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催しもの
第21回長崎県障害者芸術祭
出演者の募集について
障害のある人とない人による
ベートーベンの交響曲「第九」合唱の
参加者や器楽演奏や歌･踊りなどの
演目の出演団体を募集します。 
●と　き／12月6日（日）
●ところ／平戸文化センター
　　　　  （平戸市岩の上町）
●対　象／①合唱:定員50名（障害者

とその家族など関係者を
優先） 
※事前練習会（7～12月）に
　参加できる方
②演目:障害者グループ、団体

●申 　込／6月10日（水）まで

検索長崎県障害者芸術祭

問合せ 長崎県障害者社会参加推進センター
☎095-842-8178

暮らしに役立つ情報を伝えるけん！

健康づくりにつながる情報に
「健康長寿日本一長崎県民運動
ロゴマーク」を表示しています

無料

無料

「長崎いのちの電話」
春の公開講演会と
ボランティア養成講座
自殺問題への理解を深めるための講
演会を開催します。

検索長崎いのちの電話

問合せ 長崎いのちの電話事務局
☎095-843－4410

●と　き／5月16日（土）14時～
●ところ／長崎県総合福祉センター
　　　　  （長崎市茂里町）
●内　容／性暴力被害者支援に携わっ
　　　　　てきた方による講話
●対　象／どなたでも
●申　込／前日まで

●対　象／前期9回：原則として22歳～
　　　　　68歳までの方
　　　　　後期9回：前期を受講し、
　　　　　面接を通過した方
●申　込／5月31日（日）まで

自殺予防の電話相談ボランティアを
養成する講座（全18回、有料）を開催
します。

※土・日・祝日は長崎県相談センター
　（☎070-4223-4371、
  　☎070-2667-3211）、
　または長崎市･佐世保市保健所へ

無料

「看護の日」･「看護週間」
記念行事

5月12日の「看護の日」、5月10
～16日の「看護週間」に合わせ
て、「看護の心をみんなの心に」
をテーマに講演会や健康･看護
に関する相談会などを開催します。詳
しくはホームページをご覧ください。

検索長崎県　看護の日

問合せ 県の医療人材対策室
☎095-895-2423

県職員と警察官の募集

●一次試験／①②6月28日（日）
　　　　　　　③7月12日（日）
●申　　込／5月11日（月）～29日（金）
※試験案内・申込書は県庁や各振興局、
ホームページで入手できます

●対　象／助成金：有給休暇を取得
した対象労働者に支払っ
た賃金相当額×10/10
（1人当たり8,330円/日
が上限） 
支援金:就業できなかっ
た日（定額4,100円/日）

●申　込／6月30日（火）まで

検索長崎県人事委員会

問合せ 県の人事委員会事務局
☎095-894-3542

検 索小学校休業等対応

問合せ 学校等休業助成金･支援金等相談
コールセンター
☎0120-60-3999

◎県職員
①大学卒業程度（行政、教育事
　務、土木など）
②大学卒業程度（行政など）：民間
　（U・Iターン型／海外経験者）
◎警察官
③警察官Ⅰ類

募　集

お知らせ

看護職員合同就職説明会
看護学生や求職中の看護職員
を対象に、県内の医療機関による合
同就職説明会を開催します。

検索長崎県看護職員合同就職説明会

問合せ 県の医療人材対策室
☎095-895-2423

佐世保市体育文化館
（佐世保市光月町）

県庁
（長崎市尾上町）

5月30日（土）
13時～16時
※受付は
　15時15分まで

5月23日（土）
13時～15時
※受付は
　14時30分まで

と　き と こ ろ

無料

無料
ながさき暮らし相談会
専門の就職支援員や市町の
移住担当者に仕事や住まいなどの相
談ができます。会場近くにお住まいの
家族や知人の方にお知らせください。

新型コロナウイルスの影響により、延期・中
止・内容変更になる場合があります。事前
にウェブサイトやお電話でご確認ください。

検索ながさき移住

問合せ ながさき移住サポートセンター
☎095-894-3581

JR博多シティ
（福岡市博多区）

5月31日（日）
10時～17時

5月10日（日）
11時30分～
16時30分

5月30日（土）
14時～19時

大阪天満橋OMMビル
（大阪市中央区）

AP大阪駅前
（大阪市北区）

と　き と こ ろ

がまだすドーム
｢いのりの灯｣
雲仙･普賢岳噴火災害を知らない子
どもたちに噴火災害の脅威や教訓を
伝え、犠牲者追悼のため千本のキャ
ンドルをともします。
●と　き／6月3日（水） 17時20分～

検索がまだすドーム

問合せ がまだすドーム（雲仙岳災害記念館）
☎0957-65-5555

ともしび新型コロナウイルス感染症
を疑う方はご連絡ください 

検索長崎県　新型コロナウイルス

風邪の症状や37.5℃以上の発熱が
4日以上続いている方、強いだるさ
（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）があ
る方はご連絡ください。
※高齢者や基礎疾患がある方などは、
　2日程度続く場合

◎帰国者･接触者相談センター
○開設時間／平日9時～17時30分 

小学校休業等対応助成金･
支援金をご利用ください
新型コロナウイルス感染症による小
学校などの臨時休業によって、仕事
を休まざるをえなくなった保護者の
皆さんを支援するため、有給休暇を
取得させた事業主向けの助成金や、
個人で業務委託などを受けて仕事を
されている方向けの支援金の申請を
受け付けています。 

