
佐世保にゆかりのある若者が「まちの未来」について語り合い
「やってみたいこと」「私たちにできること」を考えながら

今の佐世保を知り、未来の SASEBOをデザインするプロジェクト会議です
SASEBOの未来設計図を、皆さんと一緒に描いてみませんか !

【メンバー要件・募集人数】
　次の 2点を満たすやる気のある若者（25人程度）
　●佐世保にゆかりのある15歳（高校生）以上39歳以下の方
　　※ゆかり：市内在住、本市に通学・通勤、本市出身など
　　※年齢：応募時点の年齢
　●「佐世保でこんなことをやってみたい」というアイデアに
あふれ、積極的に会議に参加できる人

【応募方法】
募集要項を確認の上、応募用紙に必要事項を記入し、持参、
郵送、FAX、Eメールのいずれかの方法で佐世保市政策経
営課あてに提出してください。
※募集要項、応募用紙は市ホームページからダウンロード
できるほか政策経営課でも配布しています。

【応募締め切り】
　5月 31日（火）※郵送の場合は必着。
【活動内容など】
●活動期間は令和 4年度の 1年間（6～ 7月から活動開始）
●会議は平日夜または土・日曜、祝日に計6回程度開催予定
●全ての会議への参加が必須ではありませんが、可能な限り
参加をお願いします。遠方に居住している方はWEB会議
による参加が可能です

●会議への参加に際し、報酬（交通費、通信費等含む）はあり
ません

※その他、詳しくは市ホームページをご覧いただくか、政策
経営課へお尋ねください。

●総人口 237,825 人（前月比－ 1,408 人）
　男性 112,667 人（－ 767人）、女性 125,158 人（－ 641人）
●世帯数 104,158 世帯（前月比 － 72世帯）
● 3月中の動き
　転入 1,906 人、転出 3,158 人、出生 135人、死亡 291人

人の動き（4月 1日 現在） 編集・発行

令和 4年 5月 1日発行　佐世保市総務部秘書課広報係
〒 857-8585（市役所専用）長崎県佐世保市八幡町 1-10
TEL 0956-24-1111　FAX 0956-25-2184
MAIL hishok@city.sasebo.lg.jp　印刷／㈱九大印刷

問い合わせ・申し込み先　政策経営課　〒 857-8585 八幡町 1-10
TEL 0956-24-1111 FAX 0956-25-9676　Eメール seisak@city.sasebo.lg.jp
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新型コロナウイルス感染症の影響で催しの日程などが変更される場合もありますので、最新情報は各問い合わせ先にご確認ください。
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特集  憩い 親しみ 楽しもう !

佐世保中央公園P2

2022

5
vol.858

佐世保中央公園のバーべキュー場で食事を楽しむ皆さん
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4 月 1日、いよいよ「中央公園」がリニューアルオープンしました。
今回の特集では、園内各所に整備された各施設の概要を紹介します。
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民間事業者のノウハウを取り入れ整備された中央公園。オープニングウイークはス

テージでダンスやジャズなどのイベントが開催され、園内は多くの来園者でにぎわ

いました。今後中央公園では、樹木を使ったワークショップや、利用者が公園の運

営に携わることができる制度を創設する他、さまざまなイベントが予定されていま

す。子どもから大人まで、憩い、親しみ、楽しめる中央公園に出掛けてみませんか。

憩い 親しみ 楽しもう ! 佐世保中央公園
特集

中央公園
ホームページ
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芝生広場やステージ

さまざまなイベントが開催されるステージ 園内各所に設置されたベンチや植栽伸び伸びと遊べる芝生広場

※芝生広場は養生中のため、ネットが張られています。4月 29日から開放予定です。

憩い 親しみ 楽しもう ! 佐世保中央公園
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駐車場

芝生広場

ステージ市立図書館

至 国道

第 2駐車場

第 3駐車場

至 花園

展望所
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0 歳から小学生までが、頭と体を使って思い切り遊べる全天候型キッズアスレチックパーク。

2 3

施設概要

1 メリッタ Kid's SASEBO

子どもから高齢者まで気軽に立ち寄れる豊富なメニューを取
りそろえたファミリーレストラン。オリジナルメニューはこ
こでしか味わうことができません。

ジョイフル 佐世保中央公園店
造船の街をイメージし、コンテナで造ったテークアウト専門
のフードコート。6つの飲食店、地域物産店、チャレンジ店
舗の８店舗があります。

パークダイナー（フードコート）

メリッタ Kid's SASEBO
ホームページ

広報させぼ● 2022.5 05

特集に関する問い合わせ　庭建パークマネージメント ☎ 31-2611、公園緑地課、子ども政策課 ☎ 24-1111

4 5さいかい堂　S・NAKiRi Cafe 店
地元人気洋菓子店が提供するカフェ。焼きたてのパンやス
イーツ、こだわりのコーヒーなどが取りそろえられています。

キャンプ案内棟
キャンプの案内の他、料理ができる多目的スペースが入っ
た施設です。
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バーベキュー場（4月 9日オープン）
ベテランも未経験者も手ぶらで来て楽しむことができる
バーベキュー場です。

デイキャンプ場（6月 1日オープン予定）
佐世保の文化を集約した空間で、地元食材を味わいながら、
非日常的な時間を体験できる日帰りキャンプ場です。

Auto Forest Nakiri（4月 29日オープン予定）
まちなかにいながら本格的なアウトドアを体験できるオー
トキャンプ場です。車の横付けが可能な 6サイトを整備。
シャワー施設やキャンプグッズのレンタルもオプションで
可能です。

※各施設の予約方法など、詳しくは中央公園ホームページ
をご覧ください。

セブン - イレブン 佐世保中央公園店
周辺の景観に配慮したデザインになっています。

公園を眺めながら遊ぶことができる遊具施設。森の中には
参加者と一緒に作ったツリーハウスがあります。

※ツリーハウスはワークショップやイベント開催時にだけ
開放します。

8 屋外遊び場



主な条例・一般議案
●佐世保市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関す
る条例の一部改正の件
消防団員の処遇改善のため、出動報酬の一部引き上げ
に係る規定の整理等所要の改正を行うもの

問消防局総務課　☎ 23-9251
●佐世保市企業立地促進条例の一部改正の件
雇用奨励金の制度等を見直し、継続して企業誘致を推
進するための所要の改正を行うもの

問企業立地推進局　☎ 24-1111

補正予算（令和 3年度）
新型コロナウイルス感染症対策として実施するものや、
国の補正予算を受け実施するものなど、一般会計と特別
会計 4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新型コロナウイルス感染症対策によるもの（農水産物消
費拡大キャンペーン事業費など 8件）　1億 3686万円
❷国の補正予算によるもの（社会参加・就労支援事業費
など 17件）　19億 7203万円

❸災害関連（土木施設災害復旧費1件）  △1億7377万円
❹その他（基金造成費など 12件）　47億 1208万円
特別会計補正予算の主な内容
❶基金造成費など 7件　9億 9042万円

補正予算（令和 4年度）
新型コロナウイルス感染症対策として実施するものとし
て、一般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新型コロナウイルス感染症対策によるもの（時短・外
出自粛等影響関連事業者一時支援金給付事業費 1件）
　1億 779万円

問財政課　☎ 24-1111

会計 補正額 補正後の予算額

一般 66億 4720万円 1443億 6045万円

特別 9億 9042万円 895億 8124万円

3 月定例市議会で可決等された主な議案

市政通信
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会計 補正額 補正後の予算額

一般 1億 779万円 1213億 2910万円

　3月定例市議会（2月 24日～ 3月 18日）で可決等された 46議案の中か
ら主な議案の概要をお知らせします。

西九州させぼ移住サポートプラザの移住支援制度

●子育て世帯移住応援助成金（拡充）
県外から移住し、かつ就業する子育て世帯に移住助成
金と賃貸住宅家賃の一部を支援します。令和 4年度か
らは、ひとり親世帯かつ介護職就労者に対して補助額
を加算して支援します。

●奨学金返還サポート補助金（拡充）
奨学金返還を行い、かつ就業する市民に奨学金返還額
の一部を最大10年間支援します。令和４年度からは、
社員の奨学金を代理で返還する企業に対して補助金を
交付します。

●関係人口創出企業支援金（新規）
県外からの副業人材を活用し、本市の関係人口創出を
行う市内企業に対し助成金を交付します。

※その他にも、さまざまな移住支援制度を用意していま
す。詳しくは同サポートプラザのホームページや SNS
などをご覧ください。

問西九州させぼ移住サポートプラザ　☎ 25-9251

西九州させぼ
移住サポートプラザ

　本市では移住に関するさまざまな支援制度を用意しており、令和 4年度
からその一部を拡充しました。

市職員採用試験の実施
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試験職種 採用予定 受験資格

事務職（大学） 20人程度 平成 4年 4月 2日以降に生まれ、学校教育法による 4年制大学またはこれと同等
と認められる学校を卒業した人か、来年 3月までに卒業見込みの人

