
ごみを
つくらない!

増やさない!

まずは
在庫を確認し
マイバッグで

お買物!

◆ごみの分別・出し方

◆使用済天ぷら油のリサイクルにご協力ください

◆紙類のリサイクルにご協力ください

◆会社や商店のごみは

ごみについては、下記にお問い合わせください。

　会社・商店・事務所・飲食店・病院などから出るごみ

は、原則ごみステーションには出せません。これらは、収

集を業者委託するか、直接、次の処理施設へ搬入してく

ださい。ただし、プラスチックやビニールなど、搬入でき

ないものもありますので事前にお問い合わせください。

　紙箱や包装紙等小さい紙や形が不揃いの紙は、紙袋

に入れて資源物として出すことが出来ます。 

※ダンボールや雑誌等は紙ひもで束ねて出してくださ

い。詳しくはごみカレンダーでご確認ください。

　使用済み天ぷら油等の植物性の廃食用油は、ふたの

ついた容器に入れて、お近くの緑の回収ボックスに容器

ごと出してください。回収した天ぷら油は、精製して市営

バスやごみ収集車の軽油代替燃料に利用します。

※諸富町及び三瀬地区に限ります。

ご み

佐賀市清掃工場(ごみ分別、直接搬入)

☎30-2430 FAX 30-2494

環境保全課(ごみステーション,ボランティア清掃)

☎30-2436 FAX 30-2439

☎30-2430 FAX 30-2439

佐賀市清掃工場

☎30-2430 FAX30-2494

佐賀市清掃工場

☎30-2430 FAX30-2494

◆家庭用生ごみ処理容器等購入補助

　生ごみの減量と資源化のため、家庭用の生ごみ処理

容器等の購入費補助を行っています。条件等があるた

め購入する前にご相談ください。

佐賀市清掃工場

☎30-2430 FAX30-2494

し 尿

◆し尿くみ取り

●し尿くみ取りの依頼　

　地区によって担当業者が違いますので、ご不明の場合

は衛生センターへお問い合わせください。

※くみ取りの際には、手数料が必要です。

衛生センター 管理係

☎26-7302 FAX 26-7752

水 道

◆水道の使用に関する事は

●水道の使用を開始するとき、中止するときは

(受付時間は、平日の8時30分から17時15分までで 

す。)

