
オミクロン株対応ワクチン
オミクロン株対応ワクチンは、従来ワクチンを上回る重
症化予防効果が期待されています。また、効果が持続す
る期間が短い可能性はあるものの、感染予防や発症予防
の効果も期待されています。
対 象　　2回目の接種を完了した 12歳以上の人
接種回数　　1回
接 種 券　　発送時期や発送方法については、決定次第

市ホームページなどでお知らせします
※ 3、4回目の接種券を持っている人は、

その接種券で接種できます。
※オミクロン株対応ワクチンについては、9月 6日時点
の情報です。国の方針や薬事承認の内容によって今後
変更となる可能性があります。
※最新の情報は市ホームページをご覧ください。

問佐世保市ワクチン接種コールセンター
　　　　　　　　 ☎ 0570-022-558

新型コロナウイルスのワクチン接種

路線バス速達運行の社会実験を実施
　西九州自動車道および SSK バイパスを利用した路
線バスの速達運行を検証するため、相浦方面から中
心市街地間を循環する路線を一定期間運行します。
運行期間　　11月1日（火）～来年3月31日（金）

の昼間帯
※利用状況によって、終了日を早める
場合があります。

ル ー ト　  ◦相浦駐屯地～西九州自動車道～佐 
  　 世保駅
  ◦相浦駐屯地～ SSK バイパス～佐世 
  　 保駅
※時刻・運賃・停車バス停などについては、市ホー
ムページをご覧ください。
※速達性検証のため、無停車運行区間があります。

問地域交通課　☎ 24-1111
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ワクチン接種
予約サイト

水道局職員採用試験
試 験 日　　11月 13日（日）
試験会場　　佐世保市水道局
受付期間　　10月 1日（土）～ 31日（月）
試験職種　　水道および下水道技術職
募集内容　　水道および下水道の計画設計業務、維持

管理業務（夜間勤務、交代制勤務あり）
採用人数　　若干名（令和 5年 4月 1日採用予定）
受験資格　　次の要件を全て満たす人

・平成 4 年 4 月 2 日～平成 17 年 4
月 1日に生まれた人

・普通自動車免許（大型、中型および
準中型を含み、AT限定を除く）を所
持または採用までに取得見込みの人

・高等学校以上の土木専門課程を卒業
した人か卒業見込みの人

試験案内　　市ホームページや水道局ホームペー
ジからダウンロードできます

問水道局総務課　☎ 24-1151

　これまで従来株に対応したファイザー社、モデルナ社のワクチンを使用していま
したが、10月中にオミクロン株対応ワクチンも接種できるよう準備を進めています。
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。

お得に買い物して地元のお店を応援しよう！
「させぼ e振興券」をご利用ください

販売単位　　1 セット 5,000 円（6,000 円分）
※ 1世帯当たり世帯人数× 3セットまで
購入できます。

日 程　　◦デジタル券先行販売
10月 24日（月）から 2週間程度（予定）
◦紙券1次販売
11月 7日（月）から 2週間程度（予定）
※会場によって販売時間が異なります。日
時や販売会場などの詳しい情報は、特設
サイトをご覧ください。

購入方法　　①世帯主宛てに郵送する購入引換券を販売
会場にお持ちください
②世帯ごとにデジタル券にするか紙券にす
るかを選んで購入してください
※デジタル券か紙券かどちらかしか購入
できません。

③デジタル券を購入する場合、お持ちのス
マートフォンなどの端末に事前に「させ
ぼ eコイン」アプリをダウンロードし、登
録作業を行ってください

※「させぼ eコイン」の操作方法など詳し
くは特設サイトをご覧ください。
※購入引換券は 2次販売でも使用しますの
で、大切に保管してください。

させぼ e振興券を利用できる
市内店舗を募集しています

特設サイトから申し込みフォームへ進み、必要事項を
記入してください。
【店舗向け説明会】
日 程　  10 月 18日（火）
　　　    ① 16時 30分～ 17時 30分② 19時～ 20時
場 所　  ①まちなかコミュニティセンター
　　　　   ②アルカス SASEBO

問させぼe振興券コールセンター（店舗用）☎050-3171-7058
（利用者用）☎ 050-3188-7205

　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一つとして、5,000 円で 6,000 円分
の買い物ができるプレミアム付き商品券「させぼ e振興券」を販売します。お得な
この機会に、振興券を使って地元のお店を応援しましょう。

させぼ e振興券
特設サイト

オンライン化・キャッシュレス化など
市役所での手続きがさらに便利になります

オンライン申請できる
手続きが増えます（10月開始）

パソコンやスマートフォンから申請や届け出などがで
きる手続きを拡大します。
◦国保被保険者証再交付申請
◦公園使用許可申請　など

コンビニやスマートフォンで支払える
納付書が増えます（10月開始）

一部の使用料や手数料の納付書について、コンビニや
スマートフォン（クレジットカード、コード決済）で支
払いができるようになります。対象となる場合は納付
書に記載していますので、ご確認ください。

一部の窓口でキャッシュレス決済が
できるようになります（11月開始予定）

対象の窓口でキャッシュレス決済（クレジットカード、
電子マネー、コード決済）を利用できるようになります。
対象　戸籍住民窓口課、相浦・日宇・宮・吉井支所

※対象窓口は今年度中に市民税課、全支所、宇
久行政センターに拡大予定です。
※窓口でキャッシュレス決済ができるのは、住
民票などの証明手数料に限ります（市税など
の納付は、現金だけの取り扱いとなります）。

問 DX推進室　☎ 24-1111

　本市では、市役所での手続きのオンライン化や、行政サービスの各種料金をクレジットカー
ドなどで支払うキャッシュレス化を進めることで、さらに便利で利用しやすい市役所を目指
しています。10月から順次、次のサービスを開始しますので、ぜひご利用ください。

