
新型コロナワクチンの 4回目接種を実施
　対象の 60 歳以上の人には、3 回目接種から 5 カ月経過後に接種券を発送しています。18
歳以上 60 歳未満で基礎疾患を有する人などは、接種券の発行申請をお願いします。1 回目か
ら 3 回目の接種についても、感染拡大防止のためにもできるだけ接種にご協力をお願いします。

予約受付開始日とワクチン接種期間

主な条例・一般議案
◦佐世保市税条例の一部改正の件

地方税法等の一部改正に伴い、公的年金等受給者の住
民税申告義務に係る規定の整備や、住宅等の固定資産
税の減額措置の対象となる熱損失防止（省エネ）改修工
事等が拡充されたことに伴う所要の改正等を行うもの

問総務課　☎ 24-1111

補正予算（令和 4年度）
国の「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊
急対策』」として実施するものや、国補助決定を受けて
実施するものなど、一般会計および特別会計 3 会計で補
正を行いました。
一般会計補正予算の主な内容
❶国の「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合

緊急対策』」によるもの（農水産物消費拡大キャンペー

ン事業費など 7 件）　10 億 6291 万円
❷新型コロナウイルス感染症対策によるもの（介護保険

事業特別会計繰出金など 2 件）　1851 万円
❸国補助決定に伴うもの（道路施設更新事業費など 5 件）  

1 億 6158 万円
❹その他（予防接種事業費など 6 件）　1859 万円
❺債務負担行為の追加（中央公園整備及び管理運営事業
（令和 4 年度）など 2 件）
特別会計補正予算の主な内容（3会計分）
❶後期高齢者医療広域連合納付金など 3 件　△ 50 万円

問財政課　☎ 24-1111

会計 補正額 補正後の予算額

一般 12 億 6159 万円 1229 億 9016 万円

特別 △ 50 万円 877 億 435 万円

6 月定例市議会で可決等された主な議案
　6 月定例市議会（6 月 14 ～ 30 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。

市職員採用試験
試 験 日　9 月 18 日（日）    試験会場  長崎国際大学
受付期間　8 月 1 日（月）～ 21 日（日）
応募方法　ぴったりサービス（電子申請）にて

　

問職員課　☎ 24-1111

試験職種 採用予定

事務職
（高卒・障がい者・宇久限定） 若干名

土木（大学・高卒・UJI） 20 人程度

化学（大学・UJI） 若干名

建築（大学・高卒・UJI） 3 人程度

林産（大学・UJI） 若干名

造園（大学・UJI） 若干名

保健師 若干名

看護学校教諭 1 人程度

獣医師 若干名

市ホームページ
（市職員採用試験）

市消防職員採用試験

試 験 日　❶❷ 9 月 18 日（日）
　　　　　❸ 10 月 16 日（日）
試験会場　❶❷長崎国際大学
　　　　　❸消防局（平瀬町）
受付期間　❶❷ 8 月 1 日（月）～ 21 日（日）
　　　　　❸ 9 月 1 日（木）～ 25 日（日）
応募方法　ぴったりサービス（電子申請）にて

※詳しくは市ホームページをご覧ください。

　
問消防局総務課　☎ 23-9251

試験職種 採用予定

❶消防職（消防士）
8 人程度

❷消防職（救急救命士）

❸ UJI ターン型消防職務経験者 若干名

市ホームページ
（市消防職員採用試験）
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予約受付
開始日

個別接種
日程　各医療機関で異なる
場所　市内の医療機関（約100 カ所）

集団接種
日程　水・木曜 14 ～ 16 時、土・日曜 10 ～ 12 時、14 ～ 16 時
場所　佐世保港国際ターミナルビル

接種期間 接種期間

8 月 2 日（火） 8 月 15 日（月）～ 21 日（日） 8 月 17 日（水）～ 21 日（日）

8 月 9 日（火） 8 月 22 日（月）～ 28 日（日） 8 月 24 日（水）～ 28 日（日）

8 月 16 日（火） 8 月 29 日（月）～ 9 月 4 日（日） ※「個別接種」の接種場所は、接種券に同封する一覧表でご確
認ください。接種時間は医療機関によって異なります。

