
車検時の軽自動車税（種別割）
納税証明書の提示が不要に

　令和5年 1月から、軽自動車税（種別割）の納付情報
を軽自動車検査協会が電子的に確認できるようになるた
め、車検時に納税証明書の提示が原則不要となります。
【注意点】
●対象となる車種は「軽自動車（三輪・四輪）」です。
「二輪の小型自動車」は、これまでどおり納税証明
書の提示が必要です
●納付情報が登録されるまでに最大２週間程度の日
数を要します。納付後すぐに車検を受けるなどの
場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要
となる場合があります
●納税証明書の提示が不要となるのは、軽自動車税
（種別割）の未納がない場合に限ります

軽自動車の新車購入時の
手続きがオンラインでできます

　令和 5年 1月から、新車購入時の軽自動車保有関係
手続き（申請・申告・納付）が、いつでもパソコンから
オンラインで行えるようになります（事前に IC カード
リーダーなどの準備が必要です）。
【注意点】
●二輪・原付・小型特殊は対象外です
●スマートフォンやタブレットからの申請はできま
せん

※詳しくは市ホームページをご覧ください。

問資産税課　☎ 24-1111
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価格高騰緊急支援給付金の
申請受け付け

　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を
踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯（住民税非課
税世帯等）へ価格高騰緊急支援給付金を支給します。
対 象 ❶世帯全員の令和 4年度分の住民税が非

課税である世帯
※住民税が課税されている人の扶養親
族等だけからなる世帯を除く。

❷❶の世帯と同様の事情にあると認めら
れる世帯（家計急変世帯）
※❶の対象世帯には、11月中旬から下旬
にかけて手続きに必要な「確認書」を送
付しています。必要事項を記入し、返
送してください。
※❷の家計急変世帯は申請が必要です。

支給額　1世帯当たり 5万円
〆 切　1月31日（火）

　問佐世保市緊急支援給付金コールセンター
☎ 050-3186-3230（平日 9時～ 17時）

市ホームページ
（価格高騰緊急支援給付金）

市職員・水道局職員採用試験

令和 5年 1月から軽自動車税の関係手続きが電子化されます

市ホームページ
（軽自動車税）

市職員採用試験
試 験 日　１月 22日（日）
試験会場　佐世保市役所
受付期間　12月 1日（木）～ 1月 3日（火）
試験職種　土木（大学・高卒程度・UJI）、建築（大学・
　　　　　高卒程度・UJI）、化学（大学・UJI）、
　　　　　保健師、保育士、幼稚園教諭、獣医師
採用予定　いずれも若干名

水道局職員採用試験
試 験 日　１月 15日（日）
試験会場　佐世保市水道局
受付期間　12月 1日（木）～ 25日（日）
試験職種　水道および下水道技術職
採用予定　若干名
※試験案内は市ホームページでご確認ください。

　　　　　　　　 問職員課　☎ 24-1111　
問水道局総務課　☎ 24-1151

市ホームページ
（市職員採用）

水道局ホームページ
（水道局職員採用）
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新型コロナ（オミクロン株対応）
ワクチンの接種を実施

日 程　【集団接種】12月25日（日）までの水、木
曜14時～16時、土、日曜10時～12時、
14時～16時
※相浦地区コミュニティセンターは 12月
3日（土）、4日（日）、11日（日）を除く。

場 所　佐世保港国際ターミナルビル、相浦地区コ
ミュニティセンター、市内の個別医療機関
※12歳～17歳の人は、個別医療機関で
接種を受けてください。

対 象　1、2回目の接種が完了した12歳以上の人
接種券 ●接種券が届いている人は、お持ちの接種

券で接種できます
● 2～ 4回目を接種した人で、まだ接種
券が届いていない人には、前回の接種時
期に応じて新しい接種券を発送します

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

歳末消防特別警戒を実施

　年末は空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節で
す。また、忙しさから火の取り扱いもおろそかにな
りがちです。吸い殻の投げ捨てはやめ、寝タバコ、
コンロの火の消し忘れ、暖房器具の取り扱い、子ど
もの火遊びには十分注意しましょう。期間中は市長
巡視や消防職員、消防団員による夜警などの防火活
動を行いますので、市民の皆さまのご理解とご協力
をお願いします。
期 間　12月 15日（木）～ 31日（土）
　　　　20時～ 24時
対 象　佐世保市消防局管内全域