オンライン申請
について

市ホームページ
（速達運行バスの社会実験）

キャッシュレス
決済について

納付書
について



幼稚園、認定こども園、保育所等の利用申し込みを開始

第6期させぼ観光大使が決定

　「第6期させぼ観光大使」に就任することが決まった
大川紗和子さん（写真左、会社員）と冨川佳

かれん
恋さん（写

真右、大学生）が、8月 30 日（火）に市役所を訪問し
ました。朝長市長は「コロナでゼロから始めるという
気持ちで、観光だけでなく何ごとも進めなければいけ
ない。市内外への PRを存分にお願いします」と激励。
大川さんは「おもてなしの心を大切に、佐世保にまた
訪れたくなるような PRに努めます」、冨川さんは「佐
世保の知名度をもっと高められるよう、さらに盛り上
げていきたいです」とそれぞれ意気込みを語りました。
任期は 9月 10日（土）から 2年間です。

問観光課　☎ 24-1111

　来年 4月からの幼稚園、認定こども園、保育所等の利用申し込みを 10月 3日（月）から
開始します。利用を希望する場合、申し込みは期間内にお願いします。

対象
・まだ施設を利用していない人
・別の施設へ変更を希望している人

申込書の配布
10 月 3日（月）以降の平日に保育幼稚園課、宇久行政セ
ンター、幼稚園、認定こども園、保育所で配布します

申し込み期間
【1次】10月 3日（月）～ 31日（月）の平日
【2次】11月 1日（火）～ 30日（水）の平日
※ 12月以降も受け付けますが、期間内に申し込みを
した人が優先されます。できる限り11月30日（水）
までに申し込みください。

※必要書類が全てそろわないと受け付けができません
のでご注意ください。
※ことし 1月 2日以降に本市へ転入した人は課税証
明書等（海外から転入した人は収入が分かる書類）が
必要です。
※利用施設や保育料、利用手続きに必要な書類や方法
など、詳しくは市ホームページをご覧になるか、お
尋ねください。

申し込み窓口
・幼稚園、認定こども園⇨各施設へ
施設によって、教育・保育等のサービスや手続きが
異なりますので、各施設に相談してください

・保育所、地域型保育事業⇨保育幼稚園課へ

問保育幼稚園課　☎ 24-1111
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市ホームページ
（幼稚園等利用申し込み）

低所得の子育て世帯
生活支援特別給付金の申請はお早めに
対 象　　平成 16 年 4月 2日～令和 5年 2月

28 日の間に出生した児童（障がい児
は平成 14年 4月 2日以降の出生）を
養育する人

支 給 額　　児童 1人当たり一律 5万円
申請期限　　来年 2月 28日（火）
※申請が不要なひとり親世帯には 6月末に、ひと
り親世帯以外には 7月末に支給済みです。
※支給要件など、詳しくは市ホームページをご覧に
なるか、お尋ねください。

　問子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
　　☎ 39-9500
　問子ども支援課　☎ 24-1111

令和 5年度の放課後児童クラブの
入所申し込み受け付けを開始

　来年度の入所受け付けを各児童クラブで行いま
す。申込書は、希望する児童クラブから受け取り、
各児童クラブが定める期間内に提出してください。
対 象　　就労などのため昼間、家庭に保護者

などがいない小学生
申し込み　　10 月 11 日（火）以降の各児童クラブ

が定める日
※運営状況や保育料（月額上限 10,000 円）、受付期
間など、詳しくは各児童クラブへお尋ねください。

問子ども政策課　☎ 24-1111

市ホームページ
（同給付金関係）

市ホームページ
（各児童クラブの連絡先）

ふるさと納税寄付金の活用事例

九十九島観光公園整備事業

　九十九島は、日本で 5カ所しかない「世界で最も美しい
湾クラブ」に加盟認定されています。令和 3年にオープン
した「九十九島観光公園」からは、九十九島の大パノラマ
を見渡せ、これまでにない景観を見ることができます。
【実施期間】平成 29年度～令和 2年度

世界遺産関連事業
　平成 30年に世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キ
リシタン関連遺産」の構成資産の一つとなった「黒島の集
落」。黒島の中心部に位置する黒島天主堂の耐震化を含
む改修工事などを実施しました。
【実施期間】平成 28年度～令和 2年度

小中学校情報通信ネットワーク整備事業
　市内全ての小・中学校のネットワーク環境を整備しまし
た。その後、児童・生徒に対し、1人 1台端末を配備し、
子どもたちの ICT教育の環境整備を行うことができました。
【実施期間】平成 28年度～令和元年度

問ふるさと物産振興課　☎ 24-1111

3 年ぶりに
佐世保市総合防災訓練を開催

　「防災の日」の 9月 1日（木）、本市は陸上自衛隊相
浦駐屯地で佐世保市総合防災訓練を行いました。この
訓練は市民の皆さんの防災意識の向上や関係機関との
連携強化などを目的として平成 8年度から行ってお
り、今回も陸上自衛隊や海上自衛隊、米海軍佐世保基
地、警察署、電力会社、ガス会社、電気通信会社、消
防団など、43 団体、約 800 人が参加し、30 項目に
及ぶさまざまな訓練を行いました。

問防災危機管理局　☎ 24-1111

総合防災訓練の様子を
動画でもご覧ください

　本市へのふるさと納税には、令和 3年度に 11万 6千件、約 20億 6千万円の寄付
が集まり、平成 27年度以降では、約 70万件、約 156億円の寄付金が寄せられまし
た。お寄せいただいた寄付金はこれまでに 100件を超える事業に活用しましたので、
その活用事例の一部を紹介します。寄付金は、今後とも本市のさまざまな事業に活用
していきます。
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