち

北帰行の時期にツルのガイドを行います。
日程　2月 3日㊏～ 3月 25日㊐の土・

日曜、祝日　※ 15時 15分～ 15時
30分（約 15分）。

料金　無料（入園料が別途必要）

多肉植物の寄せ植え
＆砂漠の植物の育て方教室

日程　3月 25日㊐、4月 1日㊐
　　　※ 10時～ 12時。
料金　800円（入園料が別途必要）
定員　先着各日 30人
申込　2月 12 日㊊㊡～参加希望日の
前日までに電話か公式サイト予約
フォームで九十九島動植物園へ

天体観望会～星きらりで
スターウォッチングしませんか？～

日程　2月24日㊏18時30分～20時
料金　高校生以上310円、小・中学生
150円　※中学生以下は保護者同伴。

定員　50人
申込　電話で少年科学館へ
※雨天・曇天の場合はプラネタリウム
で当日の星空解説を行います。

サイエンスプラネタリウムナイト
「ボイジャー太陽系脱出！」

日程　2 月 23 日㊎ 18 時～ 18 時 45
分、19時～ 19時 45分

料金　高校生以上 310円、小・中学生
150円

　※中学生以下は保護者同伴。
定員　各回 68人
申込　2月 3日㊏から電話か直接少年
科学館へ　

※「ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検 3～
地球のふしぎ」「実験プラネタリウム
～見えない星も見えてくる」などの
投映開始時刻は少年科学館HPやフェ
イスブックをご覧ください。

チャレンジ！読み語り
【初級講座】
日程　2月15日㊍10時30分～12時
料金　無料　定員　100人（申込不要）
【中級講座】
日程　3月8日㊍10時10分～12時、
3月 15日㊍ 10時 10分～ 13時

対象　読み語りの経験がある人で 2回
とも受講できる人

料金　無料
定員　10人（応募者多数の場合は抽選）
申込　2月 1日㊍～ 18 日㊐に電話か
直接市立図書館へ

1,700 回記念おはなし会
日程　3月 3日㊏ 14時 30分～ 15時
30分

料金　無料（申込不要）

郷土研究所の公開発表会
日程　2月 10 日㊏ 14 時～ 16 時（開
場 13時 30分）

内容　小字地名の変遷と地域の歴史、
県北の洞穴遺跡

料金　無料（申込不要）

特別整理休館日
蔵書点検のため休館します。
日程　2月 19日㊊～ 26日㊊
場所　市立図書館、早岐・相浦・世知原・
宇久地区公民館図書室、移動図書館

今月のおすすめ図書
楽々できる生前整理収納
戸田里江 著（さくら舎）

「心身共に健康、生前整理はまだまだ先」
だと思っていませんか ?  今後の人生を
より快適に過ごすために、健康な今だ
からこそできる幸せになる整理法をお
すすめした一冊です。

九十九島パールシーリゾート
☎ 28-4187

市立図書館
☎ 22-5618

九十九島動植物園
☎ 28-0011

少年科学館
☎ 23-1517
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市県民税・国民健康保険税等の申告受付を行います