事務職
（社会福祉士） 3人程度 昭和 58年 4月 2日以降に生まれ、社会福祉士の資格を持つ人か、令和 4年度に実

施される国家試験に合格し、当該資格を取得見込みの人

土木（大学） 10人程度

平成 4年 4月 2日以降に生まれ、学校教育法による 4年制大学の専門課程または
これと同等と認められる学校の専門課程を卒業した人か、来年 3月までに卒業見込
みの人

化学（大学） 1人程度

建築（大学） 1人程度

水産（大学） 1人程度

保健師 1人程度 平成 4年 4月 2日以降に生まれ、保健師免許を持つ人か、令和 4年度に実施され
る国家試験に合格し、当該免許を取得見込みの人

幼稚園教諭 1人程度 昭和58年4月2日以降に生まれ、幼稚園教諭・保育士の両方の免許・資格を持つ人か、
来年 3月までに取得見込みの人

獣医師 4人程度 昭和 52年 4月 2日以降に生まれ、獣医師免許を持つ人か、令和 4年度に実施され
る国家試験に合格し、当該免許を取得見込みの人

試 験 日　　6月 19日（日）　　受付期間　　5 月 1日（日）～ 31日（火）
試験会場　　長崎国際大学

市ホームページ
（試験案内）

問職員課　24-1111

新型コロナウイルス ワクチン接種の実施

5～ 11歳のワクチン接種
　ワクチン接種は強制ではなく、希望する人だけの接種
となります。特に小児接種については、期待できる効果
や副反応などについてご家族でよく話し合い、ワクチン
を接種するかどうかを判断してください。
　接種が受けられる医療機関は、接種券に同封するお知
らせで確認してください。

12 ～ 17歳の 3回目のワクチン接種
　4月下旬から 12～ 17 歳の 3回目の追加接種が始ま
りました。接種券は2回目を接種してから6カ月経過し
た人に順次送付しています。接種券が届いた人は予約で
きますので、できるだけ接種にご協力をお願いします。

1・2回目の接種を受けていない人も予約できます
　追加接種の人に限らず、まだ 1回目、2回目の接種を
受けていない人も予約できますので、予約サイトかコー
ルセンター、かかりつけの医療機関に直接申し込んでく
ださい。接種券の再発行が必要な人は、ワクチン接種コー
ルセンターに連絡してください。

問佐世保市ワクチン接種コールセンター
　☎ 0570-022-558

ワクチンの予約方法など



「スマート自治体への転換」を目指して

　人口減少や少子高齢化などで市税は減少する一方、高
齢者の介護に要する経費や医療費などの社会保障費や、
公共施設の維持管理費などは増加する見込みです。さら
に、労働力不足の拡大などで職員の確保が困難になるな
ど、取り巻く環境は一層厳しくなることが想定されます。
　これまでの行財政改革の取り組みを着実に継続しても、
令和 8年度までに 19.4 億円の収支不足が見込まれること
から、取り巻く環境に応じて、抜本的に見直した新たな行
財政運営が求められます。

3 つの基本方針
❶業務マネジメント改革
　DXを推進し、市民サービスの向上と業務の効率化に取り
組みます。民間の持つノウハウや知見を活用し、行政サービ
ス水準の維持向上やコスト縮減などの取り組みを進めます。
❷組織・人材マネジメント改革
　時代の変化にスピード感を持って的確・柔軟に対応し、
最適な組織体制の構築と人員配置に取り組みます。職員の
働きがいを高め、職員がいきいきと働きイノベーションを
創出できる職場風土を醸成します。
❸財務マネジメント改革
　歳入の確保や歳出の見直し、公有財産の有効活用を推進す
るなど、持続可能で健全な財政運営の確立に取り組みます。

問行財政改革推進局　☎ 24-1111

佐世保市行革推進プランを策定しました
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　本市では、行政管理機能の高質化を図ることで人口減少や時代の変革期においても市
民サービスの質を向上させ、行政サービスを持続的に提供できる自治体を目指すため、
令和 4～ 9年度の行財政改革の取り組みをまとめた行革推進プランを策定しました。

同行革推進プランの詳細は
市ホームページからどうぞ

4 月から市役所の組織が一部変わりました

問行財政改革推進局　☎ 24-1111

4 月実施の再編 内容

「文化国際課」の新設
多文化共生社会の実現と地域文化の振興に向けた取り組みを一体的に進める
ため、文化振興課と国際政策課を統合

「農業畜産課」を「農政課」に改称
農業政策を組織的に担う部門を設置するとともに組織運営の見直しを図るた
め、係制を廃止してグループ制を導入

公園緑地課「公園整備係」を「公園計
画係」に改称

「緑の基本計画」に基づく公園政策を着実に推進するため、公園緑地課の各
係の業務分担を見直し

「地域連携準備室」の新設
地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業の検討着手や体制構築
に取り組むため、保健福祉政策課の準課として新設

生活福祉課「事業運営係」「新規相談
係」の新設など

生活福祉課業務の効率的な執行を図るため、各種支援業務を集約して所管す
る「事業運営係」や新規相談の面接業務に特化した「新規相談係」の新設など

「教育施設課」の新設
教育施設の適切な維持管理（新たな管理手法の導入検討を含む）、建設等の
業務を推進するため、教育委員会総務課施設係を機能強化の上再編

8月実施の再編 内容

「収納推進課」の新設など
納税課と債権管理対策室、保険料課を廃止して、従前の機能・組織を再編。
また、保険料課の廃止に伴い、保険料課賦課係を医療保険課へ統合

政策課題への適切な対応と、より効率的で効果的な行政サービスを提供するため、組織再編を行いました。

地域の身近な相談相手「民生委員・児童委員」の活動をご存じですか

民生委員・児童委員とは
●民生委員・児童委員は厚生労働大臣から委嘱された地
域福祉を担うボランティアです。非常勤の地方公務員
として位置付けられています。
●任期は 3年です。ことし 12月 1日に全国で一斉に改
選が行われます。※事前に各地域へ候補者の推薦を依
頼しますので、ご理解とご協力をお願いします。

5 月 12日は民生委員・児童委員の日
　5月12日は全国民生委員児童委員連合会が定める「民
生委員・児童委員の日」です。民生委員・児童委員の活
動には地域住民の皆さんや関係機関・団体の理解と相互
の信頼関係が必要です。この機会に民生委員・児童委員
をより身近に感じていただき、活動に対するご理解とご
協力をお願いします。

問保健福祉政策課　☎ 24-1111
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民生委員・児童委員に関するQ&A

民生委員・児童委員はどんな人がなるのですか？
民生委員・児童委員は地域の「つなぎ役」であり、
専門職ではありません。資格や専門知識は不要で
す。ただし、住民の個別の相談に応じるため、守
秘義務が課せられています。働きながら、子育て
をしながら活動されている民生委員・児童委員も
多くいます。

民生委員・児童委員はどのように選ばれるのです
か？
町内代表者などで構成される地区推薦準備会から
候補者を推薦していただき、市に設置される推薦
会や審議会の審査を経て、厚生労働大臣から委嘱
されます。

民生委員・児童委員はどんな活動をしているので
すか？
民生委員・児童委員は、同じ地域で生活する住民
の一員として、住民からのさまざまな生活上の困
り事や心配事に関する相談に応じ、必要な支援が
受けられるよう、地域の専門機関への「つなぎ役」
としての役割を担っています。
民生委員・児童委員の中には、子どもや子育てに
関する支援を専門に担当する主任児童委員として
選任されている人もおり、学校などと連携して地
域の「子育て応援団」としてさまざまな活動に協力
しています。

Q

A

Q

A

Q

A

　少子化や核家族化が進み地域社会のつながりが薄れる中、高齢者や障がいのある人、子育てや介護をして
いる人などが周囲に相談できず孤立してしまい、必要な支援を受けられないケースがあります。また、相次
ぐ自然災害に備えるためにも、日頃から住民がお互いに支え合うことが一層重要となっています。そのよう
な中、民生委員・児童委員の皆さんは地域の身近な相談相手として、さまざまな活動を行っています。

民生委員・児童委員の活動の一部

訪問活動

高齢者や子育て家庭など、地域住
民を訪問し、見守りや相談、支援
を行っています。

子どもの見守り・支援

子どもたちの登下校時、通学路に
立って見守りやあいさつ運動をし
ています。

子育てサークル活動

地域の皆さんと連携して定期的な
サークル活動を行うなど、子ども
たちの見守り活動を行っています。



バラ祭

ことしもアジア最大級 2,000 品種
100 万本の優美なバラが咲き誇りま
す。世界的なバラの権威が“奇跡の
場所”と称した「グランドローズガー
デン」の他、ロイヤルな名称のバラや
受賞歴のあるバラが前庭に咲く「バ
ラの宮殿」など、華やかさと規模感
に驚きと感動がたくさん。特に午前
中は最も香り高いバラが楽しめるた
め、散策にはおすすめです。グルメ
やショー、グッズを通して初夏を感
じる「初夏の花の街 ワンダーランド」
も同日から開催します。
※詳しくは公式HPをご覧ください。
日程　5月 7日㊏～ 29日㊐
問ハウステンボス総合案内ナビダイヤル
☎ 0570-064-110