●水道料金のお支払いは

　安心・便利・確実な口座振替をご利用ください。納入

通知書でのお支払いは、次の窓口が利用できます。

　・ 上下水道局

　・ 市役所1階 47 番窓口

　・ 大和事務所

　・ 納入通知書裏面に記載の金融機関及び

　　コンビニエンスストア

上下水道局 お客様センター

☎33-1313 FAX 33-1336

◆諸富町・川副町・東与賀町にお住まいの方

　「佐賀東部水道企業団」にて取り扱います。

佐賀東部水道企業団 営業課

☎30-6212 FAX 30-6154

工務1・2課

☎30-6202 FAX 31-8669

◆久保田町にお住まいの方は

　「西佐賀水道企業団」にて取り扱います。

西佐賀水道企業団 料金課

☎68-2225 FAX 68-2830

◆水道の工事に関する事は

●新しく宅地内へ水道管を取り出されるときは 

　・ 上下水道局の「指定工事店」に連絡してください。

●宅地内の水漏れ、器具の故障は

　・ 個人住宅の場合は、上下水道局の「指定工事店」で

　 修理してください。 

　・ 集合住宅の場合は、管理人か所有者の方に連絡し

　　てください。

●道路上又はメーター近くで漏水があった場合は

　・上下水道局水道工務課に連絡してください。

上下水道局 業務課 給排水設備係

☎33-1313 FAX 33-1336

上下水道局水道工務課 維持管理係

☎33‐1332

浄化槽汚泥

◆浄化槽汚泥の収集運搬

●浄化槽汚泥の収集運搬の依頼

　地区によって担当業者が違いますので、ご不明の場合

は衛生センターへお問い合わせください。

※料金については、各業者にお尋ねください。

衛生センター 管理係

☎26-7302 FAX 26-7752

くみ取り便槽等の最終清掃

◆くみ取り便槽・浄化槽廃止に伴う最終清掃

　建物解体時、し尿くみ取り便槽や浄化槽の廃止(下水

道切り替え時を含む)の際には、槽の最終清掃(くみ取り

として終了するのではなく、清掃及び消毒の実施)が必

要です。 

●最終清掃を実施する場合は・・・・

　・ 最終清掃は、施主が市の許可業者に依頼する必要

　　があります。

　・ 許可を受けていない業者が汚泥等の引き抜き行為

　 を行うと罰せられます。 

●最終清掃を実施しないと・・・・

　・ 槽に付着したし尿や浄化槽汚泥(一般廃棄物)をそ

　   のまま投棄することになります。

　・ 一般廃棄物を地下浸透させる行為は、「廃棄物の処

　 理及び清掃に関する法律」第16条に違反する行

　    為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは

　 1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の

　 罰金)に処せられます。

　　許可業者がご不明の場合は、衛生センターへお問い

　 合わせください。

衛生センター 管理係

☎26-7302 FAX 26-7752

◆資源物回収奨励金

　資源物(紙・布類)の回収運動を自主的に行っている団

体(自治会、婦人会、子どもクラブ、老人クラブなど、営利

を目的としていない団体) に対して、1キロあたり3円の

奨励金を交付しています。事前に登録申請が必要にな

りますので下記にお問い合わせください。

佐賀市清掃工場

☎30-2430 FAX30-2494

生　活生　活

ごみの分別方法や出し方については、

それぞれの地区のごみカレンダーで

ご確認ください。

●佐賀市清掃工場

☎51-9010 FAX 51-9012

●脊振広域クリーンセンター

手数料 100kgまで

100kgを超え 150kgまで

150kgを超えるもの 50kgにつき

800円

900円

300円

手数料 150円/10kg
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◆下水道の役割

　下水道は、私たちの生活環境を安全で快適なものに

するために重要な役割を果たしています。

　下水道が整備されると、降雨による浸水の防止、汚れ

た川やドブ川の解消、トイレの水洗化などで川や海も

きれいになり、清潔で快適な暮らしができます。

◆下水道受益者負担金・分担金は

　下水道が整備されると、土地の便益性が高くなりま

す。したがって、その便益を受ける人(土地の所有者、ま

たは賃借人等)に下水道建設費の一部を負担していただ

きます。

下水道

上下水道局 業務課 管理二係

☎33-1313 FAX 33-1336

上下水道局 業務課 管理二係

☎33-1313 FAX 33-1336

◆下水道を利用するための改造工事は

　下水道を整備しますと、下水道を使用できる区域 (処

理区域)を決めて、「市報さが」や地元説明会等でお知ら

せします。

　この処理区域内の人は、台所や風呂などの汚水を下

水道に接続する工事を遅滞なくしなければなりません。

　浄化槽についても、速やかに下水道に直結するよう義

務付けられています。また、くみ取り便所については、3 

年以内に水洗便所に改造するように、法律で義務付け

られています。

上下水道局 業務課 管理二係

☎33-1313 FAX 33-1336

◆下水道へつなぐ工事や水洗化工事をするときの手続きは

　上下水道局の「指定工事店」へ申し込んでください。 

　下水道に接続する工事をするときには上下水道局へ

の届けが必要です。工事は、指定工事店以外ではできま

せん。

　「指定工事店」では設計から施工、水洗便所改造資金

の融資あっせんの申し込みなどの手続きをします。

 ◆水洗便所改造資金の融資のあっせんを受けたい方は

　水洗化工事をする方のために融資あっせん制度を設

けております。

○融資あっせん額

　◎くみ取り便槽1ヶ所、または浄化槽1基につき

　　60万円以内

　◎トイレが2ヶ所以上ある場合は、2ヶ所目から

　　上記金額に30万円を加算した額以内(ただし、 

　　上限は200 万円まで)

　また、あっせんした融資に対する利子補給制度があります。

上下水道局 下水道工務課 浄化槽係

☎34-5047 FAX 33-1505

◆浄化槽について~浄化槽は個人下水道~

　公共下水道と農業集落排水の処理区域を除く佐賀 

市内のすべての地域は浄化槽区域となっています。

　対象地域で合併浄化槽をご使用中の方、新規に設置

を希望される方には、市が主体となって浄化槽の設置と

維持管理を行う市営浄化槽事業の制度があります。

　また、平成22年4月から浄化槽の設置等に関する事

務の一部が、佐賀県からの権限移譲に伴い市の担当と

なっています。

　浄化槽の設置・変更・廃止等、詳しくはお問い合わせ

ください。

上下水道局 お客様センター

☎33-1313 FAX 33-1336

◆下水道・市営浄化槽使用料の支払方法は

　下水道や市営浄化槽をご使用になりますと、施設の 

維持管理等の経費として使用料を納めていただくこと

になります。使用料は口座振替、または納付書で水道料

金と同時納入となっています。(一部地域を除く)

