
検 索ながさき移住

ながさき移住サポートセンター
☎095-894-3581

問合せ

検 索ながさきの地産地消

県の農政課
☎095-895-2919

問合せ

ながさき農林業大賞、水産業大賞受賞者が
生産した県内トップレベルの農林水産物を
展示・販売します。
■と  　き／6月14日(木)～17日(日)
　　　　  　9時30分～22時
　　　　　※最終日は18時まで
■と こ ろ／ゆめタウン夢彩都 (長崎市元船町)
■販 売品／アスパラガス、スイートコー ン、
 　　　　　　じゃがいも、豚肉、鶏肉、しいたけ、
　　　　　　水産加工品など（予定）

検 索長崎県 食育

県の食品安全・消費生活課
☎095-895-2366

問合せ

検 索長崎デザインアワード2018

長崎デザインアワード開催事務局
(県の窯業技術センター内)
☎0956-85-3140

問合せ

食育月間（6月）に関する募集
①｢誰かと食べるっておいしいね! 楽し
　 いね! ｣作品の募集
家族や友人と一緒に食べる
楽しさをテーマにした標語・
写真・絵画を募集します。入
賞者には記念品を進呈し、
ホームページなどで作品を
紹介する予定です。

長崎県社会福祉協議会
☎095-894-4032

問合せ

検 索長崎県社会福祉協議会

｢長崎県賞づくし｣
トップファーマー
トップフィッシャーマンフェア

介護支援専門員(ケアマネジャー)
実務研修受講試験

｢長崎県賞づくし｣｢長崎県賞づくし｣｢長崎県賞づくし｣｢長崎県賞づくし｣｢長崎県賞づくし｣｢長崎県賞づくし｣

募　集

催しもの長崎県移住相談会 無料

専門の就職相談員などに仕事や住まい、
暮らしなどの相談ができます。福岡県や首
都圏などにお住まいのご家族や知人の方
にお知らせください。

◎福岡
■と　き／6月23日(土)
■ところ／ＪＲ博多シティ会議室
                     (福岡市博多区)
◎東京
■と　き／7月１日(日)
■ところ／ふるさと回帰支援センター
　　　　   (東京都千代田区)
※東京会場では、市町の移住担当者も
    相談に応じます。

NPOで活動している方やボランティアに
興味がある方に役立つ情報の発信・閲覧
ができます。
■内　容／ボランティアの募集、イベント
    やセミナーの告知、県内NPO法人・ボ
    ランティア団体の検索、助成金情報など

NPO・ボランティア情報なら
｢ながさきボラんぽネット｣

※情報を投稿するときは登録が必要です

県の県民協働課
☎095-895-2314

問合せ

検 索ながさきボラんぽネット

県の住宅課
☎095-894-3104

①3世代同居・近居促進事業

問合せ

住まいの玉手箱

住まいの安心をサポート!

◎内容
■新築、リフォーム、取得費用　
　(補助上限40万円)

■対　象／昭和56年5月31日
　　　　　以前に建てられた
　　　　　戸建て木造住宅

木造住宅の耐震化の費用を
支援します。

②耐震・安心住まいづくり支援事業

新たに3世代で同
居・近居するための
費用を支援します。
■対　象／戸建て住宅・共同住宅など（持家）

■と　き／10月14日（日）
■ところ／①長崎県総合福祉センター
　　　　  ②長崎総合科学大学
　　　　  ③長崎女子短期大学
　　　　  ④ 県立大学佐世保校
■申　込／6月1日(金)～29日(金)
※消印有効
※ハガキ・ホームページで、または窓口で
　『受験の手引』(申込書類を含む) を請求
    のうえ申込。(1冊800円)
※今年度、受験資格が変更されました
　（要事前確認）

長崎県サッカー協会
☎095-829-3370

問合せ

検 索 検 索長崎県サッカー協会

V･ファーレン長崎を
応援しましょう!
(天皇杯2回戦)

■ところ／長崎市総合運動公園陸上競技場
                            (長崎市柿泊町)

