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第３回「仮装で“おぎ、あーも！体操”
コンテスト」参加者大募集！

　「小城の食育まつり」で開催される「仮装で“お
ぎ、あーも！体操”コンテスト」の出場者を大募集！ 
１分間のアピールタイムもあります。参加賞のほか、
豪華賞品をプレゼント！
　みなさんの参加をお待ちしています！ 
◆日時　11月18日（日）　13時15分〜14時
◆会場　ひまわり
◆参加条件
・老若男女問いません
・ 「おぎ、あーも！体操」の曲、振り付けを使ってく

ださい
・１チーム５人以上で仮装して参加してください
◆定員　先着５チーム
【問・申】三 健康増進課　☎73・8822

借金問題 過払い請求
○サラ金からの借金を完済された方、時効前（10年）であれば、過払い請求が可能です。
○過払い請求の場合、着手金不要（解決後、報酬金のみ）裁判までします。（印紙代等の実費は負担）

【営業時間】平日9：00～18：00　土曜9：00～12：00
【定 休 日】日曜・祝日

高﨑繁行法律事務所
弁護士　高﨑繁行（佐賀県弁護士会所属）

唐津市千代田町2109－17 くりはらビル１Ｆ
TEL 0955－70－0315

借金の相談は無料です。民事・刑事の身の回りの問題もご相談ください。
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『介護の日相談会』
開催のお知らせ

◆日時　11月12日（月）　９時〜17時
◆場所　ダイレックス三日月店（正面入り口前）
◆参加費　無料
◆内容　介護に関する無料相談会を行います。
　介護事業所の相談員および介護支援専門員が対
応します。
【問】佐賀県介護保険事業連合会　事務局
　　　☎36・9368

年末調整説明会の開催

　対象となられる方は､ ご参加ください｡
◆日時　11月５日（月）  14時〜16時
◆場所　 小城市生涯学習センター
　　　　 ｢ドゥイング三日月｣
【問】佐賀税務署　☎32・7511

小城館　人形劇
「したきりすずめ」

パブリックコメント
（意見募集）を行います

　参加希望の方は入場整理券（無料）が必要です。
　お早めにお求めください。
◆日時　11月11日（日）14時（開場13時30分）
◆場所　桜城館（小城館）　２階　研修室
◆演目　「したきりすずめ」　劇団ぱれっと
◆入場券　 10月27日（土）10時から小城館カウ

ンターで配布します。
◆定員　110人（先着順）
【問】小城市民図書館　小城館　☎71・1131

　広域行政を適切かつ円滑に行うために、地方自
治法に基づき、平成25年度から５か年間の事務
処理に係る目標等を明確にした佐賀中部広域連合
広域計画を策定します。この計画（案）に対する
皆さんのご意見を募集します。
◆計画(案)公表先　広域連合ホームページ、広域
連合事務局総務課、佐賀広域消防局総務課・各署・
各分署・各出張所、小城市役所（各庁舎総合窓口、
総務課・企画課・福祉課）
◆募集期間　11月１日（木）〜30日（金）
◆申込方法　住所、氏名、電話番号を明記の上、
郵送、ファクス、電子メール、直接持参で提出。（様
式は任意。計画案の公表先でも提出可。※閉庁日
を除く）
【問】〒840-0831��佐賀市松原四丁目２番28号
　佐賀中部広域連合事務局　総務課
　☎40・1131　FAX�40・1165
　Eメール　rengo@chubu.saga.saga.jp
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個人住民税の特別徴収の
適正化

個人住民税
特別徴収

　「個人住民税の特別徴収」とは、事業主（給与
支払者）が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従
業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、市
へ納入する制度です。個人住民税の特別徴収義務
があるにも関わらず、特別徴収を実施していない
事業所に、佐賀県と県内全市町が11月６日㈫付け
で一斉に「特別徴収の適正化通知文書」を発送し
ます。
　この文書がお手元に届いた事業所は、必ず目を
通していただき、特別徴収の手続きをしてください。
　不明な点はお問い合わせください。
※ 給与を支払う事業者は、地方税法および市条例

の規定により、特別徴収義務者として個人住民
税を特別徴収することになっています。

【問】小税務課　☎73・8801

10月は土地月間です！

家庭ごみの焼却は禁止!!