春のローズフェスティバル

日程　5 月 7 日㊏～ 22 日㊐ 9 時～
17時（最終入園 16時 30分）

料金　無料（入園料が別途必要）
※イベント開催日は「植物スポットガ
イド」を中止します。
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

早岐茶市

450 年以上の歴史を誇る伝統行事で
す。お茶や海産物など多くの出店が
海岸通りに並びます。
日程　初市＝ 5月 7日㊏～ 9日㊊

中市＝ 5月 17日㊋～ 19日㊍
後市＝ 5月 27日㊎～ 29日㊐

場所　早岐瀬戸周辺
※ 6月の梅市は中止します。
問早岐商工振興会　☎ 60-9428

NHK土曜ドラマ「17歳の帝国」の
撮影が市内で行われました

１月に針尾無線塔や市内数カ所で撮
影が行われたNHK土曜ドラマ「17歳
の帝国」が５月７日㊏から放送されま
すので、どうぞご覧ください。
※詳しくは、公式HPをご覧ください。
日程　5月 7日㊏ 22時　※全 5回。
問観光課　☎ 24-1111

春の天体観望会
日程　5月14日㊏19時30分～21時
場所　少年科学館　定員 40人程度
料金　高校生以上 320 円、小・中学

生 150円
問少年科学館　☎ 23-1517

大きな折り紙で
動く生きものを折ってみよう！
日程　5 月 15 日 ㊐ 11 時 ～ 12 時、

14時～ 15時
場所　こどもひろば あまもば前
対象　幼児以上（小学 3年生以下は保

護者同伴）
定員　各回先着 10人
料金　100円（入館料が別途必要）

申込　電話または窓口で申し込んで
ください

問九十九島水族館　☎ 28-4187

ナイトプラネタリウム
「星の王子さま 新たなる冒険

僕のバラを探せ！」
日程　5月20日㊎19時～19時45分
場所　少年科学館　定員　67人程度
料金　高校生以上 320 円、4歳～中

学生 150 円　※３歳以下は無
料。4歳以上の未就学児は大
人１人につき１人無料。

問少年科学館　☎ 23-1517

バラの春期管理講習会

日程　5月21日㊏10時30分～12時
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員　先着 20人
料金　300円（入園料が別途必要）
※詳しくは公式HPをご覧ください。
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

港湾政策研究所講演会 in 佐世保
郵船クルーズ代表取締役社長の坂本
氏と海上自衛隊佐世保地方総監の西
氏による講演会が行われます。
日程　5 月 26 日㊍ 9 時 30 分～ 11

時 40分
場所　アルカス SASEBO
定員　先着 1,000 人
申込　5月 20日㊎までに日本港湾協

会HPから申し込んでください

問日本港湾協会　☎ 03-5549-9574
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日本港湾協会
ホームページ

第 69回全日本プロ選手権
自転車競技大会記念競輪

日程　5月 28日㊏、29日㊐
場所　佐世保競輪場
※詳しくは公式HPをご覧ください。

問佐世保競輪事務所　☎ 31-4797

白岳自然公園での写真撮影会
白岳自然公園の魅力を写真で表現す
る撮影会です。撮影した写真は白岳
自然公園センターで展示します。
日程　（撮影）5月28日㊏15時、（展

示）6月10日㊎～9月30日㊎
問白岳自然公園　☎ 66-9334

世知原新茶まつりじげもん市
濃厚なうま味と爽やかな香りの世知
原茶の新茶を中心に、地元の農産物
や加工品などを販売します。
日程　5月 28日㊏、29日㊐
場所　世知原町中心部
※ことしは世知原交流広場から世知原
中心部に場所を移して開催します。

問農政課 ☎ 24-1111

磯観察とビーチクリーン

どんな生き物や漂着物に出合えるか
な？ビーチクリーンをして、海岸の
環境を知ろう。
日程　5月28日㊏11時30分～14時
　　　※荒天の場合は翌日に延期。
場所　白浜海水浴場駐車場集合

対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員　15人（応募多数の場合抽選）
料金　300円
※申し込み方法など、詳しくは同セ
ンターHPをご覧ください。
問九十九島ビジターセンター
　☎ 28-7919

観賞温室バックヤードツアー
日程　6 月 5 日㊐ 13 時 15 分～ 13

時 45分（毎月第 1日曜）
場所　観賞温室　定員　先着 20人
料金　300円（入園料が別途必要）
※開催日当日園内の券売機でチケッ
トを購入してください。
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

昆虫博士と楽しむ  うみかぜ広場
日程　6 月 11 日㊏ 10 時～ 12 時、

13時 30分～ 15時 30分
　　　※荒天の場合は 6月 18日㊏
　　　　に延期。
場所　九十九島ビジターセンター集合
対象　4歳以上（小学 3年生以下は保

護者同伴）
定員　各回15人（応募多数の場合抽選）
料金　200円
申込　5月30日㊊までに同センターへ
問九十九島ビジターセンター
　☎ 28-7919

ザリガニを釣って
日本の生きものを守ろう！

ザリガニ釣り体験の他、外来種のア
メリカザリガニのガイドを行います。
日程　6 月 11 日㊏、7 月 9 日㊏、8

月 13 日㊏ 14 時～ 15 時（受
付13時30分）　※雨天中止。

場所　ビオトープ、リスザル展示場
付近

定員　各日先着 20人（小学生は保護
者同伴）

料金　300円（入園料が別途必要）
申込　5月 10日㊋以降に同園へ
※申し込み方法など、詳しくは公式

HPをご覧ください。
問九十九島動植物園 　☎ 28-0011

市立図書館おすすめ図書
行った気になる世界遺産
鈴木亮平 著（ワニブックス）

世界遺産検定一級保持者の俳優、鈴
木亮平さんが、ギニア高地やヨルダ
ンのペトラ遺跡などに行ったつもり
で描いた妄想旅行記です。表紙や挿
絵も本人が描いており、世界遺産に
対する熱い思いが伝わってきます。
自由に旅行ができない今こそ、妄想
で旅行を楽しんでみませんか。
問市立図書館　☎ 22-5618

ドレミであそぼう！3才からのクラ
シック～テルミンとマトリョミン～

世界で初めての電子楽器・テルミン
と、手のひらサイズのマトリョミン
の演奏をお届けします。
日程　5月 14日㊏ 11時開演
場所　イベントホール
料金　全席自由　一般 1,000 円、3

歳～高校生 500 円　※ 3歳未
満は入場できません。

問アルカス SASEBO　☎ 42-1111

T
サムズ

HUMBS UP FESTIVAL 
in アルカス SASEBO

P
プシン
USHIM with 韻 シ ス ト BAND、
F
ファンシー

NCY、THE F
フローリアーズ

LOORRIORZ、博多 4
Ｋが出演。レゲエ・HIP HOP・ブレ
イクダンスを一度に楽しめます。
日程　5月 22日㊐ 14時～ 18時
場所　大ホール
料金　全席指定 4,600円（当日5,000円）
問アルカス SASEBO　☎ 42-1111

させぼ競輪
ホームページ
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佐世保市制施行 120周年記念式典・市政功労者表彰式

地方自治功労
引き続き又は通算して 10年
以上、市議会議員又は執行機
関の委員の職にあるもの
松尾裕幸（大和町）
山口裕二（鹿町町下歌ヶ浦）
湊浩二郎（福田町）
永安健次（小佐々町楠泊）
久野秀敏（広田 3丁目）
山下廣大（湊町）
内海和憲（有福町）
八並秀敏（重尾町）
水口一男（吉井町下原）
久野利幸（平松町）
宮﨑敦（里美町）
阿波茂敏（長畑町）

産業経済功労
産業の開発及び振興に貢献
し、その功績が顕著なもの
外間広志（潮見町）

教育文化功労
教育、学術及び体育等その他
文化振興に貢献し、その功績

が顕著なもの
髙井尚美（世知原町栗迎）
尾﨑修平（世知原町栗迎）
中島雄二（権常寺町）
水川明美（松川町）
藤澤恒昌（日宇町）
阿守博之（大潟町）
山本哲夫（小舟町）
天羽隆宏（指方町）
堤暢亨（広田 2丁目）
山口裕樹（瀬戸越 4丁目）
佐世保・アルバカーキ姉妹
都市協会（折橋町）