上下水道局 下水道工務課

☎33-1333 FAX 33-1505

上下水道局 業務課

☎33-1313 FAX 33-1336

建築指導課 指導係

☎40-7170 FAX 40-7392

建築指導課 建築審査係

☎40-7171 FAX 40-7392

上下水道局 下水浄化センター

☎22-0181 FAX 28-4562

◆下水道についてのお問い合わせは

　下水道の整備計画、下水道工事、浄化槽、排水設備、

水洗便所改造資金融資あっせん制度、利子補給制度、下

水道・市営浄化槽使用料、受益者負担金等の詳細につ

いてはお気軽にご相談ください。
上下水道局 業務課 給排水設備係

☎33-1313 FAX 33-1336

住宅・土地

◆大規模な土地の取り引きをするときは

　国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高

騰を抑制し、乱開発を防ぐため土地取引について届出

義務を設けています。

　一定面積以上の一団の土地について、土地売買等の

契約を締結した場合、譲受人は契約を締結した日から

起算して2週間以内に市長を経由して、知事に届出なけ

ればなりません。 届け出ることとなる土地の面積は次

のとおりです。

　・ 市街化区域 2，000m²以上

　・ 市街化調整区域 5，000m²以上

　・ 都市計画区域外 10，000m²以上

○「佐賀市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と

　 調整に関する条例」

　4階以上又は高さが15mを超える建築物、また携帯

電話の電波塔を建築されるときは、確認申請を提出さ

れる45日前に「中高層建築物等の建築計画のお知ら

せ」標識の設置などの手続きが必要です。 

○「ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱」

　ワンルーム形式集合建築物(1住戸の専用床面積が

30m²以下の住戸を10戸以上有する建築物)を建築さ

れるときは、確認申請を提出される30日前に「予定建

築物についてのお知らせ」標識の設置などの手続きが

必要です。

により工事の着工前に建築確認申請の手続きが必要です。

建築指導課 開発審査係

☎40-7173 FAX 40-7392

建築指導課 開発審査係

☎40-7173 FAX 40-7392

都市デザイン課 景観係

☎40-7172 FAX 40-7387

◆開発許可を受けるには

　建築等を目的に土地の開発を行う場合は都市計画 

法の許可が必要です。

　市街化区域では1,000m²以上の開発を行う場合、許

可が必要です。

　市街化調整区域は原則として開発行為は禁止されて

いますが、法で認められている行為はこの限りではあり

ません。

　都市計画区域外では10,000m²以上の開発を行う

場合は許可が必要です。

建築指導課 開発審査係

☎40-7173 FAX 40-7392

◆建物を建築するときは

○建築確認申請

　建築物の新築、増築、改築等をされるときは建築基準法

◆大規模な建築物等を建築するときは

　一定規模を超える大規模な建築物、工作物につい 

て、新築等を行う場合には佐賀市景観計画に基づき届

出をお願いします。届出は工事着工の30日前までに所

定の図面等を添えて提出してください。

届出をお願いする対象建築物等は

○高さが15mを超え若しくは地上の階数が4以上

　又は延べ面積が500m²を超える建築物

○高さが15mを超え、又はその敷地に供する

　土地の面積が2,000m²を超える工作物 など

◆建物の解体などの工事をするときは

◆屋外広告物を出すときは許可が必要です

　一定規模以上の解体工事等を行う場合、着工日の7日

前までに、建設リサイクル法の届出が必要です。

　屋外広告物(看板など)を出すときは、場所や大きさに

よって佐賀市屋外広告物条例に基づく許可が原則必要

となります。市内全域において、自家用広告物(自己の

敷地内で自己の営業の用に供する広告物)を含めて規

制の対象になります。

　屋外広告物を出す際は、事前にご相談ください。

都市デザイン課 景観係

☎40-7172 FAX 40-7387

[建築主]

申請

[建築指導課等] [建築主]

確認通知

受付 (確認)審査→確認→

→ 着工→

→ →

[建築指導課等] [建築指導課等]

解体

新築増築

リフォーム

土木工事

80m²以上

500m²以上

１億円以上

500万円以上

屋上広告

広告塔
野立看板野立広告

野立広告

○□▽□

○□▽□○

□
▽
□
○

□▽○▽
□
○
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公営住宅

◆市営住宅入居の申込をするには

　市営住宅の空き家は、年4回(5月、8月、11月、2月)定

期募集と、随時募集の2通りの方法で募集を行っていま

す。募集の詳細については、「市報さが」「佐賀市ホーム

ページ」等でお知らせします。

市営住宅管理室

☎20-3205 FAX 28-4777

河 川

消費生活

◆消費生活についての相談

　商品の購入や契約に関するトラブル、携帯電話を利用

した不当・架空請求、商品により危害を受けた場合や多

重債務(カードローン等)などでお困りのときは、消費生

活センターにご相談ください。

〈覚えておこう、クーリング・オフ制度〉

クーリング・オフ制度は、訪問販売等で契約したとき(特

別な場合を除き)契約書を受け取った日から8日以内で

あれば無条件で解約できる制度です。

クーリング・オフは必ず書面(特定記録郵便か簡易書留)

で行い、販売会社と、クレジット契約を結んでいるとき

は信販会社へも送付します。

◆市道の占用って何

　市道に排水管、工事用足場などを設置する場合には

道路管理者(佐賀市)の許可が必要です。設置する場所

や構造には一定の制限がありますので事前にご相談く

ださい。

　また、許可期限後も引き続き使用される場合は、占用

継続の手続きを済ませてください。

　なお、工事の際には警察の道路使用許可も必要です

ので、所轄警察署へもお問い合わせください。

道路管理課 管理係  ☎40-7175 FAX 40-7397

北部建設事務所 ☎58-2863 FAX 58-2119

南部建設事務所 ☎45-1804 FAX 45-8023

◆河川や水路の敷地は市民全体の財産です

　河川や水路のうち、準用河川、下水道の雨水幹線、法

定外公共物(水路)は、佐賀市が財産、機能管理を行って

おります。河川や水路の種類の確認、各種手続きは、本

庁管内は河川砂防課、支所管内は北部建設事務所(大

和町、富士町及び三瀬村)または南部建設事務所(諸富

町、川副町、東与賀町及び久保田町)にお問い合わせ下

さい。

河川砂防課 管理係  ☎40-7180 FAX 26-7388

北部建設事務所 ☎58-2863 FAX 58-2119

南部建設事務所 ☎45-1804 FAX 45-8023

◆境界確定(確認)の手続きについて

　佐賀市が管理する河川や水路において、民有地との

境界を確定(確認)する場合は官民境界確定(確認)願の

提出が必要です。

河川砂防課 管理係  ☎40-7180 FAX 26-7388

◆河川清掃用具の貸出しについて

　佐賀市では、清掃用具の貸出しを行っています。利用

を希望される方は、10日前までに、河川砂防課へ申し込

んでください。

　また、河川・水路清掃で出たごみ等の回収も行ってお

ります。

○清掃用具の紹介

胴長、半長、角・剣スコップ、かま、長かま、もかき、じょれ

ん、がんづめ、金ほうき、のこ、投込み、バケツ、一輪車、

コンテナ、舟(大・中・小)、 脚立、コンテナを吊り上げる

補助具等があります。

河川砂防課 維持係  ☎40-7182 FAX 26-7388

◆通路(橋梁)等や護岸を設置するときは

　佐賀市が管理する河川や水路に、許可なく通路(橋

梁)、給水管、排水管等を設置する行為は禁止されてい

ます。通路(橋梁)、給水管、排水管等を設置する必要が

ある場合や、河川や水路と民有地の境界に護岸を設置

する場合は許可申請手続きが必要です。

河川砂防課 管理係  ☎40-7180 FAX 26-7388

◆不法投棄や不法埋立て等をみかけたら

　佐賀市が管理する河川や水路、堤防、河川敷等に、ご

み等を捨てること、埋立てることは、禁止されています。

もし、見かけたら、ご連絡をお願いします。

河川砂防課 管理係  ☎40-7180 FAX 26-7388

◆私道の整備補助金の手続きは

　市道として認定されていない道路、いわゆる私道等

の整備工事に対しては、生活環境の向上と交通安全を

図る目的から助成制度を設けています。補助金の交付

対象条件、補助率及び手続きなどはお問い合わせくだ

さい。

◆道路を改造するときは?