　一定面積以上の土地を売買などの取引をした場
合には、国土利用計画法により、契約締結後２週
間以内に買主が土地の利用目的などを、当該土地
の所在する市町村の長を通して佐賀県知事に届け
出なければなりません。
　そこで、その利用目的が、公表されている土地
利用に関する計画に適合しているかなどを審査し、
場合によってはその利用目的の変更を勧告するこ
とがあります。
　届出をしなかったり、偽りの届出をしたりする
と罰則が科せられることがあります。
◆届出義務者　買主
◆届出時期　契約締結後２週間以内
◆届出先　当該土地の所在する市町村
◆罰則　６か月以下の懲役または100万円以下の罰金
◆市街化区域以外の都市計画区域（小城市内全域）
　5,000㎡
【問】・佐賀県　土地対策課　☎25・7034
　　��・牛 企画課　　☎63・8803

　家庭ごみの焼却は「廃棄物の処理および清掃に
関する法律」で全面禁止となっています。
　剪定くずの焼却など、一部の例外規定はありま
すが、その場合でも近所に配慮することが条件と
なっています。
　あなたのマナーが環境をかえる第一歩になりま
す。マナーを守り子どもたちに素晴らしい環境を
残してあげましょう。

【問】小環境課　☎73・8803

有明海へのゴミの流出防止に
ご協力ください

眠っている空き家を
有効活用しませんか？

情報

　10月、11月は海苔の採苗育苗期です。そこで、
農業用水路・クリークなどの水落としは海苔の採
苗育苗期に集中しないよう計画的な分散放流をお
願いします。また、水落としの際にはホテイアオ
イなどの水草が河川などに流出しないように適切
な樋門操作をお願いします。
【問】・佐賀県有明海漁協芦刈支所　☎66・1225
　　��・芦 農林水産課　☎63・8820

　市では、定住促進や地域の活性化を目的として、
使われずに眠っている空き家を有効活用するため、
平成24年４月から『空き家バンク制度』を始めま
した。「空き家バンク制度」は、空き家をお持ちの
方に空き家情報を登録していただき、市内の住居
を探している方に、市が空き家情報を提供する取
り組みです。
　「売ってもいい」「貸してもいい」という空き家
をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。
【問・申】牛 企画課　☎63・8803
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介護の日記念イベントの
お知らせ

小城ウインドアンサンブル　
定期演奏会

≪記念講演会≫
第1部『高齢者の笑顔を支える介護とは』
〜すべての人がヘルプマンになれる

地域づくりを目指して〜
・講師　くさか 里樹さん（ヘルプマン作者・漫画家）
第2部『地域における医療・介護の連携について』
・講師　大島 伸一さん
　（独立行政法人国立長寿医療研究センター総長）

≪介護に関する相談会≫
・介護相談コーナー　・介護福祉用具展示　　
・介護福祉士養成学校案内、相談
◆日時　11月11日（日）
　　　　13時〜16時30分（開場12時）
◆会場　 佐賀市文化会館　中ホール
◆入場料　無料
※ 当日は駐車場の混雑が予想されます。ご来場の

際は、できるだけ公共の交通機関をご利用くだ
さい。
【問】・���佐賀県介護保険事業連合会
　　　�☎36・9368
　　��・佐賀中部広域連合　給付課
　　　�☎40・1134

◆日時　11月18日（日）
　　　　開場13時〜　開演14時〜
◆場所　佐賀市文化会館　中ホール
◆曲目　コンサートマーチ「アルセナール」、
　　　　サンタルチア、A列車でいこう　など
◆入場料　500円（小学生以下無料）
【問】小城ウインドアンサンブル　
　　　☎090・1929・0075（吉田）

西の浪花の復活祭～思い出の昭和～
第32回小城市牛津産業まつり

◆日時　11月11日（日）　9時〜16時
◆場所　セリオ広場・牛津高校前・赤れんが館
◆内容
≪セリオ会場≫11時30分〜
　「FM佐賀公開録音」城之内早苗歌謡ステージ
≪赤れんが館≫書に親しむ日、思い出の昭和展示
≪�会場内イベント≫バナナのたたき売り、紙芝居、

南京玉すだれ　など
◆駐車場
　牛津庁舎、牛津中学校、天満町公園
【問】小城市牛津産業まつり実行委員会
　　（牛津芦刈商工会内）　☎66・0222

定年引上げ等奨励金のご案内
70歳まで働ける企業奨励金

　中小企業（雇用保険の常用被保険者数300人以
下）の事業主が、下記のいずれかの措置を実施し
た場合に、最高で120万円が支給されます。
　また、合わせて勤務時間を多様化する制度（高
齢短時間制度）を導入した場合は、企業規模によ
らず一律20万円を加算します。
◆65歳以上70歳未満への定年の引上げ
◆�70歳以上への定年の引上げ、定年の廃止、または
希望者全員70歳以上までの継続雇用制度の導入
◆�希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満まで
の継続雇用制度と同時に労使協定に基づく基準
該当者を70歳以上の継続雇用制度の導入