問消防局警防課　☎ 23-9254　
問消防局総務課　☎ 23-9253

令和 4年度全国統一防火標語
　「お出かけは　マスク戸締り　火の用心」

ワクチン接種
予約サイト

市ホームページ
（ワクチン接種）

　年末はクリーンセンターへのごみの持ち込みが
集中し、道路が大変混雑します。計画的な排出にご
協力をお願いします。また、臨時ごみステーション
を設置しますので、どうぞご利用ください。

臨時ごみステーションの設置
　環境センター（稲荷町 1-8・佐世保競輪場横）に
臨時のごみステーションを設置し、家庭から出たご
みを受け入れます。
日 程 12月 29日（木）、30日（金）9時～16時
対 象 ❶燃やせるごみ❷燃やせないごみ❸資源物

※事業活動によって出たごみは持ち込め　　
　　　　　ません。
　　　　※❶❷は必ず指定袋に、紙おむつや落ち
　　　　　葉などは、透明か半透明の袋に入れて
　　　　　ください。
　　　　※剪

せんてい
定枝は 80cm以下に切り、ひもで縛っ　

　　　　　てください。
　　　　※❸は品目ごとにごみカレンダーに書いて
　　　　　あるとおりにまとめてください。

問環境政策課　☎ 31-6520

年末のごみの持ち込みは計画的に

年末年始に向けた
感染拡大防止へのお願い

　新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエ
ンザの同時流行により、医療機関が切迫する可能性
があります。事前の備えと感染拡大防止にご協力を
お願いします。感染が拡大する前に新型コロナウイ
ルスワクチン・インフルエンザワクチンの接種をお
願いします。
発熱などの体調不良に備え、早めの準備
●抗原検査キット、解熱鎮痛剤、食料品などの準備
基本的な感染対策の徹底
●会食するときは「マスク会食」
●混雑している場所は、できる限り避けて行動
●手指消毒、換気の徹底、人との距離を確保できな
いときはマスクの着用