社会事業功労
社会事業に貢献し、その功績
が顕著なもの
永田喜八郎（針尾東町）
堤陽子（春日町）
長嶋昭子（浜田町）
川﨑いつ江（松瀬町）
神﨑伸子（保立町）

民生功労
民生の安定に貢献し、その功
績が顕著なもの
杉町健次（赤崎町）
小宗マユミ（相浦町）
豊村雅秀（万徳町）
和田隆（吉井町立石）
豊村信次（小舟町）
髙平保子（小佐々町矢岳）
林田都美子（金比良町）
白岩泰司（柚木町）
末次精一（俵町）
宮原利光（潮見町）
戸上規（小島町）
横尾英彦（早岐 1丁目）
田中千代太（早苗町）
中村直人（桑木場町）
大久保紀幸（江迎町長坂）
佐藤正美（相浦町）
柴田憲治（早岐 1丁目）
湯口隆幸（相浦町）
石原繁嗣（鵜渡越町）
松尾一信（下京町）
大谷政輝（庵浦町）
今道昭哉（高天町）

出口文夫（早岐 2丁目）
山田男義（江迎町猪調）
一山信幸（上町）
前田重信（早苗町）
松尾由紀子（小島町）
井田力（天満町）
濵田繁（須田尾町）
山口勉（筒井町）

保健衛生功労
保健衛生に貢献し、その功績
が顕著なもの
東島照幸（もみじが丘町）
大久保厚司（日宇町）
吉村鉄哉（金比良町）
金氏正弘（広田 3丁目）
山口直行（広田 3丁目）
大山秀幸（赤崎町）
長富正博（早岐 2丁目）
竹ノ内弘昌（福岡県福岡市
中央区黒門）

寄附功労
公益のため私財を寄附し、そ
の功績が顕著なもの
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　4月 1日（金）、本市は市制施行 120周年記念式典・市政功労者表彰式をアルカス SASEBOで開催し、
さまざまな分野で功績があった 91人と 3団体を表彰しました。受賞された皆さん、おめでとうござい
ます。また、今回の式典では、市制施行 120周年を記念して、アルカス SASEBOジュニアオーケスト
ラの皆さんによる記念演奏や「120年の歩み、未来への飛躍」をテーマにした記念講演を行いました。

市政功労者表彰を受けられた皆さんの記念写真

広報させぼ● 2022.5 13

佐世保港湾運輸株式会社（万
津町）
公益社団法人佐世保法人会
（高砂町）

治安功労
治安の維持、人命救助等にてい
身し、その功績が顕著なもの
大瀬良翔太（福岡県福岡市早
良区荒江 2丁目）
山口輝行（長畑町）
山邊末雄（江上町）
永田安幸（江上町）
川原義博（有福町）
森田孝志（有福町）
管田翔天（黒髪町）
中村詩月（もみじが丘町）
池村努（桜木町）
石田凌平（棚方町）
下條匠（母ヶ浦町）
竹川大海（大潟町）
川口博光（東浜町）
富田文太郎（針尾北町）
大浦英和（小佐々町楠泊）
富田誠次郎（針尾西町）

防災功労
防災活動及び復旧に貢献し、
その功績が顕著なもの
赤木行秀（小佐々町西川内）
坂倉雅敏（花高 1丁目）

勤労功労
永年にわたり勤労にはげみ、
他の模範となるもの
中村美智代（日宇町）
森永ヒロミ（下の原町）
山内登美枝（黒島町）
𠮷村良子（花高 1丁目）
大神美津子（高梨町）

善行功労
市民の模範となる善行者
吉田博文（早苗町）
井手ミチ（船越町）

※敬称略、順不同。

問秘書課　☎ 24-1111

受賞者を代表し表彰状を受け取る森永ヒロミさん

アルカス SASEBOジュニアオーケストラによる記念演奏

　3月 23日（水）、本市は「佐世保市文化スポーツ特
別賞表彰式」を開催しました。この表彰は文化・スポー
ツの分野で顕著な功績を残された本市在住者や出身
者などを表彰するもので、今回は令和 3年度（一部令
和 2年度を含む）に功績が顕著だった 7人 1団体を
表彰しました。受賞された皆さん、おめでとうござ
います。

文化部門
•高粹彬（佐世保北高等学校 3年）
第 50回全日本青少年英語弁論大会・優勝
•だいやエコクラブ
2020年度全国エコ活コンクール（壁紙新聞部門）・
最優秀賞（環境大臣賞）
•西野若葉（佐世保市立日宇中学校 3年）
第 49回「我ら海の子展」・最優秀賞（国土交通大臣
賞）

スポーツ部門
•上近琉斗（佐世保市立大野小学校 6年）
2021 第 16 回全国ブロック選抜U-12 体操競技選
手権大会・優勝
•島田悠将（佐世保工業高等専門学校 3年）
第 56 回全国高等専門学校体育大会陸上競技兼第
56回日本高等専門学校陸上競技対校選手権大会・
優勝
•深見利佐子（筑波大学大学院博士後期課程 3年）
東京 2020 オリンピック「柔道女子 52 キロ級」・
出場
•福満亮（西海学園高等学校 3年）
文部科学大臣杯第 58回全日本ボウリング選手権大
会・優勝
•桃野葵（佐世保市立鹿町小学校 6年）
日清食品カップ第 37回全国小学生陸上競技交流大
会・優勝

※敬称略、五十音順。学年などは 3月現在。
問秘書課　☎ 24-1111

佐世保市文化スポーツ
特別賞表彰



　3月 24日（木）、KBC（九州朝日放送）ラジオの番組「ア
サデス。ラジオ 波田陽区の瓦版拝見」の生放送の収録が
市役所で行われました。
　この番組は、KBCの地域共創プロジェクト「ふるさと
Wish」の一環として九州北部のまちを取材して魅力を紹
介するもので、今回は市長と広報担当者が出演しました。
　佐世保のグルメや世界遺産・日本遺産、洞窟遺跡日本
一のまち、九十九島などの自然景観、そして市制施行
120周年など、「佐世保の魅力」を市長が熱く語りました。
　市ホームぺージに収録（音声）データを掲載しています
ので、どうぞお聞きください。

問観光課　☎ 24-1111

ラジオ生放送収録！佐世保の魅力を紹介

English出前プログラムは
こちらから
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広報させぼの「リニューアル」と「デジタル化」

「左とじ・左開き」に変更
　これまで、コーナーごとに「縦書き」と「横書き」を
使い分けて紙面を作成してきましたが、開き方の違い
による「読みにくさ」が課題になっていました。
　そこで、近年、横書きの紙面づくりが多くなったこ
とや、今回ページ数の見直しを行うことで横書きの紙
面が増えることなどを踏まえ、これまでと逆の「左と
じ・左開き」に変更することにしました。本来、横書
きに適しているとされている開き方に変更し、これま
で以上に、読みやすさや分かりやすさに配慮した紙面
づくりを行っていきますので、ご理解とご協力をお願
いします。

広報させぼのページ数の見直し
　特集のページ数を減らしたり、コーナーを統合し

たりすることによって、広報させぼのページ数を「32
ページ」から「24ページ」に見直しました。
（統合したコーナー）
●施設だより、イベント情報　➡　イベント情報
●暮らしの情報、健康と福祉　➡　暮らしの情報

広報させぼと連動した動画の制作・配信
　ページ数の見直しによって、紙面に掲載できる情報
量は減りますが、広報させぼの特集記事などと連動し
た動画を配信することで、これまで文字や写真だけで
は伝えることが難しかった情報を、動きや音、雰囲気
などと共に、より分かりやすくお届けすることができ
るようになります。

問秘書課　☎ 24-1111

　本市では、令和 4年度から「アナログ広報の段階的なデジタル化」の取り組みを進めて
いきます。具体的な取り組みとして、広報させぼと連動した動画の制作・配信や広報さ
せぼのデジタル化（音声読み上げ・多言語に対応したサービスの導入）などを予定してお
り、その取り組みの一環として、本号から広報させぼのリニューアルを行いました。

本市のカーネーション栽培の歴史は古く、市制施行
と同じ明治 35年に黒髪町で始まったとされています。
土を使わないロックウール栽培が主流で、長崎オリジ
ナル品種の導入による有利販売を行っています。
　一般的にカーネーションの旬は 3月から 5月で、「母
の日」に併せて出荷が多くなります。カーネーションは
季節に応じた栽培管理がしやすく、年間を通じて数多
くの優良な品種が県内外に向けて出荷されています。
　カーネーションの特長は、他の花より水揚がりが良
いため、日持ちが良く、長く鑑賞できるという点です。
また、花の中では品種が多く、カーネーションに見え
ない珍しい見た目の品種もたくさんあります。
　カーネーションは花の草