　市道沿いの民地への車両乗入口がない等の理由で、 

道路に関する工事(歩道切り下げ、ガードレール撤去、 

街路樹の移植など)をする時は、道路管理者の承認を得

た後、自費にて施工していただくことになります。歩道

通行者の安全のため、乗入口の幅等は最低限必要な分

のみとなります。

　また、構造等にも一定の制限がありますので、お早め

にご相談ください。

道路管理課 管理係  ☎40-7175 FAX 40-7397

北部建設事務所 ☎58-2863 FAX 58-2119

南部建設事務所 ☎45-1804 FAX 45-8023

その他

◆空き家・空き地に関するご相談は

　空き家・空き地の所有者又は管理者は、周囲の生活環

境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理をお願いし

ます。お困りの方は、下記にお問い合わせください。

建築指導課 空き家対策室

☎40-7174 FAX 40-7392

◆自転車を撤去されたのですが?

　JR佐賀駅周辺は、自転車等の放置禁止区域に指定し

ており、この区域内に放置された自転車等は即日強制

撤去します。撤去した自転車等は、佐賀市放置自転車等

保管所に保管しておりますので、引き取りにおいでくだ

さい。

　なお、返還時に移動保管料として、自転車1,500円、

原付バイク 2,000 円を徴収しています。

返還時間:月曜から金曜日 8:30~17:30 (祝祭日及び

年末、年始を除く)

道 路

◆市道に関する要望は

　市道の整備や改良工事(補修等、緊急を要するもの 

以外)についての要望は、地元自治会長を通して連絡を

お願いします。

道路整備課

☎40-7176・7177 FAX 40-7397

北部建設事務所 ☎58-2863 FAX 58-2119

南部建設事務所 ☎45-1804 FAX 45-8023

道路整備課 事業二係

☎40-7177 FAX 40-7397

佐賀市放置自転車等保管所  ☎32-5024

道路管理課 管理係

☎40-7175  FAX 40-7397

※私道や私有地内については対応できません。

道路管理課 維持係  ☎40-7178 FAX 40-7397

北部建設事務所 ☎58-2863 FAX 58-2119

南部建設事務所 ☎45-1804 FAX 45-8023

◆道路の穴ぼこや危険な場所を発見したら

　通勤途中や散歩などで、道路の陥没・損傷や危険な

場所を発見したら、事故を未然に防ぐためにもすぐにご

連絡をお願いします。また、自歩道照明の球切れや水た

まり(雨が降っていないのに水が溜まっている箇所)など

も、お気づきになりましたらお知らせください。

例 直径 30 センチくらいの穴が開いている。

道路の端(路肩)が欠けている。

20 センチくらいの石が3個落ちている。 

『あ123』の照明灯が切れている。

佐賀市役所

JA会館

九州農政局

佐賀支局

栄町
理研農産

化学（株）

至佐賀北警察署

至JR佐賀駅

放置自転車等

保管所

生活安全課 消費生活センター  相談専用電話

☎40-7087 FAX 40-2050
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市民活動プラザ  ☎40-2002 FAX 40-2011

◆市民活動プラザ

　市民活動プラザは、多様な市民活動を支援するととも

に、市民活動の推進を図るための拠点施設です。

　プラザには、会議やミーティングで利用できる会議室

やフロア席、活動に必要な多様な機器をそろえています。

　また、市民活動に役立つ講座やイベントの開催、情報

収集や発信、市民活動に関する相談もお受けしていま

す。お気軽にご利用ください。

①市民活動に関する様々な相談に応じます。

②ボランティアや市民活動団体の情報提供、市民活動

　に役立つ講座やイベントを開催しています。

③会議や講演会などに使える大・中・小会議室を有料で

　提供しています。

④資料やチラシを作るのに便利な印刷機(有料)や紙折

　機、丁合機など、活動に必要な多様な機器を設置して

　います。

◆人権・同和問題の解決のために

　市政の重要課題として、人権・同和問題の解決に取り

組んでいます。2005年(平成17年)に「佐賀市部落差別

撤廃・人権擁護に関する条例」を制定し、また、2008 

年(平成20年)には、「佐賀市人権教育・啓発基本方針」

を制定しました。すべての市民が人権を侵害されること

なく、人権が尊重され、ともに支え合い、ともに生きる

「共生社会の実現」を目指しています。

◆毎月11日は「人権を考える日」です。

　佐賀市では、毎月11日を「人権を考える日」に設定し

ています。

　皆さんの家庭や職場で身の回りの人権について考え

てみましょう。

◆明るい家庭・地域・職場づくりのために

　地域や各種団体、企業における人権・同和問題研修等

の取り組みをよりいっそう進めていただくために、講師

の派遣を行っています。講師の謝礼や交通費等は不要

です。派遣希望日の20日前までにご連絡下さい。研修

日程・内容等を含め、ご相談下さい。

協働推進課 市民活動推進係

☎40-7078 FAX 40-7385

人権・同和政策・男女参画課 人権啓発係

☎40-7367 FAX 34-4549

市営バス

◆交通系ICカードnimoca、

　ワンコインシルバーパスなど

　佐賀市営バスでは、交通系ICカードnimocaが使用

できます。nimocaは交通局、佐賀駅バスセンター、バ

ス車内において、1枚2,000円で販売しています。なお、

nimoca以外にも、SUGOCA、はやかけん、kitaka、

Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、

PiTaPaのICカードが使用できます。

　また、65歳以上の方には、1回の乗車が100円(現金

のみ)になる「ワンコイン・シルバーパス」があります。パ

スの期間は、3ヶ月(5,000 円)、6ヶ月 (9,000 円)、

12ヶ月(16,000 円)がありますが、70 歳以上の市民

は、12ヶ月購入の場合、15,000 円の助成がありますの

で、1,000円で購入できます。

　なお、市営バスが1日乗り放題になる「1日フリー乗車

券」も販売しており、全路線(大人1,000 円)、指定区域

内(大人350 円)があります。

その他

◆犬の飼い主の皆様へ

　犬の飼い主は、犬の一生に一度の登録(生後90日を

経過した犬)と、年1回の狂犬病予防注射が狂犬病予防

法により義務付けられています。引越された場合など、

犬の登録事項に変更が生じた場合も、変更手続きが必

要です。

】き続手の録登【 

1. 犬を取得した場合(子犬が生まれた、譲り受けたなど)

