く ら し
年金

の情報

「付加年金」で老後の
年金を増やしませんか

農業・漁業者、自営業者といった国民年金
の第１号被保険者の皆さんが、毎月の保険料
に付加保険料（月額４００円）を上乗せして納め
ると、将来受け取る基礎年金に付加年金が加
算されます（下記参照）。
付加年金額（年額）＝
200円×付加保険料納付月数
※付加年金を２年間受け取ると、納めた付加
保険料の総額と同額になります。
《申し込み・問い合わせ》
・佐伯社会保険事務所国民年金課
（女島９０２９−５ 1２２−１９７０）
・市役所市民課国民年金係
（本庁１階１１番窓口 1２２−３１８７）
または各振興局市民サービス課

募集

鶴見地区公民館
パソコン教室
受講者募集

国保税

医療制度の改正に伴い、１０月から国民健康保
険税（国保税）が年金から天引きされるように
なります。対象となるのは、次の①〜③の条件
をすべて満たす人です。なお、対象者には６月
中旬に送付した集合納税通知書の下段にその金
額が記されています。ご確認ください。
①国保被保険者全員が６５歳以上７５歳未満で
ある世帯の世帯主
②年額１８万円以上の年金を受給している人
③国保税と介護保険料との合算額が天引き対
象の年金受給額の２分の１を超えない人
※年度途中で７５歳になる人は対象になりません。
※条件に当てはまらない人は従来どおり納付書
や口座振替による納付
（普通徴収）
となります。
なお、国保税を完納している人については、
税金の口座振替を申し込むことにより、年金
天引きから口座振替での納付に変更すること
ができます。その際は、窓口で納付方法変更
の申請をする必要がありますので、希望する
人は下記までお問い合わせください。
《問い合わせ》
税務課市民税係（本庁舎１階４番窓口、1２２−
４５０１）または各振興局市民サービス課

どなたでも受講できます。申し込みは、それ
ぞれの講座開始５日前までにお願いします。
①ワード入門
■と き １
０月２１日
（火）
、２２日
（水）
、２３日
（木）
、
２８日（火）、３０日（木）
１９時〜２１時
②表計算入門（エクセル）
■と き １１月１
８日
（火）
、１
９日
（水）
、２６日
（水）
、
２７日（木）、２８日（金）
１９時〜２１時
①②ともに
■ところ 鶴見地区公民館２階視聴覚室
■定 員 １５人（先着順）
■参加料 １,０００円（テキスト代）
《申し込み・問い合わせ》
鶴見地区公民館（1３３−１０００、FAX３３−１２４７）
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10月から国民健康保険税
の年金からの天引きが
はじまります

催し

「蒲江芸術文化祭」を
開催します

■と き １０月２５日（土）、２６日（日）
■ところ 蒲江地区公民館
（旧蒲江町中央公民館）
■内 容
蒲江美術展：２５日９時〜２１時
２６日９時〜１７時
日本画、洋画、彫刻、工芸、書道、写真、
陶芸、生花、デザイン等を展示
幼稚園や小学校の書写図工作品展も同時に開催
芸能発表会：２６日１２時３０分開演
舞踊、
歌謡、
フラダンス、
大正琴、
社交ダンス
《問い合わせ》
蒲江振興局地域振興・教育課（1４２−１１１２）

く ら し
まちづくり

平成20年度
第2回まちづくり協議会
を開催します

教育

の情報

「第3回佐伯市社会教育
振興大会」を開催します

〜どうする！どうなる！
九州一広い佐伯市の中心市街地〜

〜かかわろう子どもたちに
つくろうネットワーク！〜

市は、平成１８年に改正された「まちづくり三
法」に基づき、今年度から新たに国の認定を目
指して、中心市街地活性化基本計画の策定に向
けて取り組んでいます。
今回のまちづくり協議会では、基本計画の取
組状況や内容、本基本計画の核事業となる大手
前開発及び駅・港地区の整備についての検討状
況を報告し、意見交換をします。多くの皆さん
の参加をお待ちしています。