そう し
姿で呼び名が違い、小・中

輪を複数咲かせるものを「スプレカーネーション」、大
きい１輪咲きのものを「スタンダードカーネーション」
と呼びます。5月の第 2日曜日は「母の日」です。この
機会にぜひ佐世保のカーネーションをお送りください。
購入可能場所　㈲黒髪カーネーション（☎ 46-1007）

問農政課　☎ 24-1111

カーネーション
シリーズ 西九州食財 21
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材料（4人分）
ニンジン
ブロッコリーの茎
タマネギ
合いびき肉

75g
60g
200g
350g

冷ご飯
カレールウ
チーズ
ブロッコリー
スプラウト

900g
1/2 箱
100g
30g

1 人分の栄養価
熱量 885kcal、たんぱく質 30.1g、脂質 34.9g、
カルシウム 227㎎、食塩相当量 4.1g

◉令和 3年度　楽しく！おいしく！食品ロス削減！
　アイディアクッキングコンテスト　アイディア賞

食品ロス削減
アイデアレシピ動画

作り方
❶ニンジンとブロッコリーの茎はみじん切りに、タマ
ネギは薄切りにする
❷❶と合いびき肉を炒め、火が通ったら冷ご飯を入れ
一緒に炒める
❸❷が混ざったら、真ん中にスペースを作り、細かく
刻んだカレールウと水を少し入れて、溶かしながら
具材と混ぜ合わせる
❹チーズをふりかけ、ふたをする
❺❹が溶けたらブロッコリースプラウトをのせて完成

考えていただいた人
北村 莉子さん（佐世保商業高等学校1年・当時）

料理のワンポイント
ニンジンは皮をむかず細かく刻み、ブ
ロッコリーは茎も使います。タマネギ
は皮以外を使い切り、ご飯には余った
冷ご飯を使います。

食品ロス削減アイデアレシピ

余りもの野菜で作る　焼きカレー



浄化槽設置補助金のご利用を
浄化槽設置費用の一部を予算の範囲内
で助成しています。今年度から単独浄
化槽撤去に伴う宅内配管工事費の補助
も行っています（建て替えに伴うもの
は除く）。
※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。
問環境保全課  ☎ 26-1787

市民大清掃にご協力ください
6 月 1 日㊌～ 30 日㊍に町内会などで
実施される清掃活動にご協力ください。
問廃棄物減量推進課  ☎ 32-2428

精霊流し中央会場が中央公園に変更
今年度の「精霊流し」中央会場は「中央
公園」です。前年度の会場（新みなと暫
定広場）で船やこもの受け取りは行い
ませんのでご注意ください。
※各会場の時間など、詳しくは今後本
紙や市ホームページでお知らせします。
問環境政策課  ☎ 31-6520

退職したら国民年金へ加入を
国内に住む 20 ～ 60 歳の人が退職し
た場合、国民年金に加入する届け出が
必要です。扶養されていた配偶者の国
民年金第 1号被保険者への変更も必要
です。届け出がない場合は年金額が少
なくなったり、年金が受け取れなくなっ
たりする場合があります。国民年金保
険料を納めることが困難な場合は、退
職（失業）による特例免除制度がありま
すのでご相談ください。
※日本年金機構ホームページの国民年
金の解説動画もどうぞご覧ください。
問佐世保年金事務所  ☎ 34-1189

国民健康保険税の申告はお早めに
国民健康保険の加入者とその世帯主は、
前年中に収入がなかった場合でも申告
する必要があります。申告がないと、
保険税などの金額が正しく算定できず、
不利益を生じる場合があります。随時
相談を受け付けていますので、まずは
電話でお尋ねください。
問保険料課

軽自動車税（種別割）の納付書を
5月中旬に送付します

指定の金融機関や市役所などで 5 月
31日㊋までに納付してください。
※タブレット端末などを使用したキャッ
シュレス納付もできます。
※軽自動車税（種別割）は年度途中で廃
車しても還付はありません。
※納税通知書（兼納税証明書）は車検の
際に必要です。紛失などした場合は
納税証明書（車検用）を取得できます。
問資産税課（課税）、納税課（納税）、市
民税課（税証明）

国民生活基礎調査にご協力を
統計法に基づき、厚生労働行政の基礎
資料とするための調査を実施します。
市が任命した調査員が伺いますので、
ご理解とご協力をお願いします。
※調査員は写真付きの調査員証を常に
身に着け、訪問時には提示します。
日程　4～ 6月
対象　横尾町、谷郷町、戸尾町、松川町、
藤原町、田原町、松瀬町・柚木元町、
黒髪町、白岳町、天神 5丁目、下本
山町、小野町、椎木町、若竹台町、
勝海町、重尾町、有福町、世知原町
中通、江迎町赤坂の一部
問保健福祉政策課

マイナンバーカードの申請・受け取り
のための臨時受け付け

【平日時間外・休日開庁】
日程　5 月 19 日㊍ 19 時まで、5 月
29日㊐ 9～ 13時
場所　戸籍住民窓口課
内容　マイナンバーカードの申請・受
け取り、電子証明書の更新手続き
問戸籍住民窓口課

戸籍証明書のコンビニ交付時間を延長
【変更前】平日開庁日の 9～ 17時
【変更後】土・日曜、祝日を含む 6 時
30分～ 23時（年末年始等を除く）
対象　現在戸籍、現在戸籍の附票
問戸籍住民窓口課

出張女性相談室
DVや家庭問題などの悩みに女性相談
員が応じます（無料、秘密厳守）。
日程　5月14日㊏、28日㊏9～16時
場所　スピカ
※市役所でも随時相談に応じます。
問人権男女共同参画課
　☎ 24-6180（予約・相談専用）
　☎ 23-3828（当日連絡用）

「人権擁護委員の日」特設人権相談所
家庭内や夫婦間の問題、職場・近隣間
の問題など、さまざまな悩み相談に応
じます（無料、秘密厳守）。
日程　6月 1日㊌ 10～ 15時
場所　広田・早岐・北・中里皆瀬・吉
井地区コミュニティセンター、宇久
社会福祉センター、させぼ市民活動
交流プラザ
問長崎地方法務局佐世保支局
　☎ 24-4850

市役所・中央保健福祉センターの各課へは
☎ 24-1111（代表）からおつなぎします。
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各地区コミュニティーセンター等で
計量器定期検査を実施

❶ 5 月 11 日㊌針尾地区❷ 5 月 13 日
㊎早岐地区❸ 5 月 16 日㊊日宇地区体
育室❹ 5 月 18 日㊌江上地区❺ 5 月
20日㊎黒髪町 2-2 組公会堂❻ 5 月 24
日㊋広田地区❼ 5 月 26 日㊍宮地区❽
5 月 31日㊋青少年教育センター（平瀬
町）❾ 6 月 2日㊍大野地区● 6 月 3日
㊎中里皆瀬地区● 6 月 7日㊋高島旅客
船待合所● 6 月 9日㊍柚木地区
※❶❹❼●●13時30分～15時30分
❷❸❻❾ 10～15時❺ 10時～13時
30 分❽ 9 時 30 分～ 15時 30 分●
11～14時。
※家庭用計量器は無料で検査します。
問消費生活センター

5月26日㊍～6月7日㊋は九州一斉
住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン
住宅用火災警報器の適切な設置は住宅
火災による被害軽減につながります。
この機会に、自宅の住宅用火災警報器
の設置と点検をお願いします。
問消防局予防課  ☎ 23-2539

6月5日㊐～11日㊏は危険物安全週間
本市でも「一連の 確かな所作で 無災
害」をスローガンに危険物の事故防止
に努めています。危険物を扱う際は次
のことに気を付けましょう。
・灯油用ポリエチレン製容器にガソリ
ンや軽油を入れない

・一定量以上のガソリンなどを取り扱
うときは届け出や許可が必要

・セルフ式ガソリンスタンドでは静電
気に注意して給油を行う
問消防局予防課  ☎ 23-9257

樋口橋が県指定文化財に指定
吉井地区にある樋口橋が県指定文化財
（有形文化財/建造物）に指定されました。
問文化財課

埋蔵文化財の届け出について
周知の埋蔵文化財内で土木工事などを
行う場合は「埋蔵文化財の届出」を提出
する必要があります。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。
問文化財課

事業者一時支援金の申請受け付け
1月 21日㊎～ 3月 6日㊐の新型コロ
ナウイルス感染症によるまん延防止等
重点措置の影響で売り上げが減少した
事業者を対象に、一時支援金を支給し
ます。
対象月　令和4年1～3月（最大2カ月）
支給額　１カ月ごとの売上減少額（1カ
月上限 10万円、最大 20万円）
〆切　5月 31日㊋
※国の事業復活支援金や各市町の営業
時間短縮要請協力金の対象の場合、
申請できません。
※申請方法など詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください。
問一時支援金コールセンター  ☎25-9710

お仕事出張相談 in スピカ
日程　毎月第２火曜
場所　スピカ（無料託児あり、要予約）
内容　就職あっせん、職業相談など
対象　出産、子育て、介護などでしば
らく仕事から離れている女性
問させぼお仕事情報プラザ  ☎ 76-7713