　　犬を取得して30日以内に、環境政策課窓口または

　佐賀県獣医師会所属で佐賀市内にある動物病院で

　犬の登録を申請してください。(手数料3,000円 犬が

　生まれて間もない場合は、生後90日を経過した日か

　ら30日以内に申請してください) 元の飼い主が犬の

　登録を済ませている犬を購入または譲り受けた場合

　は、前の飼い主から渡された鑑札を持参し、飼い主の

　変更届出をしてください。 (変更届出は環境政策課窓

　口のみとなります)

2. 飼い犬が死亡した場合

　　犬が死亡して30日以内に、登録の抹消が必要とな

　りますので、環境政策課窓口へ鑑札を持参し届出を

　されるか、又は電話でご連絡ください。

　　佐賀市清掃工場(高木瀬町)へ死体を持ち込む場

　合、あわせて上記届出の手続きもできます。

3. 鑑札や注射済票をなくした場合

　　環境政策課窓口で再交付の申請をしてください。

　(手数料は鑑札再交付の場合1,600円、注射済票再交

　付の場合340円です) 

交通局 総務課

☎23‐3155 FAX 23-7309

◆知りたい、聞きたい男女共同参画

　男女共同参画の視点に立ってセクハラ・DV防止など

様々なテーマの公開講座やセミナー等を開催していま

す。お気軽にお問い合わせください。

人権・同和政策・男女参画課 男女共同参画室

☎40-7014 FAX 34-4549

男女共同参画

◆男女共同参画社会の形成をめざして

◆4月14日は「パートナーデー」です

　女性も男性も、互いにその人権を尊重しつつ責任も分

かち合い性別にかかわりなくその個性と能力を発揮する

ことができる男女共同参画社会の実現をめざします。

　佐賀市では、日ごろ家庭・職場・学校・地域などでお世

話になっている人に感謝の気持ちを伝える日として4月 

14日を「パートナーデー」としています。

人権・同和問題

届出の
種類

届出の
期間

届出人 届出に必要なもの

前住所地で発行さ 

れた鑑札

(※1)

転入

(市外から

 佐賀市内へ)

犬の所有者 

(飼い主)

※飼い主の

変更の場合

は、新しい

飼い主

佐賀市での手続き 

は必要ありません。

佐賀市発行の鑑札 

を引越し先の市町 

村 (もしくは 保 健  

所)に持参し、転入 

の手続きを行って 

ください。

登録番号がわかる 

もの(鑑札や注射案 

内ハガキなど)があ 

ればお持ちくださ 

い。

転出

(佐賀市内から

 市外へ)

転居

(市内から

  市内へ)

その他の変更

(飼い主の変更 

 など)

変 更

後30

日 以

内

市民活動

◆市民活動に関すること

●市民活動補償制度に関すること

　佐賀市内で活動を行う市民活動団体による活動中の

事故について、傷害補償と賠償補償を行います。

●市民活動応援制度「チカラット」

　市民活動団体の活動基盤の強化を図り、市民のまち

づくりへの参画と実践をすすめるため、市民活動団体が

行う公益的な事業に対し補助金を交付しています。

●行政との協働に関すること

　行政と協働で事業に取り組みたい市民活動団体等か

らの相談・提案に応じ、市の担当部署との話し合いの場

を設けます。

※市民活動団体・・・民間の立場で営利を目的とせず、 

　自主的で継続した公益的活動を行う組織。

※協働・・・市民や市民活動団体、行政などが対等な立 

　場で責任と資源を共有しながら社会の課題解決を図

　る取り組み。

◆出前講座

　悪質商法の手口や最近の相談事例など消費生活に 

関する内容で無料の出前講座をお受けしています。お

気軽にご利用ください。

生活安全課 消費生活センター

☎40-7086 FAX 40-2050

【登録事項の変更手続き】
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環境保全課  ☎30-2436 FAX 30-2439

富士支所 総務・地域振興グループ

☎58-2111 FAX 58-2119

三瀬支所 総務・地域振興グループ

☎56-2111 FAX 56-2912

大和支所 総務・地域振興グループ

☎62-1111 FAX 62-2660

●多チャンネル放送やインターネットまで

　ご利用したい方

本庁 地域政策課 ☎40-7210 FAX 40-7375

佐賀シティビジョン株式会社(ぶんぶんテレビ)

☎0120-55-3734  FAX 24-7350

◆環境保全に関する届出等について

　規制対象となる施設を設置する時や、対象となる工事

を行う時には届出が必要ですので、佐賀市において下

記の届出等の受付を行っています。

　詳しくは環境保全課までお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　 記

　1 大気汚染防止法に基づく事務(一般粉じんのみ)

　2 水質汚濁防止法に基づく事務

　3 土壌汚染対策法に基づく事務

　4 特定工場における公害防止組織の整備に関する

　　法律に基づく事務

　5 騒音規制法に基づく事務

　6 振動規制法に基づく事務

◆改葬(遺骨を移す)のときは

◆本庁1階の市民相談コーナーで行っている相談 ※相談日時について、詳しくは毎月の市報さが1日号をご覧ください。

　墓地又は納骨堂に埋葬されている遺骨を、他の墓地

又は納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行

う場合は、改葬の申請を行い、許可を得た上でなければ

行うことができません。

　現在、佐賀市内の墓地又は納骨堂に遺骨があり、他の

墓地又は納骨堂に改葬する場合は、環境政策課で改葬

許可申請手続きを行ってください。

①相談に対して適切な助言をすることが目的ですので、相手との交渉や手続きを代行、相手を呼び出して仲介などをす

　ることはできません。

②相談は必ず本人がおこしください。 

③内容が複雑な相談は要領よく話をまとめ、関係書類があればお持ちください。 

④法律相談は予約制(午前の分は先着6人、午後の分は先着9人)です。予約は相談日の前の週の金曜日(この日が祝日の

　場合は木曜日)から受け付けます。(予約は電話でも結構です。受付開始は午前8時30分からです。)

