












保険環境課
こんなときは国民年金の届出が必要です

建設課
佐々町住宅性能向上リフォーム支援事業を実施します

保険環境課
カネミ油症患者の方へ

水道課
公共下水道に接続しましょう

○県では、カネミ油症患者の方を対象とした健康実態調査を4月から実施しています。
○現在、県から調査に関する通知が届いていない方で、調査に協力いただける方は、長崎県生活衛
生課（095-895-2364）までご連絡ください。

○なお、調査にご協力いただいた方には、健康調査支援金が支給されます。
○調査対象：平成30年3月31日までに油症の認定を受けている方
○申込締め切り：平成30年6月30日（土）消印有効

　公共下水道は、生活環境の改善と公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全を目
的としています。
　公共下水道が整備された地域で、まだ公共下水道に接続されていない場合は、速やかに接続して
いただきますようお願いいたします。

◇接続工事により、既存の浄化槽や便槽を廃止するので、これまで行っていた保守点検、バキュー
ム車による清掃、くみ取りなどの管理費用や浄化槽ブロワ（送風機）の電気代は、一切不要とな
ります。
◇単独処理浄化槽の場合は、トイレの汚水だけ処理し、台所や洗濯などの汚水はそのまま水路に
流れているため、悪臭や害虫の原因となるなど不衛生です。公共下水道への接続により、周辺
の衛生環境が改善します。

◇くみ取りトイレの場合は、便槽がなくなることで汚物から出る臭気もなくなり、清潔な住環境と
なります。また、高齢者の方は足腰が弱ると、和式トイレを使い続けるのは大変なので、洋式の
水洗トイレが不可欠です。

◇バキューム車でくみ取りしたし尿や浄化槽の汚泥は、すべて町が負担して処理しています。公共
下水道へ切替えていただくことにより、こうした多額の処理経費を節減することができます。

◇公共下水道は、整備された地区のみなさん全員が使っていただくことを前提として、多額の建
設費（税金など）をかけて整備した公共施設です。みなさんに使っていただくことで料金収入が
確保でき、将来にわたって施設が維持できます。

◎佐々町公共下水道条例　（排水設備の設置）
第9条　公共下水道が供用開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者
は、特別の事情がない限り遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。

　日本国内に住む20歳から60歳までの方で、会社を退職された場合は、国民年金に加入する届出が必要
となります。
　また、扶養されていた配偶者の方も同様に、国民年金第1号被保険者への変更手続きが必要になります。
　もし、届出されなかった場合は、年金額が少なくなったり、年金が受け取れなくなる場合がありますの
で、必ず届出をしましょう。
　届出された後は、国民年金保険料の納付書が送付されますが、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。

　『佐々町住宅性能向上リフォーム支援事業』を実施します。性能向上のための住宅リフォーム
工事※をお考えの方は、ぜひご活用ください。

【工事の例】
階段の設置または勾配緩和工事、浴室(ユ
ニットバスを含む)・便所の改修、出入口の戸
の改良、通路の改良工事など

【工事の例】
屋根・外壁への遮熱塗装、断熱材の施工、高効率給湯器(エコキュート等)の設置、複層ガラス・節水型ト
イレへの取替え、防災瓦への葺替え、屋根の軽量化、防火性のある外壁への張替え、躯体の補強、雨戸
の設置など

上記対象工事に係る費用の「30％」を補助します。補助上限額は「20万円」になります。
※施工業者は町内に本社を有する法人または町内に住所を有する個人に限ります。
※バリアフリー・安全型リフォームについては、国が指定する補助対象工事費の合計が50万円以上のも
のに限ります。面積や寸法等の基準があります。
※佐々町3世代同居・近居促進事業との併用はできません。

○受付開始（抽選会）：6月1日（金）10時　
※抽選会で受付順番を決定しますので、申請書類を持参のうえ「役場3階第2会議室」に10時までにお集
まりください。
　抽選会終了後は、建設課にて受付します。
○予算がなくなり次第終了します。申請書類に不足や不備がある場合は受付できないことがあります。
○平成31年1月末までに改修工事が完了し、かつ、完了実績報告書の提出ができるものが対象です。
○申請用紙などを建設課窓口にて配布しています。また、佐々町のホームページにくわしい内容と申請
用紙を掲載していますのでご覧ください。

佐世保年金事務所　☎34-1189

①バリアフリー・安全型リフォーム

②省エネルギー・防災型リフォーム

【公共下水道への接続のメリット】

※50万円以上の性能向上リフォームが対象です。工事着手前に申請し、交付決定を受ける必要があります。

■問い合わせ先■　佐々町役場　建設課　☎62-2101
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窯体験施設登り窯
倉庫