「景観させぼしフォトイベント 2021」
パネル展

日程　５月 23日㊊～ 6月 3日㊎
　※閉庁日は除きます。
場所　高砂駐車場 連絡通路
問まち整備課

佐世保川、早岐川・小森川の
洪水ハザードマップを配布しています
佐世保川、早岐川・小森川での洪水時に、
浸水が予想される範囲や避難場所など
を示した洪水ハザードマップを該当地

区へ配布する他、河川課や各支所で配
布しています。日頃から避難場所や危
険箇所などを確認しましょう。
問河川課

道路上に看板等を設置する場合は
道路占用許可申請手続を

市道上に突出して看板などを設置する
場合、道路占用許可が必要です。
※詳しくはお尋ねください。
問土木管理課

赤潮監視測定機器を試験設置
漁業被害をもたらす赤潮の早期発見と
養殖業の漁業被害防止を図るため、5
～ 11 月の間、赤潮が頻発する漁場に
IOT技術を活用した「赤潮監視装置」を
試験的に設置します。
問水産課

業務委託
【佐世保市地方卸売市場水産市場駐車場
使用料収納業務】（一社）佐世保魚市場
協会【佐世保市と畜場及び冷蔵庫使用
料収納業務】佐世保食肉センター㈱

ホタルの目撃情報
ホタルマップ作成のため、ホタルを見
た日時・場所・数などの情報を募集
しています。情報は電話か E メール
（kansei@city.sasebo.lg.jp）、市ホー
ムページ「ホタル目撃情報投稿フォー
ム」で環境政策課へ。
問環境政策課  ☎ 31-6520

公共職業訓練 7月期受講生
対象　ハローワークに求職申し込みを
している人
申込　5月27日㊎までにハローワークへ
※受講できる科目など、詳しくはお尋
ねください。
問ポリテクセンター佐世保  ☎ 58-3118
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第 1期公営住宅空家補充入居者
【用紙配布】5月 13 日㊎（県営は 5月
6日㊎）から市営は市営住宅管理セン
ター、県住宅供給公社佐世保事務所、
市役所住宅課・1階総合案内、各支所、
宇久行政センター、市社会福祉協議
会、県営は県住宅供給公社佐世保事
務所、市営住宅管理センターなどで
申込　5月20日㊎～23日㊊に（市営）
まちなかコミュニティセンター、（県
営）県住宅供給公社佐世保事務所へ
※市営と県営の併願も可能です。
問佐世保市営住宅管理センター
　（市営分）☎25-9625
問県住宅供給公社佐世保事務所
　（県営分）☎22-9612

ふるさと納税返礼品出品事業者
ことし 11 月発行予定のふるさと納税
返礼品カタログに掲載を新たに希望す
る事業者を対象に説明会を開催します。
日程　5月 16日㊊ 14～ 16時
場所　三川内焼伝統産業会館
対象　新たに掲載を希望する事業者
※申し込み方法など詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。
問ふるさと物産振興課  ☎ 20-1042

佐世保市消防団員
対象　18歳以上で市内に居住か勤務す
る人
※団員には制服等が貸与される他、活
動実績に基づいて報酬等が支給され
ます。
※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  ☎ 23-9253

自衛官
自衛官候補生＝通年募集
対象　18～ 33歳未満の人
問自衛隊長崎地方協力本部佐世保出張所
☎ 23-1231

普通救命講習Ⅰ（無料）
日程　5月 29日㊐ 10～ 12時
場所　中央消防署
内容　心肺蘇生法、止血法、AEDの取
り扱いなど
対象　中学生以上　定員　先着 15人
申込　5月 15 日㊐～ 28 日㊏８時 30
分～ 17 時 15 分に電話かファクス
（24-4119）で中央消防署へ
※事前のWEB講習が必要です。
問中央消防署  ☎ 24-7621

元オリンピック選手が指導！
子どもかけっこ教室

日程　5月 29日㊐ 9～ 13時
　※対象年齢で開催時間が変わります。
場所　東部スポーツ広場体育館
対象　３歳以上 8歳未満（保護者同伴）
定員　各回先着 30人
料金　500円（利用料・保険料込み）
申込　5月 11 日㊌以降に参加費を添
えて東部スポーツ広場体育館へ
問東部スポーツ広場体育館  ☎ 39-5855

海洋スポーツ体験会
日程　6月 4日㊏ 10～ 14時
場所　小佐々海洋スポーツ基地
対象　小学生以上　定員　先着 30人
料金　1人 800円
申込　5月 11日㊌以降に同基地へ
※詳しくは、佐世保市民スポーツ情報
サイト「PLAY！」をご覧ください。
問小佐々海洋スポーツ基地カヤックセ
ンター  ☎ 68-3378

こころとからだの健康づくり教室
日程　6 月 16 日㊍ 10 時 30 分～ 11
時 30分
場所　県立武道館
内容　I

インボディ
nbody 測定と筋肉減少症（サル

コペニア）についての講話
定員　先着 20人　料金　100円

申込　5月 16 日㊊以降に電話で県立
武道館へ
問県立武道館  ☎ 22-2194

選挙●「在外選挙制度」
海外に住んでいる人が国政選挙に投票
できる制度を「在外選挙制度」と言いま
す。在外投票ができるのは、日本国籍
を持つ 18 歳以上の有権者で、在外選
挙人名簿に登録され、在外選挙人証を
持っている人です。登録には「出国時
申請」と「在外公館申請」の 2つの方法
があります。在外選挙人名簿に登録さ
れた人は国政選挙の際、管轄の在外公
館で投票したり、登録した市区町村の
選挙管理委員会に投票用紙を請求して
郵便等で投票したりすることができます。
【選挙クイズ（正解者から抽選で 5人に
QUOカード 2,000 円分プレゼント。
発送をもって発表とします）】
問題　在外選挙人名簿に登録された人
が投票できる選挙はどれでしょうか。
　①県知事選挙　②市長選挙
　③参議院議員選挙
応募　クイズの答え、住所、氏名、年齢、
電話番号、シリーズ選挙へのご意見・
感想を明記し、はがき（〒857-8585、
住所不要）かEメール（senkyo@city.
sasebo.lg.jp）、応募フォームのいずれ
かで選挙管理委員会事務局へ
〆切　5月 20日㊎（当日消印有効）

問選挙管理委員会事務局

人権「人権擁護委員の活動」
人権擁護委員は法務大臣から委嘱され、
人権教室や講演会などの啓発活動の他、
人権相談や問題解決の手伝い、法務局
と協力して人権侵害被害者の救済など
を行っています。さまざまな人権相談
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講演会 など

シリーズ

応募フォーム

11

に応じていますので、ご相談ください。
日程　平日8時30分～17時15分（祝
日、年末年始を除く）
場所　長崎地方法務局佐世保支局 
問長崎地方法務局佐世保支局
　☎ 24-4881

予防救急「心肺蘇生」
突然のけがや病気で心停止となった場
合、救急車の到着を待っているだけで
は蘇生率が下がります。救急車が現場
に到着するまで平均時間で 7～ 8分か
かるため、心肺蘇生法を学びましょう。
※詳しい心肺蘇生法の内容は救命講習
や応急手当WEB 講習で学ぶことが
できます。いざという時に備えて受
講しましょう。
問消防局警防課  ☎ 23-2598

子育て情報
出前保育や離乳食講座など、子育てに
関するイベントなどの情報は佐世保市
子育て応援サイト「すくすくSASEBO」
をご覧ください。

令和 5年度小学校就学児童の就学相談
令和 5年度小学校就学予定の保護者を対
象に、随時就学相談を受け付けています。
場所　学校教育課
※障がいや病気などが気になる子ども
の相談も受け付けています。
問学校教育課

児童扶養手当の手当月額を改定しました
ことし 4月分から児童扶養手当の月額
が改定されました。改定された手当の
振込は 5月振込分からです。受給者に
は 4月にお知らせを送付しています。
問子ども支援課

児童手当の申請はお済みですか
出生、転入、転出、児童を養育しなくなっ
たなどの場合は15日以内に速やかに届
け出てください。公務員（退職した人を
除く）は勤務先で手続きしてください。
対象　中学 3年生までの児童を養育し
ている人（所得制限あり）
問子ども支援課

身体障がい者の運転免許取得費用を
一部助成

対象　次の条件を全て満たす人
・身体障害者手帳 1～ 4級所持者
・市内在住か、本市の援護で障がい者
施設などに入所中の人

・免許の欠格事項に該当しない人（肢体・
聴覚障がいの場合は運転適性相談を
必ず受けること）
申込　5月 2日㊊～ 31 日㊋の平日に
身体障害者手帳と印鑑を持参して障
がい福祉課へ
※各支所・宇久行政センターでは受け
付けできません。
※申請者多数の場合は選考します。
問障がい福祉課