※法律相談は市民の方のみです。なお、相談者多数のため、同一人の相談は年度3回までとさせていただきます。また、弁

　護士職務規程により、相談に応じられない場合もあります。

◆佐賀市有線テレビに関するご相談について

　佐賀市では、地理的な要因によりアンテナではテレ

ビを視聴できない、富士町、三瀬村、大和町の一部(松

瀬、梅野、名尾、八反原等)をエリアとして、有線テレビの

サービスを行っており、地上デジタル放送およびFMラ

ジオ放送を提供しています。

　視聴を開始する場合や視聴中の方で引っ越し、相続

等される場合は、各支所総務・地域振興グループ又は情

報課までご連絡ください。

　また、生活保護世帯、高齢者の独居非課税世帯又は障

がい者がいらっしゃる世帯等は、使用料等の減免に該

当する場合がありますので、ご相談ください。

〈旧清掃センター2 階(高木瀬町大字長瀬)〉

環境政策課  生活環境係

☎40-7200 FAX 26-5901

相 談

相談名 開設日時 担当 相談内容

◆支所で行っている相談 ※相談日時について、詳しくは毎月の市報さが1日号をご覧ください。

支所名

大和

相談名 開設日時 場所

市民生活課 市民相談コーナー  ☎40-7085  FAX 28-9188

一般相談 市民相談コーナー担当相談員
市の業務についての意見、日常生活上の

悩みごと、心配ごとなど

月~金曜日

8:30~17:00

諸富 人権・行政相談 毎月 第4金曜日 13:30~16:00 諸富支所

法律相談 偶数月 第2木曜日 13:30~16:30 大和支所

人権・行政相談 毎月 第3木曜日 10:00~12:00 大和老人福祉センター

税務相談 九州北部税理士会佐賀支部 所得税、法人税、贈与税などの手続全般第1,第3水曜日 13:30~16:30

土地建物相談 佐賀県宅地建物取引業協会 借地、借家などの契約および苦情全般第2,第4月曜日 13:30~16:30

行政相談 (総務省） 行政相談委員 役所や特殊法人などに関する相談第 1,2,3 金曜日 13:30~16:30

司法書士による相談 佐賀県司法書士会 登記、相続、遺言、成年後見等の相談第4水曜日 13:30~16:30

暴力に関する相談 市民相談コーナー担当相談員
日常生活での暴力に関する悩み、

心配ごと

月~金曜日 (水曜日は休み)

8:30~17:00

行政書士による相談 佐賀県行政書士会
法務関係文書および官公庁への

許認可申請などに関する相談
第4金曜日 14:00~16:00

佐賀県人権擁護委員連合会
人権を侵害されたと思われる相談、

日常生活上の悩みごと、心配ごとなど
毎週火曜日 13:30~16:30

法律相談 佐賀県弁護士会
民事上の法律問題、土地家屋、相続、

消費者金融等の金銭貸借など

毎週木曜日 13:30 ~16:30

(第 1,3 木曜日は

10:00~12:00も実施)

人権、心配ごと相談

 (法務省)

三瀬 人権・行政相談 毎月 第2水曜日 9:30~12:00 三瀬公民館

東与賀 人権・行政相談 毎月 第3水曜日 13:30~16:00 東与賀保健福祉センター

富士
人権相談 開催日時は「市報さが」をご覧ください

行政相談 毎月 第4水曜日 10:00~12:00
富士支所

久保田
人権相談 開催日時は「市報さが」をご覧ください

行政相談 毎月 第2水曜日 10:00~12:00

久保田老人福祉センター

川副
法律相談 奇数月 第2木曜日 13:30~16:30

人権・行政相談 毎月 第2水曜日 9:00~12:00

川副支所

佐賀県土地家屋調査士会
土地、建物の表題登記や境界問題に

関する相談
第3月曜日 13:30~16:30

土地家屋調査士

による相談

※1 転入の場合、前住所地での登録が確認できない場

合は「新規登録」となります。

【狂犬病予防注射について】

　狂犬病予防注射は毎年4月頃に各校区の公民館など

で行われる狂犬病予防集合注射の際に接種するか、個

別に動物病院で接種してください。佐賀県獣医師会所

属で佐賀市内にある動物病院で接種される場合は、登

録番号がわかる鑑札、集合注射案内ハガキ等を持参し

ていただくと、動物病院で注射済票が交付されます。

(注射済票交付手数料550円※注射代は別途かかりま

す。)

【お願い】

　犬は大切な家族の一員です。愛情と責任を持って飼

いましょう。また犬が他の人に迷惑をかけないよう、マ

ナーを守って飼いましょう。

　・ 犬の放し飼いは禁止されています。

　・ 散歩中に犬がふんをした場合は、必ず回収してくだ

　　さい。

　・ 飼えなくなった時は、責任を持って飼ってくれる飼

　   い主を探してください。

　・ 犬のしつけをしましょう。

※犬に関する苦情が増えています。ご協力よろしくお願

いします。

環境政策課 生活環境係

☎40-7200 FAX 26-5901
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 ◆各課で行っている相談   ◆市役所以外の機関で行われている相談