　詳細はウェブから「佐賀高齢・障害」で検索。
【問】佐賀高齢・障害者雇用支援センター　
　　　☎37・9117

平成24年度　小城市少年少女
の声大会を開催します

　市内の小学生や中学生が、社会との関わりの中
で考えたこと、感じたことを自分の言葉で発表し
ます。ぜひ、その思いを、子どもたちの言葉でお
聞きください。
　また、アトラクションとして美智治会（日舞）・
芦刈YASSAI隊（よさこい）の踊りもあります。
　多くの方のご来場をお待ちしています。
◆日時　11月17日㈯　９時30分　開会
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆出場者　市内の各小・中学校の代表者１人
◆入場料　無料
【問】小城市青少年育成市民会議事務局
　　（生涯学習課内）　☎73・8808
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平成25年版さが県民手帳
10月下旬発売!!

家事・介護チャレンジ講座

　手帳としての機能はもちろん、各都道府県、県
内市町の人口、面積などを記載した統計編をはじ
め、観光施設の案内や官公庁の所在地、郷土の歳
時記（市町のイベント）、さが県民手帳ならではの
仕事や暮らしに役立つ情報を多数掲載しています。
◆価格（税込・専用鉛筆付き）
　大型（14.2㎝×９.０㎝）　650円
　小型（10.8㎝×７.５㎝）　500円
◆色　バニラ色
◆販売場所　・企画課
　　　　　　・各庁舎総合窓口
　　　　　　・佐賀県書店商業組合加盟書店

（市内では、ブックスグリーンウッド小城店、積文
館書店佐賀三日月店でも購入できます）
【問・申】・佐賀県統計協会　☎37・7036
　　　　��・牛 企画課　☎63・8803

　ボランティア活動や高齢者・障害者福祉の解説
や体験、また、簡単な介護食の作り方などの講義
と実習を行います。
◆日時　11月13日（火）、19日（月）、20日（火）
　　　　10時〜16時
◆場所　ほほえみ館
◆募集人数　先着30人
◆受講料　無料　※事前予約必要
【問・申】公益社団法人佐賀県社会福祉士会
　　　　　☎36・5833

対話奉仕員
養成講座一期生募集

佐賀県最低賃金が
改正されます

　アドバイスや価値観の押し付けをせず、相手と
の違いを認め、互いに心地よい「対話」について
学びませんか？
《公開講座「人間は不安な生きもの」》　
◆日時　11月10日（土）　10時〜12時
◆場所　ウェルネス大和
◆講師　臨床心理士　スクールカウンセラー　
　　　　吉村春夫さん
《養成講座（連続）》
◆受講日
　11月10日（土）、24日（土）、
　12月 ８日（土）、22日（土）、
    １月12日（土）、26日（土）
◆場所　ウェルネス大和
詳細はお問い合わせください。
【問・申】（社）セルフマネジメント　☎62・0101

　平成24年10月21日から時間額653円（７円アッ
プ）となります。
　佐賀県特定（産業別）最低賃金は、別途決定さ
れます。陶磁器・同関連製品製造業は、平成24年
10月21日以降は新たな特定最低賃金が発効するま
で、653円の佐賀県最低賃金が適用になります。
【問】佐賀労働局　☎32・7179

図書館　ブックリサイクル

　図書館で不要になった本・雑誌を無料でお譲り
します。当日は本を入れる袋をご持参ください。
《三日月館》　
◆日時　11月10日（土）　10時〜16時
◆場所　ドゥイング三日月（三日月館）玄関前
《小城館》　
◆日時　11月24日（土）　10時〜17時　
　　　　11月25日（日）　10時〜16時
◆場所　桜城館（小城館）ロビー
【問】小城市民図書館　三日月館　☎72・4946
　　　　　　　　　　　小城館　　☎71・1131

無料歯科相談会を
開催します！

　簡単な健診とご相談を歯科医師がお受けします。
◆日時　11月11日（日）　９時30分〜11時30分
◆場所　牛津産業まつり会場（菊前寿司前）
◆歯ブラシ交換会
　使用済みの古い歯ブラシをお持ちください。新
しい歯ブラシと交換します。(おひとり1本まで)
◆主催　小城・多久歯科医師会
【問】三 健康増進課　☎73・8822