５月 14日㊏～ 20日㊎は
ギャンブル等依存症問題啓発週間

ギャンブル依存症とは、ギャンブルに
のめり込み、自分の意志や精神力では
行動をコントロールできなくなる脳の
病気です。適切に対処することの他、
専門の相談機関とつながることも当事
者の回復の手助けになりますので、抱
え込まずご相談ください。
問障がい福祉課

介護者の「こころ」の相談（要予約）
臨床心理士による個別相談を行います。
カウンセラーと一緒に気持ちの整理を

行い、認知症高齢者などへの関わり方
のアドバイスを受け、少し負担を軽く
してみませんか。
日程　平日 13時 30 分～ 15 時 30 分
（1件 45分程度）
場所　長寿社会課、各支所など
対象　在宅で介護している人
申込　電話で長寿社会課へ
問長寿社会課
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子育て

障がい福祉

高齢者と介護

すくすく SASEBO

【昼開催】
・和歌山ＦⅠ場外
・西武園ＦⅠ場外
・大垣ＦⅠ場外    　
・宇都宮記念ＧⅢ場外
・福井ＦⅠ場外    　
・本場全プロ記念ＦⅡ
・川崎ＦⅠ場外    　
・武雄ＦⅠ場外    　
・取手記念ＧⅢ場外
・広島ＦⅠ場外    　
・本場ＦⅡモーニング
・和歌山ＦⅠ場外
　　
【ナイター開催】
・平塚ＦⅠ場外
・函館記念ＧⅢ場外
・武雄ＦⅠ場外
・松山ＦⅠ場外
・久留米ＦⅠ場外
・玉野ＦⅠ場外
・松阪ＦⅠ場外
・別府ＦⅠ場外
・松戸ＧⅢ場外

【ミッドナイト開催】
・本場ＦⅡ

5 月12 ～14 日
15 ～17 日
18 ～20 日
19 ～22 日
22 ～24 日
28 ～29 日
６月１～３日
 ２～４日
４～７日
６～８日
８～10 日
９～11日

５月11～13 日
14 ～17 日
18 ～20 日
21～22 日
23 ～25 日
６月１～３日
４～５日
６～８日
９～12 日

5 月11～13 日

させぼ競輪
☎31-4797 

トップくんフリーマーケットやバン
ク開放についてはさせぼ競輪ホーム
ページでお知らせします。



高齢者地域支援体制強化のための
情報提供にご協力を

本市では、地域で支援を必要とする高
齢者の相談に応じたり、訪問したりす
る活動を民生委員に依頼して、高齢者
が安全安心な在宅生活を送ることがで
きるように努めています。民生委員の
活動が円滑に行われ、支援が必要な高
齢者の早期発見、緊急時の早期対応が
できるように、65歳以上の高齢者の情
報（住所・氏名・生年月日・性別）を 6
月ごろに民生委員へ提供します。皆さ
んのご理解とご協力をお願いします。
問長寿社会課

5 月 31日㊋は「世界禁煙デー」
5月31日㊋～6月6日㊊は「禁煙週間」
世界保健機関（WHO）では、喫煙しな
いことが一般的な社会習慣になること
を目指し、毎年 5月 31 日を「世界禁
煙デー」、5月 31 日～ 6月 6日を「禁
煙週間」と定めています。令和 2年か
らは改正健康増進法の施行で、望まな
い受動喫煙を防止するための取り組み
がマナーからルールに変わりました。
この機会に禁煙を考えてみましょう。
問健康づくり課

お口の中の健康チェック（無料）
歯科の健康チェック（虫歯の治療行為
等は除く）を無料で受診できます。
対象　長崎県後期高齢者医療被保険者
（県外居住者、医療機関等や介護施設
に入院・入所している人を除く）
申込　電話か直接長崎県後期高齢者医
療広域連合または医療保険課へ
※受診できる医療機関は市ホームペー
ジで確認するか、申し込み時にお尋
ねください。
問医療保険課

いきいき元気食事づくり教室
日程　❶ 6月2日㊍、9日㊍❷ 6月14
日㊋、21日㊋❸ 6月17日㊎、24日
㊎　※全て10時～12時30分。
場所　❶スピカ❷中央保健福祉セン
ター❸早岐地区コミュニティセンター
定員　先着 8人 料金 300円
申込　5月 10 日㊋以降に電話で健康
づくり課へ
問健康づくり課

6月は佐世保市歯・口腔の健康づくり月間

期間中開催されるイベントを通じて、歯
と口の健康について考えてみましょう。
【図画・ポスター展】
日程　6 月 4 日㊏～ 9 日㊍ 10 ～ 18
時（入館は 17時 30分まで）
場所　博物館島瀬美術センター
【デンタルフェスティバルクイズスタン
プラリー】
日程　6月 5日㊐ 11～ 14時
場所　まちなかコミュニティセンター、
三ヶ町アーケード内
問健康づくり課

食生活改善推進員養成講座
日程　6月29日㊌～9月29日㊍ (全
10回予定、時間は回によって異なる)
場所　中央保健福祉センターなど
対象　講座受講後、地域のボランティ
ア活動に参加できる人
定員　先着 20人
料金　無料（テキスト代・材料費が別
途必要）
申込　5 月 16 日㊊～ 6 月 20 日㊊に
電話か直接健康づくり課へ

問健康づくり課

特定健康診査の受診券を送付
特定健康診査は生活習慣病の予防と早
期発見を目的とした健診です。市国保
に加入する 40 ～ 74 歳の人に４月下
旬から受診券を送付していますので、
年度内に受診しましょう。
※市国保に加入する30～ 39歳、来年
３月31日㊎までに75歳を迎える人、
後期高齢者医療制度に加入している人
は医療保険課に申し込みが必要です。
問医療保険課

「健康教室」WEB配信
YouTube の公式チャンネルを開設し
ました。健康教室の新着動画は「妊娠
中のコロナウイルス感染症」です。

問総合医療センター  ☎ 24-1515

ウエルシュ菌による食中毒に注意
カレーやスープなど大量に調理され長
時間放置された煮込み料理が原因とな
ることが多い食中毒です。予防方法な
ど、詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。

問生活衛生課

譲渡会
日程　５月 22日㊐ 13～ 16時
場所　動物愛護センター
※詳しくは同センターホームページを
ご覧ください。

問動物愛護センター  ☎ 42-3300

20

生活衛生

健康づくり

総合医療センター
（健康教室）

市ホームページ
（予防方法）

動物愛護センター
ホームページ市ホームページ

（食生活改善推進員養成講座）
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相談 など

子どもの発達（要予約）
問子ども発達センター（療育相談）☎23-3945
問健康づくり課（歯科保健相談）
障がい福祉 問障がい福祉課
●ギャンブル等依存症夜間ミーティング
　5月 23日㊊ 18時 30分
●佐世保断酒会
　5 月 10 日㊋、15 日㊐、24 日㊋ 13 時
30分、6月 4日㊏ 19時
● GA佐世保（ギャンブル依存当事者会）、
ギャマノン結（依存症の家族、友人の会）
　5月 11日㊌、18日㊌、25日㊌、6月 1
日㊌、8日㊌ 19時

●高次脳機能障害当事者会・家族の集い
　5月 14日㊏、28日㊏ 13時
●ひきこもり家族会（あのねの木）
　5月 18日㊌ 10時
●アジサイ会（脊髄小脳変性症・多系統萎縮症
患者・家族の会）
　5月 20日㊎ 13時 30分
●精神障がい者家族の会（ゆみはり会）
　5月 21日㊏ 13時
●精神患者当事者会（ふたばの陽）
　5月 21日㊏ 13時 30分
※開催場所など詳しくはお尋ねください。

医療に関する相談　問保健福祉政策課
問医療安全支援センター  ☎ 25-9723
生活にお困りの方への支援
問市社会福祉協議会  ☎ 23-0265
いじめ・不登校・非行問題相談窓口
問青少年教育センター  ☎ 22-0781
休日・夜間の救急医療体制
問市立急病診療所  ☎ 25-3352
問消防局医療機関案内  ☎ 23-8199

長崎県子ども医療電話相談
問 #8000　ダイヤル回線 ☎095-822-3308

❶がん検診

場所　市内の登録医療機関

❷肺がん検診（胸部レントゲン、65歳以上は結核検診も兼ねる）
・5月 12日㊍①西海橋町内公民館②岩下バス停
・5月 13日㊎①権常寺皆瀬公民館②上原町温仙堂駐車場
・5月 18日㊌①中原町公民館②若竹台北公園
・5月 19日㊍①神崎地区公民館②西川内生活館
・5月 20日㊎①針尾漁協製氷工場横②汐美台自治会館
・5月 25日㊌①針尾地区コミュニティセンター②江上地区コ
ミュニティセンター