● 相談開設日時は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。

市役所の各課では、下記の相談業務を行なっています。

相談の名称 開設日時 相談場所 問い合わせ先 相談内容

消費生活相談

行政相談
アイ・スクエアビル

1階
月~金曜日

9:00~16:00

相談の名称 相談開設日時 相談場所 問い合わせ先 相談内容

佐賀行政監視行政相談
センター

行政監視行政相談課

城内二丁目 10-20
佐賀合同庁舎3階

☎25-1100
ナビダイヤル

☎0570-090-110

月~金曜日
8:30~17:15

(時間外は
留守番電話で受付）

犯罪被害者

支援相談

アイ・スクエアビル
1階

月~金曜日
9:00~17:00

大和支所毎週水曜日
9:00~15:00

諸富支所第2・第4土曜日
9:00~15:00

富士支所第2・第4火曜日
9:00~15:00

三瀬支所第2金曜日
9:00~15:00

川副支所毎週月曜日
9:00~15:00

東与賀支所
第1・第3木曜日
9:00~15:00

久保田支所
第1・第3金曜日
9:00~15:00

佐賀市消費生活センター 
☎40-7087 FAX40-2050 
※支所での相談は相談日前日
の12:00までに佐賀市消費生
活センターへご連絡ください。

事業者との契約トラブルのなどで
お困りの消費者の方の相談窓口で
す。 
面談による相談は、予約制ですの
で、まずはお電話をお願いします。
例)・不当・架空請求
　　・多重債務(カードローン・
　　クレジット)
　・悪質な訪問販売・訪問購入
　・マルチ商法
　・投資トラブル等

家庭内での子育て・子どもの悩み・
養育・育児・しつけ・児童虐待など
の悩みごと

国などの業務及び県や市町村の業
務のうち、国の委任又は補助を受
けて行っている業務についての苦
情・要望・問い合わせ

情報公開・

個人情報保護

総合案内所

佐賀行政監視行政相談
センター

情報公開・個人情報保護
総合案内所

城内二丁目 10-20
佐賀合同庁舎3階

☎27-8638

月~金曜日
9:00~17:00

国及び独立行政法人等に係る情報
公開及び個人情報保護に関する制
度の仕組みや開示請求手続等につ
いての相談・問い合わせ

全国共通

人権相談ダイヤル

佐賀地方法務局
人権擁護課

城内二丁目 10-20
☎0570-003-110

月~金曜日
8:30~17:15 人権に関する相談

子どもの人権

110番

佐賀地方法務局
人権擁護課

城内二丁目 10-20
☎0120-007-110

月~金曜日
8:30~17:15 子どもの人権に関する相談

女性の人権

ホットライン

佐賀地方法務局
人権擁護課

城内二丁目 10-20
☎0570-070-810

月~金曜日
8:30~17:15 女性の人権に関する相談

県民総合相談
佐賀県庁

さが元気ひろば
城内一丁目 1-59

☎25-7010
月~金曜日

8:30~17:15 県政、女性、NPOに関する相談など

けん銃 110 番

松原一丁目1-16
☎24-0110

フリーダイヤル(専用)
☎0120-10-3774

終日 けん銃その他銃器等に関する情報

交通事故相談
交通事故相談所

(アバンセ内)
天神三丁目 2-11

☎25-7061
12/29~1/3を除く毎日

9：00～16:00
交通事故の示談の仕方、損害賠償な
どの相談

男性総合相談 電話相談のみ ☎26-0020
第2・3・4木曜日
19:00~21:00

家庭や仕事、人間関係、心や体のこ
となど、男性を取り巻く様々な相談

生涯学習相談 アバンセ
火~日曜日

9:00~17:00

生涯学習に関する講師紹介など
様々な相談や講座・イベントの情報
提供等

暴力団・暴力団

排除に関する

相談

警察本部

警察本部

松原一丁目1-16
☎24-0110

月~金曜日
(祝日を除く)
8:30~17:15

暴力団員からの被害等に関する相
談等 暴力団排除に関する各種相
談・要望・意見

レディース

テレホン

警察本部
人身安全・少年課

松原一丁目1-16
☎28-4187

♯8103(性犯罪被害
相談電話)

月~金曜日(祝日を除く)
8:30~17:15

（夜間・土日・祝日は
留守番電話）

性被害等の悩みに関する女性専用
の相談(女性相談員が対応します)

ヤング

テレホン

少年サポートセンター
(佐賀バルーン

ミュージアム3階)

松原二丁目 2-27
フリーダイヤル(専用)
☎0120-29-7867

月~金曜日(祝日を除く)
8:30~17:15

（夜間・土日・祝日は
留守番電話）

少年に関する悩みや困りごとの相
談

女性総合相談 アバンセ
天神三丁目 2-11

☎26-0018

天神三丁目 2-11
☎26-0011

消費生活相談

佐賀県
消費生活センター

(アバンセ内)

12/29~1/3
を除く毎日

9:00~17:00

消費生活に関する苦情相談、消費者
啓発、多重債務相談、消費生活情報
提供等

天神三丁目 2-11
☎24-0999

火~土曜日
9:00~21:00

日曜・祝日
9:00~16:30

生き方、家庭、健康などの女性を取
り巻く様々な相談(必要に応じ女性
臨床心理士によるこころの相談、女
性弁護士による法律相談...要予約)

警察への相談

警察本部 
「警察相談室」

松原一丁目 1-16
☎♯9110・26-9110

佐賀南警察署 本庄町大字本庄155-1
☎23-6110

佐賀北警察署
高木瀬町東高木234-1

☎30-1911

月~金曜日
8:30~17:15
※電話は終日
(当直対応)