教育委員会では、家庭・学校・地域社会がそ
れぞれの教育機能を発揮、協力しながら、地域
全体で子どもの成長を支える「教育の協働」＝
「協育」を推進しています。
「協育って何？」「自分には何ができるだろ
う？」など、実際取り組んでいる人々の話を通
して、子どもたちのためにできることを一緒に
考えてみませんか。

■と き １０月８日（水）１９時〜
■ところ よろうや仲町（仲町プラザ）ホール
■内 容 中心市街地活性化基本計画及び大手
前開発についてなど
※車でお越しの際は仲町プラザ駐車場をご利用
ください（当日無料）。
《問い合わせ》
企画課まちづくり推進係（1２２−４０５９）

■と き １１月６日（木）１３時〜
■ところ 弥生文化会館 １階多目的ホール
■内 容 シンポジウム（基調講演、
事例研究）
《問い合わせ》
教育委員会生涯学習課
（1２２−３２４５）

〜内閣府男女共同参画局推進事業〜

交流会

女性のチャレンジ支援
のための経験交流会を
開催！

地域おこしやまちづくりにおける女性の活躍
の促進、志を同じくする女性間の連携などにつ
いて理解を深めるため、経験交流会を開催しま
す。
どなたでも、ふるってご参加ください！
■と
き １０月１６日（木）１３時〜１５時
■と こ ろ 佐伯市まちづくりセンター
「よろうや仲町」
■テ ー マ 「 食 で地域おこし」
アドバイザー：青山女性百人会 代表
本田房代さん
■申込方法 ＦＡＸで申し込んでください。
■定
員 ２０人程度
《申し込み・問い合わせ》
企画課男女共同参画・市民協働係
（1２２−４０５９、FAX２２−３１２４）

お知らせ

10月11日（土）〜17日（金）は
「違反建築防止週間」
です

違反建築防止週間は、建築基準法令に違反す
る建築物の是正と、その発生防止のための取り
組みを強化する週間です。
これは、市民の皆さんに、建築基準法その他
の関係法令の目的や内容について理解を深めて
いただき、また違反建築の防止を図ることによ
り、建築物の安全性の確保と良好な市街地環境
づくりを進めることなどを目的としています。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
また、関係リーフレットも用意していますの
で、ぜひご利用ください。
重点事項
①建築基準法の周知徹底
②違反建築物の是正措置の推進
③中間検査及び完了検査受検の推進
《問い合わせ》建築住宅課建築指導係
（第３庁舎１階、1２２−３５７４）
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⑩