問新型コロナウイルス感染症特別対策室
　　　　　　☎ 25-9809



主な施設（業務）の年末年始の休業期間

施設・業務名 休業期間 電話番号

市役所、中央保健福祉センター、各支所、
宇久行政センター 12月 29日㊍～ 1月 3日㊋ ☎ 24-1111

証明書コンビニ等交付 12月 29日㊍～ 1月 3日㊋ 戸籍住民窓口課 ☎ 24-1111

水道局  ※水道管破裂などの漏水は随時対応。 12月 29日㊍～ 1月 3日㊋ ☎ 24-1151

総合医療センター 12月 29日㊍～ 1月 3日㊋ ☎ 24-1515

燃やせるごみ収集 12月 31日㊏～ 1月 3日㊋ 廃棄物減量推進課　☎ 32-2428

粗大ごみ収集 12月 31日㊏～ 1月 3日㊋ 粗大ごみ受付センター　☎46-5300（注1）

クリーンセンターへのごみ搬入 12月 31日㊏～ 1月 3日㊋ 西部　☎ 47-5292　東部　☎ 31-3815
宇久　☎ 0959-57-3125

幼児教育センター 12月 29日㊍～ 1月 3日㊋ ☎ 31-0550

子ども発達センター 12月 29日㊍～ 1月 3日㊋ ☎ 23-3945

動物愛護センター 12月 29日㊍～ 1月 3日㊋ ☎ 42-3300

市民斎場 1月 1日㊐㊗
東部芳世苑　☎ 30-6024
西部芳世苑　☎ 48-3421
宇久やすらぎ苑　☎0959-57-2278

エコスパ佐世保 12月 29日㊍～ 1月 1日㊐㊗ ☎ 20-1012

えぼしスポーツの里 12月 29日㊍～ 1月 2日㊊㊡ ☎ 24-6669

白岳自然公園 12月 29日㊍～ 1月 3日㊋ ☎ 66-9334

長串山公園 12月 29日㊍～ 1月 3日㊋ ☎ 77-4111

男女共同参画推進センター「スピカ」 12月 29日㊍～ 1月 3日㊋ ☎ 23-3828

させぼ市民活動交流プラザ 12月 29日㊍～ 1月 3日㊋ ☎ 23-6070

交通安全学習館 12月 29日㊍～ 1月 3日㊋ ☎ 23-2869

浦頭引揚記念資料館 12月 30日㊎～ 1月 3日㊋ ☎ 58-2561

市が所有する体育施設（一部施設を除く） 12月 29日㊍～ 1月 3日㊋ 各施設（注 2）

※注 1　粗大ごみ収集は、希望日の 3日前までの平日 8時 30分
～ 17時に粗大ごみ受付センター（12月 29日㊍～ 1月 3日㊋
は休み）に電話かインターネットから予約が必要です（インター
ネット予約は 10日前まで）。

※注２　12月 28日㊌は一部施設で安全点検および整備のため、
休場または 9時～ 13時の開場となります。

※市立急病診療所は本紙 3ページ、市立図書館、少年科学館は本
紙 11ページに掲載しています。
市内路線バスの営業（西肥自動車　☎ 23-2155）
・年末年始のダイヤ⇨ 12月 30 日㊎～ 1月 3日㊋は日祝ダイヤ
で運行します。

・定期券販売窓口⇨年末年始の営業体制になる予定です。詳しく
は西肥自動車へお問い合わせください。

粗大ごみ収集
予約システム
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旧軍港四市の市長で日本遺産の連携事業などを協議しました

　10 月 24 日（月）、ホテルオークラ JR ハウステンボ
スで「旧軍港市振興協議会正副会長会議」と「旧軍港市日
本遺産活用推進協議会部会長会議」が開催されました。
　両会議には、かつて鎮守府が置かれ、軍港都市として
栄えた旧軍港四市である神奈川県横須賀市、広島県呉市、
京都府舞鶴市、そして本市の市長が一同に会し、4市が
連携した取り組みなどについて議論が交わされました。
　「旧軍港市振興協議会正副会長会議」では、旧軍港市転
換法に則った旧軍用財産の処理や基地周辺対策の充実な
ど、4市共通の課題について協議を行い、国に対する要
望事項について合意形成が図られました。
　「旧軍港市日本遺産活用推進協議会部会長会議」では、
ことし 7月に継続認定された日本遺産「鎮守府 横須賀・
呉・佐世保・舞鶴～日本近代化の躍動を体感できるまち
～」の、今年度および来年度の 4市連携事業について協
議されました。

　会議後の記者会見で朝長市長は、ことし建設 100 年
を迎える針尾送信所に触れ「建設 100年を記念し、さま
ざまなイベントを予定しています。関係市が一同に会す
るこの機会を通じて、他市においても発信していただき、
知っていただく機会となればありがたい」と話しました。

問基地政策局（旧軍港市振興協議会について）、観光課・文化財課（旧軍港市日本遺産活用推進協議会について）☎ 24-1111

民間会社２社と包括連携協定を締結しました
　包括連携協定とは、官民協働に向けた取り組みとして、協定を締結した事業者等
が持つ資源（人材、ノウハウ、資産、ネットワーク等）を生かし、地域活性化や市民
サービスの向上を図る取り組みを展開していくことを目的としており、本市は、10
月 25日（火）にイオン株式会社と、28日（金）に日本生命保険相互会社と包括連携
協定を締結し、調印式を行いました。

イオン株式会社との連携テーマ
観光商工政策、子ども未来政策、教育政策、都市政策、
環境政策、保健福祉政策、消防政策、防災危機管理など
※協定の取り組みの一環として、電子マネーご当地
WAON「SASEBO WAON」を発行し、利用金額の
0.1%が本市に寄付されます。

イオン株式会社

日本生命保険相互会社との連携テーマ
児童・青少年の健全育成、健康増進・疾病予防、ダイバー
シティ推進、高齢者の介護・生きがい推進など

問政策経営課　☎ 24-1111

日本生命保険相互会社

トピックス

イオン九州株式会社柴田代表取締役社長と朝長市長 （写真左から）作本長崎支社長、田中副市長

馬淵長崎支社担当支社長

（写真左から）新原呉市長、上地横須賀市長
　　　　　　多々見舞鶴市長、朝長佐世保市長
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