警察に対する各種相談・要望・意見
など

生活安全課
☎40-7012 FAX40-2050

犯罪被害者等の支援に関する相談

家庭児童相談
本庁1階

家庭児童相談室
月~金曜日

8:30~17:00
家庭児童相談室
☎40-7254 FAX40-7395

夫婦間・家族・性・夫や恋人からの暴
力などの悩みごと

婦人相談
本庁1階

家庭児童相談室
月~金曜日

8:30~17:00
家庭児童相談室
☎40-7254 FAX40-7395

ひとり親家庭・寡婦の皆さんの悩
みごと、生活支援施設、福祉資金賃
付など

ひとり親

家庭相談

本庁1階
家庭児童相談室

月~金曜日
8:30~17:00

家庭児童相談室
☎40-7254 FAX40-7395

教育に関する悩みや、子どものいじ
め、不登校等の悩みごと相談

教育相談

テレフォン

大財別館3階
学校教育課

月~金曜日
10:00~17:00

学校教育課
☎40-1515 FAX40-7394

育児に関する相談。日程や場所等は、
市報やホームページをご覧ください。

乳幼児

健康相談

ほほえみ館
各保健センター等年間72回

健康づくり課 母子保健係
☎40-7282 FAX40-7380

男女共同参画に関する意見や相談男女共同参画
ほほえみ館2階

人権・同和政策・男女参画課
月~金曜日

8:30~17:15

人権・同和政策・男女参画課
男女共同参画室
☎40-7014 FAX34-4549

隣接建物に対するトラブルや建物
の疑問(建築と法律の専門家が相談
をお受けします。)

建築紛争相談
本庁5階

建築指導課
毎月第3水曜日
14:00~16:15

建築指導課 指導係
☎40-7170 FAX40-7392

ニート、ひきこもり、不登校等のいじ
め問題についての相談

子ども・若者

支援室

月~金曜日
10:00~17:00

子ども・若者支援室
☎24-2333

子どもの生活、学校生活、
いじめ問題などの相談

子ども電話・

メール相談
青少年センター

青少年センター

成人の健康に関することについて市民健康相談
土日祝日を除く
9:00~17:00

健康づくり課 保健予防一係
☎40-7281 FAX40-7380

本庁1階
健康づくり課

健康や育児に関することについて
育児相談

ダイヤル

土日祝日を除く
9:00~17:00

健康づくり課 母子保健係
☎(専用電話)40-7296

本庁1階
健康づくり課

月~金曜日
10:00~17:00

青少年センター
☎29-3594
kodomosoudan@city.saga.lg.jp

市県民税・固定資産税・軽自動車税
の納税について

市税の

納税相談

本庁3階
納税課

月~金曜日
8:30~17:00

第1日曜日
9:00~16:00

第4火曜日
8:30~ 20:00

納税課
☎40-7076 FAX25-5408
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  ◆市役所以外の機関で行われている相談

商業振興課 金融・労政係 ☎40-7102 FAX 26-6244

佐賀商工会議所 ☎24-5158 FAX 26-2914

佐賀市南商工会 ☎47-2590 FAX 47-3756

佐賀市北商工会 ☎62-0174 FAX 62-2786

佐賀地区

障がい者

総合相談窓口

相談の名称 相談開設日時 相談場所 問い合わせ先 相談内容

名

度

制

金

資

口

小
金

資

転

運

金

資

備

設

途
使
金
資

率
利
資
融

信用
保証率

市が
全額補助

1,000万円

佐賀銀行

佐賀共栄銀行

佐賀信用金庫

西日本シティ銀行佐賀支店

親和銀行佐賀中央支店

商工中金佐賀支店

佐賀東信用組合

福岡銀行佐賀支店

みずほ銀行佐賀支店

長崎銀行佐賀支店

横浜幸銀信用組合佐賀支店

大川信用金庫諸富支店

年
1.3%

1,000万円

融資限度額
融資期間
償還方法

担保及び
保証人

申込先 取扱金融機関

長光園障害者
支援センター

兵庫南二丁目 16-38
☎27-9828

FAX27-1061

月~金曜日
(祝日、年末年始を除く)

 8:30~17:30

ぷらっと

さくら

兵庫北三丁目 8-36
ほほえみ館3階
☎34-4866

FAX34-4867

神園三丁目18-45
神野病院内
☎97-8016

FAX32-3469

月~日曜日
(第1・3・4 土曜日と
第2日曜日を除く)
10:00~19:00

（ただし、火曜日は
17：00まで）

月~金曜日
(祝日、お盆・

年末年始を除く)
8:30~17:30

障がい者又はその家族からの相談

7年以内

月賦償還

据置期間

6ヶ月以内
原則不要

法人代表者以

外は原則不要

商工会議所、

商工会 

(または、

中央会)
10年以内

月賦償還

据置期間

6ヶ月以内

●交通事故相談及び消費生活相談については、月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)が休館日なので、電話のみの相

　談です。

産　業産　業

商工業

◆ 佐賀市中小企業振興資金融資制度

1. ご利用いただける中小企業者

　申し込みには、次のような資格要件が必要です。

(1)市内で6ヶ月以上継続して同一の事業を営んでいる

　 方

(2)市税を完納している方

(3)佐賀県信用保証協会の保証対象業種であること 

(4)許認可・登録等を必要とする事業については、その

　 許可を得ていること

(5)保証協会の代位弁済及びその保証人となっていない

　 こと 

(6)最近2ヶ年以内に金融機関の取引停止処分を受けて

　 いないこと

※運転資金と設備資金の合算限度額は1,000万円

4. 制度一覧

2. 融資条件

・金利は1.3%です。(平成29年4月1日現在)

・信用保証料は、市が全額補助します。

3.申し込みから融資まで

　中小企業の皆さんは、事業所のある地域の商工会議

所・商工会、または中央会へ融資の相談をし、取り扱い

金融機関に申し込みをしてください。貸付けが決定した

ら金融機関の窓口で借入れの手続きを行ってください。

申し込みから貸付実行まで

会
協
証
保
用
信
県
賀
佐

）
査
審
（

者
業
企
小
中

①相談

④申込書等の送付

⑤決定通知

⑤決定通知

⑤決定通知（郵送）

金融機関

（審査）

③申込書等の送付
②申込

⑥融資の実行

佐賀商工会議所、佐賀市内商工会

又は佐賀県中小企業団体中央会

（審査）

担保

保証人
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	市民べんり帳_068_069_生活05
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