・5月 26日㊍③早岐地区コミュニティセンター
・5月 27日㊎①小佐々ふれあいセンター②小佐々地区コミュ
ニティセンター

・6月 6日㊊④広田地区コミュニティセンター
・6月 7日㊋④小佐々スポーツセンター
・6月 8日㊌④日宇地区コミュニティセンター
※① 9時 20 分～ 10 時② 10 時 20 分～ 11 時③ 9時 20 分
～ 11時④ 9～ 11時。
対象、料金　❶と同じ（喀

かくたん
痰細胞検査を受ける人は 900円）

❸総合健診（胃・肺・大腸・子宮頸・乳・前立腺がん検診、特
定健診、肝炎ウイルス検診）
日程　① 6月 10日㊎② 7月 12日㊋ 9～ 14時
場所　①江迎地区文化会館（インフィニタス）②三川内地区コ
ミュニティセンター
対象、料金　❶と同じ（ただし、乳がんは 40歳以上、胃がん
は 74歳以下の人が対象）　
定員　各日先着 90人
申込　①5月10日㊋②6月9日㊍以降に電話で健康づくり課へ

❹託児付き女性がん検診（肺・大腸・子宮頸・乳がん検診、歯科健診）
日程　6月 14日㊋ 8時 30分～ 14時
場所　中央保健福祉センター　定員　先着 90人　
対象、料金　❶と同じ（乳がんは 30歳以上の人が対象）　
申込　5月 12日㊍以降に電話で直接健康づくり課へ

❺エイズ・性感染症相談（匿名、無料）
【相談】☎0120-104-783　Eメール　shc783@city.sasebo.lg.jp

❻成人歯科検診（歯周病検診）
※❺❻は随時受け付けています。

❼乳幼児健診（約 1カ月前に該当者に通知します）
4 カ月児健診　対象　4～ 5カ月ごろ
1歳 6カ月児健診　対象　1歳 6～ 9カ月ごろ
3歳児健診　対象　3歳 10～ 11カ月ごろ

問健康づくり課（❶～❻）、子ども保健課（❼）

検診・検査 など

区分 20代 30代 40代 50・60代 70歳以上
胃 ─ 3,000 円 1,000 円

無料

肺 ─ ─ X線 400円
大腸 ─ ─ 600円
子宮 頸部（けいぶ）1,000 円
乳 ─ 1,500 円 1,100 円

前立腺 ─ ─ ─ 400円

休日・夜間の救急医療
体制等はこちら



4 月号の答え　①安全・安心　② 120　③キャンペーン　 　3月号の応募状況 518通（正解 475・不正解 21・無効 22）

左記の画像を読み込むと
応募画面が表示されます。

宛
て
先

はがき　   〒 857-8585（住所不要）佐世保市役所秘書課広報係宛て
Eメール　hishok@city.sasebo.lg.jp（携帯電話からも可）

5 月号プレゼント

広報させぼのリニューアルに合わせて、広報クイズを広報アンケートに変更しました。
市民の皆さまからの声をお待ちしています。

質問

回答

　ウクライナに平和が戻るよう祈るばかりです。ウ
クライナへの支援を少しでもできたらと思いますが、
募金箱などはありますか。
　日本赤十字社において、ウクライナでの人道危機
対応やウクライナからの避難民を受け入れる周辺国
などにおける救援活動を支援するため、「ウクライナ
人道危機救援金」の募金が行われています。
　佐世保市においても、その救援活動に協力しウク
ライナの人道支援につなげていくため、本市の関係
施設内に募金箱を設置し、救援金の受け付けを行っ
ています。
　お預かりした救援金は、日本赤十字社を通じて全
額寄付します。

受付期間
5 月 25日（水）まで
募金箱設置場所
佐世保市役所1階、市内5支所（早岐支所、相浦支所、
日宇支所、吉井支所、江迎支所）、宇久行政センター
※開庁時間内での受け付けとなります（平日 8時 30
分～ 17時 15分）。
※口座振込による募金も受け付けていますので、詳
しくは市ホームページをご覧ください。

問文化国際課　☎ 24-1111
問コミュニティ・協働推進課　☎ 24-1111

市民の方から寄せられた市政へのご意見や感想などを紹介します。
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5 月 28 日㊏、29 日㊐に開催する第 69
回全日本プロ選手権自転車競技大会記念
競輪のオリジナルQUOカード。コンビ
ニなどで利用できる全国共通の商品券で
す。イベントの内容など詳しくはさせぼ競
輪ホームページをご覧ください。

問佐世保競輪事務所　☎ 31-4797

第 69回
全日本プロ選手権
自転車競技大会

記念競輪QUOカード
（２千円分）

10名様

「広報させぼ 5月号」満足度アンケート
次の①～④のうち、当てはまる番号をお答えくだ
さい。
①大変良い   ②良い   ③不満   ④大変不満

応募方法
「はがき」か「Eメール」または「応募フォーム」に、
❶「広報させぼ」満足度アンケートの該当番号❷住
所❸氏名❹年齢❺電話番号❻広報紙（特集）へのご
意見❼広報紙（特集以外）や市政に関するご意見を
書いて、5月20日（金）までに（消印有効）広報係へ。
※応募は 1人 1通、応募者の中から抽選で決定し
ます。発表は発送（6月中旬）をもって代えさせ
ていただきます。

詳しくは左の画像からどうぞ

　明治35（1902）年に佐世保市制を施行
してから、めでたく120周年を迎えるこ
とになった4月1日、本市は「市制施行

120周年記念式典」をアルカスSASEBO大
ホールにおいて盛大に開催いたしました。式典には、大石賢
吾長崎県知事、田中稔市議会議長をはじめ、国会議員・県議
会議員・市議会議員など来賓の皆さま、市政功労者として表
彰を受けられる皆さま、地区自治協議会等役員・各種団体役
員の皆さまなど、多くの皆さまにご臨席をいただきました。
　式典ではまず、ことし設立 10 周年を迎える「アルカス
SASEBOジュニアオーケストラ」の皆さんに「エルガー行進
曲 威風堂々 第 1番」を披露していただきました。大変力強
く、そして美しい曲調で、オープニングを飾るにふさわし
い演奏でした。
　第 2部では、市政に格別のご貢献をいただいた 91 人、
３団体の皆さまへの表彰式を行いました。
　そして、第 3部では、記念講演「させぼ市政だより『キラっ
都させぼ』特別企画」として、「120 年の歩み、未来への飛
躍」と題し、佐世保市誕生から今日に至るまでの歩みを映
像で振り返るとともに、次なる時代、次なる未来に向けた
取り組みについて、アルカス SASEBOジュニアオーケスト
ラの代表 5人の方々と私が意見交換を行いました。

　また、佐世保市が「第 7次佐世保市総合計画」とともに中
長期的視野で進めている重要施策「リーディングプロジェ
クト」として取り組んでいる 8つのプロジェクトの進

しんちよく
捗状

況などについて、私が説明いたしました。
　市民の皆さまには、この 120周年を機に、改めて本市の
これまでの歴史や地域の歴史、企業・団体の歴史、あるい
はご自身の家族などの歴史を振り返っていただきますとと
もに、それぞれの未来への発展について考え、行動する機
会としていただければ幸いです。

佐世保市長　朝長　則男

　私の学校では、バスや電車でのルール・マナーをしっか
り守ろうという取り組みを行っています。
　「学生は乗車マナーが守れていない」などと言われること
が多く、私の学校にも苦情の電話がかかってきているそう
です。
　配慮に欠ける軽率な行動を取ると、人は快くは思わない
ものです。例えば、学生が背負っているリュックサックが
バスの通路をふさいで降りたい人が降りられないなど、自
分自身が気付かないうちに周りの人に迷惑を掛けてしまっ
ているかもしれません。
　このような状況を少しずつでも改善していくため、生徒
会や委員会を中心にバス停での啓発運動を行うようになり
ました。リュックサックは背負うと楽ですが、自分自身の
背中にまでは注意が行き届きにくいものです。そこで「バス

の通路に立っている時はリュックサックを前に抱え、人の
移動などの妨げにならないようにしましょう」など、学生た
ちへの呼び掛けを行っています。
　ルールやマナーを守ることは、周りの人たちとの気持ち
の良い場所や時間を過ごすために必要なことです。公共の
場では日頃より一層強い思いやりの心を持つ必要があると
思います。　　　　　　　　　　　　　（学生：匿名希望）

周りの人への気配り聞いて「徳」する話 82

「聞いて徳する話」募集中
　身の回りで見つけた“聞いて「徳」す
る話”を募集中です。応募用紙は事務局
で配布しており、市ホームページからも
ダウンロードできます。
問佐世保徳育推進会議　☎ 23-2856
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市制施行 120周年記念動画
「まちと人の時をつないで」

市制施行 120周年　次なる時代、次なる未来に向けて