受付日
受付会場

受付日
受付会場

支所・地区公民館など 支所・地区公民館など

2月   5 日（月）

鹿町地区公民館
（旧鹿町町文化会館）

2月 21 日（水）
小佐々支所

2月   6 日（火）

黒島地区公民館
高島町公民館
10時～ 12時
13時～ 16時

2月 22 日（木）

2月 23 日（金） 中里皆瀬地区公民館

2月 26 日（月） 世知原地区公民館
※昨年と会場が異なります。2月   7 日（水）

江迎支所

2月 27 日（火）

2月   8 日（木） 2月 28 日（水） 広田地区公民館

2月   9 日（金） 3月   1 日（木） 早岐地区公民館
（旧東部住民センター）2月 13 日（火） 三川内地区公民館ホール 3月   2 日（金）

2月 14 日（水） 宮地区公民館 宇久行政センター
9時～ 11時 30分
13時～ 16時
※ 16日（金）は
　10時 30分まで。

3月   5 日（月） 大野地区公民館

2月 15 日（木） 針尾地区公民館 3月   6 日（火）

日宇地区公民館
2月 16 日（金） 柚木地区公民館 3月   7 日（水）

2月 19 日（月） 吉井活性化センター（ソレイユ吉井）
多目的ホール

3月   8 日（木）
相浦公会堂

2月 20 日（火） 3月   9 日（金）

3月 12 日（月） 江上地区公民館

3月 15日（木）までの平日に、申告受付を行います。最終日近くになると申告に来る人が集中し

て窓口が混雑しますので、早めの申告をお願いします。支所・地区公民館の受付会場では、午前

中より午後の時間帯が比較的空いています。申告した内容は、市県民税、国民健康保険税などの

算定に使われます。扶養、医療、幼稚園、公営住宅などの各種申請手続きに必要な所得課税証

明書は、申告された内容を基に発行しています。収入の有無にかかわらず（家族の扶養親族になっ

ている人も含む）、各種手続きをする人は申告を行ってください。

申告相談、受付日の日程
下記の表のとおり（町別の指定は本紙1月号折り込み「申告受付特集号」に掲載）

•本庁での受付（本庁管内）　受付時間　9時～ 11時 30分、13時～ 16時

受付日 受付会場

2月 8日（木）～ 3月 15日（木）
※土・日曜、祝日は除く。

中央保健福祉センター（すこやかプラザ）8階・講堂
※本庁舎工事に伴い、市役所 13階での受付はできません。

•支所、公民館等での受付　受付時間 9時 30分～ 11時 30分、13時～ 15時 30分
　※通常の支所窓口で申告受付はできません。下記の指定日に各受付会場で申告してください。

申告にはマイナンバーが必要です
マイナンバー（個人番号）の記入が必要な人

　申請者本人、扶養している配偶者（妻・夫）、扶養親族（16歳未満含む）、事業専従者

　※詳しくは本紙１月号折り込み「申告受付特集号」で確認してください。

問市県民税⇨市民税課　☎ 24-1111、国民健康保険税⇨保険料課　☎ 24-1111、確定申告⇨佐世保税務署　☎ 22-2161
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試 験 日　3月 25日（日）　

試験会場　第1次試験⇨書類審査　第2次試験⇨佐世保市役所

受付期間　2月 1日（木）～ 20日（火）

募集職種と受験資格
全ての職種に共通の受験資格⇨平成 30 年2月1日時点で長崎県外に

在住し、佐世保市内に本社・本庁所在地を置く民間・公的機関等に

在籍していない人で、採用後は佐世保市内に移住すること

※採用予定人数は土木が 2人程度、その他が 1人程度です。
※「民間企業等での実務経験」には会社員や自営業者、公務員として 6
カ月以上継続して就業していた期間が該当。アルバイトやパートタ
イムでの就業期間は該当しません。

問職員課　☎24-1111

市職員採用試験
（UJI ターン型民間企業等職務経験者）

職種 受験資格

土木

昭和 53年 4月 2日以降に生まれ、1級土木施工管理
技士の資格を有する人で、土木分野における計画・設
計または工事監理について民間企業等での実務経験が
通算して 8年以上ある人

建築

昭和 53年 4月 2日以降に生まれ、1級建築士の資格
を有する人で、建築分野における計画・設計または工
事監理について民間企業等での実務経験が通算して 8
年以上ある人

看護専門
学校教員

昭和 43 年 4 月 2 日から昭和 62 年 4 月 1 日までに
生まれ、保健師免許、助産師免許または看護師免許を
有する人で、次の①～③のいずれかを満たす人
①専任教員として必要な研修・講習を修了した人で、
専任教員としての実務経験が 3年以上ある人
②学校教育法による4年生大学またはこれと同等と認
められる学校の専門課程を卒業した人で、保健師、
助産師及び看護師としての実務経験が5年以上ある人
③保健師助産師看護師実習指導者講習会を修了した人
で、保健師、助産師及び看護師としての実務経験が
5年以上ある人