く ら し

の情報

平成２０年度佐伯市民体育祭（地区大会）を開催します！

スポーツ

今年度も各地域で開催します。ふるってご参加ください。

対 象 地 区

会

佐 伯

佐伯小学校グラウンド

佐伯東

佐伯東小学校グラウンド

渡町台
佐伯地域

開 催 日

西上浦

10月19日
（日）

場

備

考

渡町台小学校グラウンド
西上浦グラウンド

八 幡

彦陽中学校グラウンド・体育館ほか

軽スポーツ大会

上堅田

上堅田小学校グラウンド・体育館

軽スポーツ大会
軽スポーツ大会

下堅田

10月26日
（日）

佐伯市総合運動公園・佐伯南中学校グラウンド

本匠地域

全地区

10月12日
（日）

本匠小学校グラウンド

直川地域

全地区

10月19日
（日）

直川源六原グラウンド

宇目地域

全地区

10月22日
（水）〜11月7日
（金） 宇目スポーツ公園・宇目B＆G体育館ほか

鶴見地域

全地区

10月26日
（日）

鶴見Ｂ＆Ｇ体育館・鶴見スポーツ公園陸上競技場

軽スポーツ大会

米水津地域

全地区

11月 2 日
（日）

米水津グラウンド・ゲートボール場ほか

軽スポーツ大会

上浦地域

全地区

11月 9 日
（日）

上浦スポーツ公園野球場

床木

10月26日
（日）

床木グラウンド・公民館

大坂本

10月26日
（日）

明治小学校グラウンド

（日）
弥生中央 11月 2 日
弥生地域

軽スポーツ大会

軽スポーツ大会

弥生Ｂ＆Ｇ体育館

軽スポーツ大会

尺間

11月 9 日
（日）

尺間グラウンド・体育館

軽スポーツ大会

下切畑

11月30日
（日）

切畑小学校グラウンド・体育館

軽スポーツ大会

上切畑

11月中旬予定

上切畑地区体育館

軽スポーツ大会

上野第１

11月中旬予定

弥生スポーツ公園多目的グラウンド

軽スポーツ大会

《問い合わせ》教育委員会体育保健課（122−4062）

募集

総合体育館フィットネス教室
参加者募集！

申込期間 １０月１６日
（木）〜３１日
（金）
楽しく体を動かして、いい汗を流しませんか。
適度な運動はダイエットにも効果的です。スポ
ーツの経験は問いません。初心者大歓迎です。
各種スポーツ指導者が基礎から指導します。
■実施期間
１１月７日（金）〜平成２１年３月３１日（火）
■と
き 毎週火・金曜日の１４時〜１６時
■と こ ろ 佐伯市総合体育館

⑪
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■定
員 ３０人（定員になり次第締切）
■内
容
・選択種目（スポレック・ソフトバレー・卓球）
・保健師による健康相談（毎月第３金曜日）
※スポレックは、スポンジボールを使い、室
内で行う硬式テニスのようなスポーツ。選
択種目の道具は貸し出します。
■必要なもの
室内用の運動靴、運動しやすい服装、タオル
■費
用 ３，
５００円
（５か月分、スポーツ保険代を含む）
《申し込み・問い合わせ》
佐伯市総合体育館（1２５−１３３５）

く ら し
検診

乳がん検診のお知らせ

税金控除

の情報

障害者手帳がなくても
障害者控除が受けられます
〜要介護認定者の
障害者控除について〜

申込期間 10月20日（月）〜24日（金）
8時30分〜17時 ※定員になり次第締切
各地域で実施される乳がん検診の終了後に、
市内全地域を対象とした乳がん検診を２日間実
施します。
乳がん検診は完全予約制です。当日の申し込
みはできませんのでご注意ください。
■乳がん検診の流れ（１人あたり５分程度）
受付と問診の後、マンモグラフィ検査（乳房
のレントゲン撮影のこと。乳房を挟んで撮影す
るため、痛みを伴う場合があります）を行います。
■対
象
今年度乳がん検診を受けていない佐伯市にお住
まいの４０歳以上の女性
（昭和４４年４月１日以前に生まれた人）
■料

金 １，
０００円

■定

員 ２４０人（１日１２０人）

■申込方法
検診日電話または直接窓口で申し込み
検診場所
予定人数
１１月３０日（日）
１２月１日（月）

和楽
和楽

１２０人
１２０人

６５歳以上で介護保険の要介護認定を受けて
いる人は、障害者手帳を持っていなくても、
同程度の障がいがあると認められた場合に、
税法上の「障害者控除」、「特別障害者控除」
が受けられます。
■対象者
次のいずれかに該当する人
・身体障害者手帳６級以上に相当する人
・知的障害や認知症に相当する人
・寝たきり（申請の時点で６か月以上）で複
雑な介護を要する人
■申請方法
本人または親族が、所定の申請書に必要事
項を記入し提出してください。本人の状態を
審査・判定し、認定されると「障害者控除対
象者認定書」を交付します。なお、申請書は、
社会福祉課障害福祉係または各振興局市民サー
ビス課にあります。
■申請に必要なもの 印鑑（認印可）
来年の申告で控除を受ける場合は、今年
の１２月２６日（金）までに申請してください。

※検診時間については、
予約の際にご確認ください。
《申し込み・問い合わせ》
健康増進課保健係（和楽１階、1２３−４５００）

届出

一定面積以上の土地取引を行う
場合は、契約締結後2週間以内
に届出が必要です

■届出が必要な土地の面積
市街化区域内… ２，
０００㎡以上
市街化区域を除く都市計画区域内
… ５，
０００㎡以上
その他の区域…１０，
０００㎡以上
■届出が必要な取引
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共
有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定及び譲渡、
予約完結権・買戻権等の譲渡
※これらの予約である場合も、取引後に届出が必
要です。