新設複合遊具撤去複合遊具

建設課
建物の新築・増築等を予定されている皆様へ

　建築基準法の規定により、佐々町都市計画区域で指定して
いる「建築確認申請除外区域」が平成29年3月31日限りで廃
止されました。
　これにより、これまで建築確認申請除外区域での住宅など
の小規模建築物の建築確認申請（※）は不要でしたが、町内で
着工するすべての建築物（10㎡未満の増築は除く）は、原則
として建築確認申請が必要となっています。
　詳しい内容（新旧区域図等）については、町のホームページ
上に掲載していますので、ご覧ください。

　工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした、統計法に基
づく報告義務がある重要な統計です。
　調査結果は、中小企業施策や地域振興などの基礎資料として利活用されます。
　調査時点は平成30年6月1日です。
　対象となる事業所の皆様へは、5月中旬ころに調査票をお配りしますので、ご回答を
よろしくお願いいたします。

建設課
皿山公園遊具リニューアルのお知らせ

企画財政課
平成30年工業統計調査を実施します

　皿山公園の窯体験施設前広場にある複合遊具がリニューアルしました。ご利用ください。

※建築確認申請とは、建築物を建築する前に、県または町もしくは民間の指定確認検査機関に対し、建築計画が
建築基準法の規定を満たしているかの確認の申請をするもので、適合したものには「確認済証」が交付されま
す。交付を受けない建築物の着工はすることができません。　

建設課
佐々町３世代同居・近居促進事業を実施します

建設課
木造戸建て住宅の耐震化費用を助成します

　『佐々町3世代同居・近居促進事業』を実施します。新たに3世代※で同居や近居※するための
住宅の改修工事や中古住宅の購入をお考えの方は、ぜひご活用ください。

　昭和56年5月31日以前に着工した木造戸建て住宅の耐震化の費用について、以下の3つの
メニューで助成します。

■受付開始日時 　・平成30年6月1日（金）10時～
■申込方法     　　・役場の建設課窓口にて申込用紙を配布します
■各申込期限     　・平成30年11月30日（金）      ※くわしくは建設課までお問い合わせください

※3世代とは、小学生以下の子どもがいる子育て世帯（出産予定の方、夫婦の合計年齢が申請時において80歳
以下である世帯であって、将来子育てを希望されている方）を含む3つ以上の世代のことです。

※近居とは、町内に3世代が居住することです。

【対象工事】
①間取の変更、玄関の増設など
②設備（キッチン、浴室、トイレ、
洗面所など）の改修・増設

③バリアフリー改修

④屋根・天井、外壁、床、窓の断
熱改修

⑤浄化槽の設置・取替え

　上記対象工事または取得費に係る費用の「20％」を補助します。補助上限額は「40万円」になります。
※改修工事の施工業者は町内に本社を有する法人または町内に住所を有する個人に限ります。

○受付開始（抽選会）：6月1日（金）14時　
※抽選会で受付順番を決定しますので、申請書類を持参のうえ「役場3階第2会議室」に14時まで
にお集まりください。
抽選会終了後は、建設課にて受付します。
○予算がなくなり次第終了します。申請書類に不足や不備がある場合は受付できないことがあります。
○平成31年1月末までに工事や住宅の取得が完了し、かつ、完了実績報告書の提出ができるものが対象です。
○申請用紙などを建設課窓口にて配布しています。また、佐々町のホームページにくわしい内容と申請
用紙を掲載していますのでご覧ください。

①改修工事

②新築工事
③新築住宅、中古住宅の取得費

■問い合わせ先■　佐々町役場　建設課　☎62-2101

①耐震診断

②耐震改修計画

③耐震改修工事

耐震診断に係る費用46,200円に対し、30,800円を助成　（個人負担額15,400円）

耐震改修計画に基づく耐震改修工事費用の23％（上限82.2万円）を助成

診断の結果、耐震性が低い（耐震基準に適合していない）と診断された住宅について、
耐震改修計画（設計）作成費用の3分の2（上限7万円）を助成

・町内にある昭和56年5月31日以前に着工した1戸建ての3階建て以下の木造戸建
て住宅を所有し、現在居住している方
・町税を滞納していない方

■対象となる住宅　
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経済産業省・長崎県・佐々町





総務課
消防団副団長が任命されました

　消防団の組織強化を図るため、4月1日から副団長が2名体制となりました。
　この度、新副団長に坂本浩人様（里町内会）が任命されました。
　坂本副団長は、長きに渡り消防団活動に尽力されており、町民の生命・身体・財
産を守るためご活躍を期待します。

