
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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お知らせ

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
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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