《申請窓口・問い合わせ》
社会福祉課障害福祉係（本庁舎１階１５番窓口、
1２２−３９７１）または各振興局市民サービス課

■届出をする人
土地の権利取得者（売買であれば買主）
■届出に必要な書類
届出書、契約書の写し、位置図、付近案内図、形
状図（字図）
■届出窓口
佐伯市役所企画課（本庁舎２階）
または各振興
局地域振興・教育課
《問い合わせ》企画課総合政策係（1２２−３４８６）
１０月１日は「土地の日」、
１０月は「土地月間」です！
〜笑顔をつなごうまちづくり 未来へつなごう 土地活用〜
土地についての４つの基本理念を理解しましょう。
①公共の福祉が優先します。
②計画に従って適正に利用されなければなりません。
③投機的な土地取引はいけません。
④利益に応じた適正な負担が求められます。
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⑫

く ら し
お知らせ

の情報

住民基本台帳カードを
交付しています

住民基本台帳カード（住基カード）は、Ａタ
イプ（顔写真無し）とＢタイプ（顔写真付き）
の２種類から選ぶことができ、希望者に交付し
ています。有効期間は発行日から１０年間です。
ただし、転出した場合は無効になります。
■対象者 佐伯市に住民登録している人（原則
として本人申請に限ります）
■必要なもの 印鑑、官公署発行の顔写真付き
の本人確認書類
（運転免許証、
パスポートなど）
■交付手数料 ５００円
住基カードがあると…
・Ｂタイプは身分証明書として使えます。
・本庁舎東玄関にある証明書自動交付機で、
住民票や印鑑登録証明書を取得できます。
・市民課や税務課の窓口（本庁のみ）で、申
請書を自動作成できます（書く手間が省け
ます）。
・「公的個人認証サービス※」を利用するこ
とができます。ただし、別途手数料が５００円
必要です。
※インターネットによる行政手続きを行う場合、
「他人によるなりすまし申請」や「通信途中
でのデータの改ざん」といった問題を防ぐた
めに必要なサービスのこと
●さいき市民カードはサービスを終了しています。
●合併前の住基カードはそのまま使用できます
が、自動交付機、申請書自動作成を利用する
場合、手続きが必要となる場合があります。
《申込窓口・問い合わせ》
市民課市民係（1２２−３８４９）
または各振興局市民サービス課

催し

佐伯市戦没者追悼式
のお知らせ

ご遺族の皆さんのご出席をお願いします。
■と き １１月６日（木）１０時開式
■ところ 佐伯文化会館大ホール
《問い合わせ》
社会福祉課 人権・社会係（1２２−４１５０）

⑬
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検診

３０代の女性を対象に
乳房超音波検査を
実施します

申込期間 10月20日（月）〜24日（金）
8時30分〜17時 ※定員になり次第締切
乳房超音波検査は、触診では見つけにくい数
ミリ単位のしこりを見つけ出すことができます。
また、乳腺密度の高い若い女性は、がんが乳腺
の中に隠れてしまうので、超音波検査が適して
いると一般的に言われています。
乳がんは、早期に発見し治療すれば、治る割
合の高いがんです。毎月の自己検診を必ず行い、
早期発見に努めましょう。
乳房超音波検査は完全予約制です。当日の申
し込みはできませんのでご注意ください。
■乳房超音波検査の流れ（１人あたり５分程度）
受付と問診の後、乳房超音波検査（エコーで
乳房を写して診断）を行い、その結果を説明し
ます。
■対
象
佐伯市にお住まいの３０歳代の女性（昭和４４年
４月２日〜昭和５４年４月１日生まれまで）
■料
金 ７００円
■定
員 ２１０人（１日７０人）
■申込方法 電話または直接窓口で申し込み
１１
月

検診日
１６日（日）
１７日（月）
１８日（火）

検診場所
和楽
和楽
和楽

予定人数
７０人
７０人
７０人

※検診時間は午前中です。詳しい時間について
は、予約の際にご確認ください。
《申し込み・問い合わせ》
健康増進課保健係（和楽内、1２３−４５００）