獣医師
昭和53年４月2日以降に生まれ、獣医師免許を有する人
で、民間企業等での実務経験が通算して8年以上ある人

薬剤師
昭和53年４月2日以降に生まれ、薬剤師免許を有する人
で、民間企業等での実務経験が通算して8年以上ある人

保育士
昭和 33年４月 2日以降に生まれ、保育士・幼稚園教
諭の両方の資格を有する人

本市では、たくさんの外国人と共生し国際色

が豊かであるという都市の特徴を生かし、市

民の英語力向上と外国人の皆さんの住みよ

い環境づくりを目指して「英語で交わるまち

SASEBOプロジェクト」に本年度から取り組

んでいます。このプロジェクトに関するさま

ざまな情報発信を目的に、昨年 12月、フェ

イスブックページ「Sasebo E Channel（略称

Eチャン）」が開設されました。このコンテン

ツでは、プロジェクトの関連情報はもちろん、

英語を学びたい・外国人と交流したいという

皆さん向けの「国際交流情報」や「英語学習情

報」、市内に住む外国人の皆さん向けの「生

活情報」「観光・グルメ情報」など、多彩な情

報を英語と日本語の二カ国語で発信していま

す。どうぞご覧ください。

配信内容

プロジェクトの最新情報、英語学習情報

（市内の国際交流イベント・団体・サーク

ル情報など）、外国人向け生活情報（急病

診療時の方法、ごみの分別方法など）、外

国人向け佐世保弁動画、観光・グルメ情

報など

　問社会教育課　☎24-1111

「Sasebo E
イー

 C
チヤンネル

hannel」
（Eチャン）による情報発信！

運営スタッフの皆さん

https://www.facebook.com
/echan.sasebo/
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ひきこもりの理解と支援のために

ひきこもりとは、ストレスを上手に解消できなかっ

たり、ストレスが大きすぎて自分の力ではどうにも

できなくなったりしたときに、殻に閉じこもり、6カ

月以上にわたって家庭などに留まり続けている状態

のことです。本市では約 1,100 人の方がひきこもり

の状態にあるのではないかと推計されています（平成

27年時点）。

回復の経過とその時期に合った対応

全ての人が該当するものではありませんが、その時

期や症状に合った対応が必要です。

•混乱期

（症状）急に部屋から出られなくなり、声を掛けても

返事をしない。暴力につながる場合もある

（対応）見守りが大切です。本人が乗り越えるまで、

親は少し距離を置いて、悩みを受け止めましょう

•安定期

（症状）本人は多少緊張が緩むが、まだ刺激には敏感

（対応）親も本人も安定していることが大切です。

「ありがとう」「いいね」など心地良い言葉を使い

ましょう

•ためらい期

（症状）本人が思い悩む時期。第三者との交流の可能

性はあるが、本人はまだ動けない

（対応）親は居場所やボランティアなどの情報収集

をしましょう

•動き出し

（症状）居場所やアルバイトなどに出てみる気にな

るが、トラブルや外的要因で元に戻ることがある

（対応）本人と程よい距離を保ち、本人ができたこと

を評価して自信が持てるようにしましょう

相談窓口など

•障がい福祉課　☎ 24-1111

•フリースペースふきのとう　☎ 25-6222

•県ひきこもり地域支援センター　

   ☎ 095-846-5115

•ひきこもり家族のつどい「あのねの木」

　毎月第 3水曜　10～ 12時　福祉活動プラザ

•ひきこもり経験者の居場所

　フリースペースふきのとう（京坪町 8-1）

　問障がい福祉課　☎ 24-1111

平成30年春季全国火災予防運動

3月1日～7日の期間、春季全国火災予防運動が全国

一斉に実施されます。春先は空気が乾燥して火災が発生

しやすい時期です。日頃から火災予防の意識を高めて火

災を防ぎ、大切な命と財産を守りましょう。

全国統一防火標語　「火の用心  ことばを形に  習慣に」

市内の火災発生状況（平成 29年中）

火災発生件数　　84件（前年比 1件減）

焼損棟数　　　　55棟（前年比 1棟増）

り災世帯数　　　43世帯（前年比 8世帯増）

り災人員数　　　84人（前年比 21人増）

死者数　　　　　   6 人（前年比 4人増）

負傷者数　　　　 11 人（前年比 5人減）

火の用心のポイント

・逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設置し、

定期的な点検で維持管理に努める

・ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す

・暖房器具などは燃えやすいものから離れた位置で使う

・電気器具は正しく使用し、タコ足配線は絶対にしない

・空気が乾燥し、風が強いときは焚き火をやめる

問消防局予防課　☎23-2539

12 月定例市議会の主な議案

12月定例市議会（12月 4日～ 20日）で可決等され

た18議案の中から主な議案の概要をお知らせします。

主な一般議案

佐世保市地域コミュニティ活性化推進条例制定の件

地域コミュニティの活性化の推進に関する基本理念、

各主体の役割等を定めることにより、地域コミュニ

ティの活性化を継続的かつ計画的に推進し、市民等

が互いに支え合い、誰もがいつまでも安心して暮ら

せる地域社会の実現を目指すもの 

問コミュニティ・協働推進課

補正予算

9件、1億 5043万円の増額補正を行いました。

補正予算の主な内容

①国の補助決定に伴うもの

　地方公共団体情報システム費　713万円

②災害関連　農業用施設災害復旧事業費　1300万円

③その他（大型客船対応基盤設備事業費、松くい虫　

対策事業費など 7件）　1億 3030万円

問財政課　☎ 24-1111