教育委員会
環境美化標語入賞者が表彰されました

　北松浦ロータリークラブが佐々中学校生徒を対象に募集した環境美化標語で、3名の方が入賞し、表彰
されました。おめでとうございます。
（学年は受賞当時のものです）

最優秀賞　中村　有那さん（1年）
　　　　　「ちょっとだけ　ちょっとだけから　ゴミの山」
優 秀 賞　宮本　陽平さん（2年）
　　　　　「捨てないで　それも立派な　環境破壊」
優 秀 賞　松﨑　夏実さん（3年）
　　　　　　　「Stop！　不法投棄　Start！　環境保全」

総務課
防災行政無線を用いた情報伝達訓練の実施

産業経済課
国際アマチュア陶芸展伊万里2018に入選しました

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国
瞬時警報システム（Ｊアラート）(※)を用いた訓練で、佐々町以外の地域でもさまざまな手段を用いて情
報伝達訓練が行われます。

（１）訓練実施日時　　5月16日(水)　１１時ごろ
（２）訓練で行う放送試験

　3月24日から4月7日に佐賀県伊
万里市で開催された国際アマチュア
陶芸展伊万里2018に出品した陶芸
教室「佐々皿山窯」の生徒２名の作品
が見事入選しました。おめでとうご
ざいます。

産業経済課
佐々町三大花まつり『花菖蒲まつり』について

産業経済課
平成30年度狩猟免許試験について

今年は下記スケジュールで行います。

※イノシシなどの野生鳥獣を捕獲するためには原則狩猟免許が必要です

出店者の募集やイベント内容など決まり次第、佐々町のホーム
ページに随時掲載していきますので、ご覧ください。
また、5月中に折り込みチラシなどでもお知らせいたしますの
で、ご期待ください。

6月2日（土）、3日（日）日　程

試験種目

受験資格

試験科目

受付期間

そ の 他

●網猟　●わな猟　●第1種銃猟（装薬銃）　●第2種銃猟（空気銃）
※網猟免許は、鳥類を捕獲する網の設置ができる免許です。
※わな猟免許は、イノシシを捕獲する「はこわな」などが使用できる免許です。
※第1種銃猟免許は、散弾銃、ライフル銃を使用することができる免許です。
※銃による捕獲を行うには、銃猟免許と銃の所持許可が必要です。

18歳以上の方（銃猟免許受験の方は20歳以上）で、薬物などの中毒者でない者
狩猟免許の取消などの処分を受けた場合は、処分の日から3年以上経過している者

1次試験（知識試験）　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令に関すること
　　　　　　　　　　猟具、鳥獣並びに鳥獣の保護管理に関すること
2次試験（技能試験）　鳥獣判別、猟具の判別及び取り扱い等

○試験講習（（一社）長崎県猟友会主催　有料）
　受験希望者を対象に試験のための講習が行われます。
　詳細は、（一社）長崎県猟友会（095-822-7213）へお問い合わせください。
○助成制度（市町）
　狩猟免許取得に要する経費への助成制度があります。
　くわしくは　役場 産業経済課へお問い合わせください。

平成30年5月7日（月）～6月1日（金）※消印有効

一次・二次試験日※

■申請書に関する問合せ先・提出先
　県北振興局農林部農業企画課  ☎41-2033　〒859-6325 佐世保市吉井町大渡80

※網猟、わな猟は、二次試験まで同日に実施します。　※第1種・第2種銃猟は、6月29日～7月18日に別途二次試験を実施します。

平成30年6月20日（水）

6月21日（木）

6月22日（金）

・諫早文化会館　　　　　　　・長崎県壱岐振興局

・長崎県島原振興局　　　　　・長崎県五島振興局

・佐世保市労働福祉センター　・対馬市峰地区公民館

防災行政無線

放 送 内 容情報伝達手段

町内に設置してある防災行政無線から、一斉に、
次のように放送されます。
【放送内容】
上りチャイム音
＋　「これは、Ｊアラートのテストです。」×３
＋　「こちらは、防災佐々町役場です。」
＋　下りチャイム音

（※)Ｊアラートとは、地震・津波や武
力攻撃などの緊急情報を、国から人
工衛星などを通じて瞬時にお伝えす
るシステムです。

【一般の部】
作品名　雪降る夜
制作者　福永　未子さん

【子どもの部】
作品名　馬について
制作者　吉永　朱里さん
　　　　（現佐々中学校1年生）
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