※接種期間や場所などは予約状況などで変更する場合がありま
す。最新の情報は市ホームページでご確認ください。

8 月 23 日（火） 9 月 5 日（月）～ 11 日（日）

8 月 30 日（火） 9 月 12 日（月）～ 18 日（日）

台風への備えは早めに
◦雨や風が強くなってから対策を始めるのは危険です。

台風が予想されるときは、風で飛ばされそうな物は事
前に固定したり、屋内に格納したりしましょう

◦屋根や雨どいなど、家屋を日頃から点検しましょう
◦懐中電灯、衣類、水や非常用食品などを準備しましょう
◦普段から最寄りの避難所の場所や経路を確認して、早

めの避難を心掛けましょう
◦親戚や知人宅、ホテルなど市が開設する避難所以外へ

の分散避難も検討しましょう

気象庁で「顕著な大雨に関する情報」を提供
レーダーなどで「線状降水帯」と呼ばれる雨域が確認さ
れ、かつ土砂災害や洪水災害の危険度が急激に高まって
きた場合に、緊急的に気象庁から情報が発表されます。

この情報が発表された場合は、気象庁のキキクル（危険
度分布）や河川の水位情報などの防災情報を確認して、
早めの安全確保を心掛けてください。

佐世保市ハザードマップ・避難所マップの活用を
地図情報検索サービス「させぼ街ナビ」で電子地図を利
用して洪水ハザードマップ、土砂災害ハザードマップを
確認できます。避難所マップでは避難所の場所や開設・
閉鎖情報を確認できます。

問防災危機管理局　☎ 24-1111

日頃から風水害に備えましょう
　近年、全国各地で集中豪雨などによる被害が多く発生しています。本市でも大雨や台風による被害が発
生し、多くの人が避難所に避難されました。日頃から防災情報に気を配り、防災行政無線やテレビ、インター
ネットなどで正確な情報収集や避難所の開設状況の確認を行うよう心掛けましょう。

気象庁ホームページ
（キキクル通知サービス）

市ホームページ
（ハザードマップ・避難所マップ）

問佐世保市ワクチン接種コールセンター　☎ 0570-022-558

市ホームページ
（4 回目のワクチン）

ワクチン接種
予約サイト



西九州自動車道 4車線化工事に伴う
沖新高架橋下の市道の夜間通行止めへのご協力を
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　西九州自動車道（佐々IC～佐世保大塔IC間）の4車線化工事に伴い、9月から「沖新高架橋」
で夜間の橋

きようりよう
梁架設が開始されます。工事を安全に行うため、橋梁架設時は高架下の市道が

夜間通行止めとなります。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。

精霊流しの実施場所など

期間　　❶令和 4 年 9 月～令和 4 年12 月（うち6日程度）
❷令和 4 年 10 月～令和 5 年 5 月（うち 54 日

程度）
※土・日曜、祝日を除く 22 時～翌朝 6 時。

場所　　白岳町、沖新町
※市道を走行する場合、う回をお願いします。
※歩行者は通常通り通行できます。

問 NEXCO 西日本佐世保工事事務所　☎ 59-8777、土木政策課　☎ 24-1111

日程　8 月 15 日（月）　場所　下表のとおり 中央会場を 3つに分けて開催します

上図のとおり、船などはそれぞれの会場に出してく
ださい。道路を渡るときは横断歩道を利用してくだ
さい。車を利用する場合、交通誘導に従い、渋滞に
ならないようご協力ください。

感染症対策にご協力ください
「2 人程度で持ち込む」「持ち込み・参拝後は速やかに
退場する」など、感染症対策にご協力ください。

精霊船を運ぶ際は絶対に危険行為をしないでください
会場や道路上で、精霊船を回転させたり放り上げた
りする行為は、周囲に危害を加える恐れがあり大変
危険です。絶対にしないでください。