©VVN

6月6日(水)
19時キックオフ

広島県代表と
島根県代表の勝者

と　き 対戦チーム

©VVN©VVN©VVN

県のこども家庭課
☎095-895-2443

問合せ

長崎県 児童扶養手当
検 索長崎県 特別児童扶養手当

4月分から手当額が改正されました。実
際に支給額が変更になるのは8月支給
分からです。

県の児童生徒支援室
☎095-894-3339

問合せ

検 索長崎っ子の心を見つめる

学校や家庭、地域が一体となって｢心豊か
な長崎っ子｣を育てるために、県内すべて
の公立小･中･高･特別支援学校で心を育
む教育活動を公開します。お気軽にお越
しください。

■とき／5月1日(火)～7月31日(火)
                 の間で各学校が設定する１週間
※開催期間や内容は学校によって異なります

｢長崎っ子の心を見つめる
教育週間｣　

◎児童扶養手当(月額)　
　全部支給：42,500円　
　一部支給：42,290円～10,030円
■第2子加算額
　全部支給：10,040円　
　一部支給：10,030円～5,020円
■第3子加算額
　全部支給：6,020円　
　一部支給：6,010円～3,010円
◎特別児童扶養手当(月額)
　一級：51,700円
　二級：34,430円

児童扶養手当・特別児童扶養
手当の額の改正

県の生活衛生課
☎095-895-2363

問合せ

検 索長崎県 住宅宿泊事業法

｢民泊｣には事前の届出が
必要です！

宿泊料を得て、自宅や空き家等に人を
宿泊させる｢民泊｣を、住宅宿泊事業法
に基づいて行う場合には、事前に県へ
の届出が必要です。詳細は観光庁｢民泊
制度ポータルサイト｣、または県の生活
衛生課ホームページをご覧ください。

■応募方法／作品と応募用紙を提出
　　　　　　（複数の応募可）
■対　　象／県内在住の方
■申　　込／6月1日(金)～9月28日(金)
②食育ボランティアの募集
地域や学校、幼稚園、保育所などで食育
についての知識を広め、調理実習や体験
活動などを行う｢食育ボランティア｣を募
集します。
■対象／県内に居住または勤務してい
　　　　る18歳以上の個人、県内で活動
　　　　している団体・企業
■申込／6月1日(金)～8月31日(金)

県内で企画･開発された優れたデザインの
商品を募集し、選定･表彰します。
■募集する商品
昨年4月1日から今年3月31日までに商品
化され、現在も販売されており、今後も生
産が可能な商品
※期間中にデザインを改良した商品も対象
■対象／県内に事業所を置く企業、団体、 
                        個人
■申込／6月30日(土) まで

長崎こども・女性・障害者支援センター
☎095-846-5115

問合せ

①6月19日(火)
②7月17日(火)
③8月21日(火)

佐世保市中央保健福祉
センター
(佐世保市高砂町)

①7月  3日(火)
②8月  7日(火)
③9月  4日(火)

長崎こども・女性・
障害者支援センター
(長崎市橋口町)

と　き ところ

ギャンブル依存症問題を抱える家族が、病
気についての正しい知識や本人への適切な
対応方法を学ぶ教室です。

※①～③の3回のプログラムですが、途中
    参加もできます。(要申込)
■内容／①依存症とは？家族としての対応
　　　    ②借金への対応について
　　　   ③当事者・家族からのメッセージ

検 索長崎県 ギャンブル依存症

ギャンブル依存症
家族教室 無料
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学校や家庭、地域が一体となって｢心豊か
な長崎っ子｣を育てるために、県内すべて
の公立小･中･高･特別支援学校で心を育

お知らせ

県の生活衛生課
☎095-895-2364

問合せ

検 索長崎県生活衛生課

カネミ油症認定患者の
健康実態調査　

県内にお住まいのカネミ油症認定患者の
方を対象に健康実態調査を行っていま
す。調査にご協力いただいた方には健康
実態調査支援金が支給されます。
■対　象／3月31日までにカネミ油症
                      の認定を受けている方
■受　付／6月30日(土)まで（消印有効） 
※調査に関する通知が届いてない方で、
　調査にご協力いただける方はご連絡
　ください。

◎内容
■診　断／30,800円を補助
■計　画／35,000～70,000円を補助
■改　修／最大100万円を補助

■申　込／①②とも事業を実施する市町
　　　　　へ申請
※いずれも着手前に申請が必要

｢長崎デザインアワード2018｣
商品の募集

暮らしに役立つ情報をお届けするけん！
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