問環境政策課　☎ 31-6520

会場 時間・場所 主催・連絡先

中央
19 時～ 21 時 30 分
※大型船受け入れ時間。
中央公園（名切）

環境政策課

早岐 17 ～ 21 時
東町海岸（早岐瀬戸）

早岐地区自治協議会
　☎ 38-2213

日宇 18 時～ 20 時 30 分
佐世保高専グラウンド横

日宇地区自治協議会
　☎ 55-7271

中里
皆瀬

17 時 30 分～ 20 時 30 分
中里皆瀬支所駐車場

中里皆瀬地区自治協議
会　☎ 55-4908

相浦
17 時 30 分～ 20 時 30 分
総合グラウンド陸上競技
場駐車場

相浦地区自治協議会
　☎ 80-1429

吉井
18 時～ 20 時 30 分
旧健康館駐車場（吉井地区コ
ミュニティセンター前）

吉井町万灯籠流し実行
委員会　☎ 64-2078

世知原 18 時～ 20 時 30 分
躍進の泉公園

栗迎六区青年部
　☎ 76-2211

小佐々

18 時～ 21 時 30 分
大悲観公園駐車場
18 ～ 21 時
楠泊バス停前広場

小佐々町保健環境自治
連合会　☎ 41-3111

鹿町 18 ～ 21 時
口ノ里埋立地横防波堤

ふれあい口ノ里会
　☎ 090-4776-2038

会場❷
小型船置き場

会場❶
こも置き場

会場❸
大型船置き場

コンビニ

中央公園
芝生広場
など

35

弓道場

名切
交差点

「させぼエコラボ」で環境について学びませんか

させぼくるくる市
「私の不要をだれかの必要に」
が合言葉の、無料のフリーマー
ケットを開催します。

させぼ SDGs 探し旅
市内にある持続可能な未来を考えるヒントになる店を
紹介。店からの特典や学びを得ながら、サステナブル
ライフスタイルを実践するきっかけを提供します。

させぼエコドライブチャレンジ
参加者のエコドライブランキングを毎月作成し、みん
なでエコドライブに挑戦します。他の人には自分の順

位が分からない仕組みなので、気軽に参加できます。
参加者を対象に電気自動車の試乗会も行います。

積み木ワークショップ
長崎県の木材を使った積み木で生きる力を育むワーク
ショップを行います。子どもから大人まで、あらゆる
世代の皆さんが参加できます。

※各イベントの開催日などは、今後随時させぼエコラボ
HP などでお知らせします。

問させぼエコラボ　☎ 76-8553

　河川の氾濫や土砂災害など、地球温暖化や気候変動の影響が生活の中でも見られるようになりま
した。市民、事業者、行政、学校などが連携し、環境について考えることは大事なことです。「させ
ぼエコラボ」では、持続可能でエコなまちづくりをサポートするためのさまざまな企画を用意します。

させぼエコラボ

❶の期間の通行止め区間とう回路 ❷の期間の通行止め区間とう回路

JR 佐世保駅

JR 日宇駅

佐世保
みなと IC

佐世保
大塔 IC

西九州自動車道

沖新
高架橋

NEXCO 西日本
公式サイト

35ガソリン
スタンド

う回路
通行止め

西九州自動車道

35

イオン
佐世保
白岳店

ガソリン
スタンド

う回路
一方通行

通行止め

西九州自動車道

35

家庭で不要になったパソコン（一箱）を無料で回収します
小型家電リサイクル法の認定事業者「リネットジャパンリ
サイクル」と協定を締結し、家庭で不要になったパソコン
の宅配便による無料回収ができるようになりました。
回収方法
❶リネットジャパンリサイクルのホームページから回

収するパソコンの台数等を申し込む
❷データを消去したパソコン等を段ボールに梱

こんぽう
包する

❸宅配業者に段ボールを渡す

※パソコン本体があれば、プリンターなどの周辺機器
と、市が回収する 10 品目以外の小型家電製品も一
緒に回収できます。

※パソコン本体を含む場合、一箱分（三辺の長さの合計
が 140cm 以内、重さ 20kg 以内）の回収料は無料で
す。二箱目以降やパソコンがない場合は有料です。

※パソコンは、メーカーによる回収も行われています。
詳しくは各メーカーにご確認ください。

　　問リネットジャパンリサイクル　☎ 0570-085-800
　　問廃棄物減量推進課　☎ 32-2428

リネットジャパン
リサイクル

イオン
佐世保
白岳店

佐世保高専佐世保高専 白岳神社 白岳神社

※詳しくは公式サイト
　をご覧ください。