検 索長崎県　中小企業向け融資制度

問合せ ○融資申し込みや返済に関すること：
　県制度融資取扱金融機関
○資金繰り相談：県の経営支援課
　☎095-895-2651

中小企業向け融資制度 
「緊急資金繰り支援資金」を
ご利用ください 
経営環境の急激な悪化に対応するた
め、県内の金融機関で緊急資金繰り
支援資金の取り扱いが始まりました。
●対　象／新型コロナウイルス感染

症の影響により、経営の
安定に支障が生じている
中小企業者

●限度額／1企業当たり1億円
●貸付利息／年1.3％ 
●保証料／年0.05％～0.9%
※ただし、市町長から危機関連保証ま
　たはセーフティネット保証の認定を受
　けることで、4号および危機関連保証
　は年0.05%、5号は年0%になります  

労働相談窓口をご利用ください
新型コロナウイルス感
染症の影響による休暇、休業、解雇な
どを含むさまざまな労働に関する相
談を受け付けています。 

検 索長崎労働相談情報センター

問合せ 県の雇用労働政策課
☎095-895-2714

相談無料

※いずれも祝日を除く

◎長崎労働相談情報センター
（県庁内）

　0120-783-258または　
　0120-783-369
▶電話および面談による相談
　●と　き／平日9時～17時
▶弁護士による相談
　※事前予約が必要
　●と　き／毎月第4水曜
　　　　　　13時30分～15時30分

※電話相談が難しい方はファックスでも相
　談できます。相談票をホームページから
　ダウンロードしてご利用ください

長崎市保健所
佐世保市保健所
県南保健所
県央保健所
県北保健所
対馬保健所
壱岐保健所
五島保健所
西彼保健所
上五島保健所 

☎095-801-1712
☎0956-25-9809
☎0957-62-3289
☎0957-26-3306
☎0950-57-3933
☎0920-52-0166
☎0920-47-0260
☎0959-72-3125
☎095-856-5059
☎0959-42-1121

けんたい

個人向けの緊急小口資金など
の特例貸付を行っています
新型コロナウイルス感染症の影響
による休業や失業などで、一時的に
資金が必要となったり、生活の維持
が困難となったりした世帯を対象
に、無利子の特例貸付を実施してい
ます。詳しくはお住まいの市町の社
会福祉協議会へお問い合わせくだ
さい。 

検 索長崎県　個人向け　緊急小口資金

無料

ハンセン病療養所
入所者の作品展
ハンセン病を正しく理解して
いただくため、本県出身入所者の絵
画、小説、詩歌などの作品や啓発パネ
ルを展示します。
●と　き／6月9日（火）～14日（日）
　　　　　10時～19時
●ところ／長崎県美術館（長崎市出島町）

検索長崎県美術館　ハンセン病

問合せ 県の国保･健康増進課
☎095-895-2496
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長崎県人材活躍支援センター
をご利用ください
県内で働きたい皆さんの
就職活動を応援します。さまざまな
求職者のニーズに応じた相談受付か
ら職業紹介まで、ワンストップでサ
ポートします。
※長崎県総合就業支援センターから
名称が変わりました

●所 在 地／長崎西洋館
　　　　　　（長崎市川口町）
●開所時間／平日10時～18時30分

検索長崎県人材活躍支援センター

問合せ 県の雇用労働政策課
☎095-895-2711

児童扶養手当･特別児童
扶養手当の額の改定

検索長崎県　各種手当

問合せ 県のこども家庭課
☎095-895-2443

令和2年4月分から手当額が改定
されました。

●児童扶養手当（月額）
　全部支給：43,160円
　一部支給：43,150円
　　　　　　　 ～10,180円
●第2子加算額
　全部支給：10,190円
　一部支給:10,180円
　　　　　　　　～5,100円
●第3子加算額
　全部支給：6,110円
　一部支給：6,100円
　　　　　　　　～3,060円
※5月定期支払い分から変更
●特別児童扶養手当（月額）
　一級 52,500円
　二級 34,970円
※8月定期支払い分から変更

特別障害者手当などの
額の改定

検索長崎県　特別障害者手当

問合せ

●特別障害者手当（月額）
　27,350円
●障害児福祉手当（月額）
　14,880円
●経過的福祉手当（月額）
　14,880円

令和2年4月分から手当額が改定さ
れました。

Ｖ・ファーレン長崎
ホームゲーム

●ところ／トランスコスモススタジアム
　　　　　長崎（諫早市宇都町）
※できるだけ公共交通機関をご利用ください

検索Ｖ・ファーレン長崎

問合せ （株）Ｖ・ファーレン長崎
☎0957-43-2095

みんなでV・ファーレン
長崎を応援しましょう！ ©VVN

と　き 対戦チーム

松本山雅FC

アルビレックス新潟

5月10日(日)
14時キックオフ

5月16日(土)
14時キックオフ

5月30日(土)
14時キックオフ

FC琉球

モンテディオ山形6月14日(日)
18時キックオフ

相談無料

性暴力被害者支援
「サポートながさき」
性暴力の被害に遭われ
た方が必要な支援を受けられるよう
サポートします。
●相談時間／平日9時30分～17時
●支援内容／女性相談員による電話
　やメール、面接での相談、医療機関
　や弁護士、臨床心理士の紹介およ
　び付き添いなど

検索サポートながさき

問合せ （公社）長崎犯罪被害者支援
センター内「サポートながさき」
☎095-895-8856

相談無料

自動車税種別割の納期限
は6月1日(月)です 
納税通知書兼納付書を5月8日（金）
に発送します。お近くの金融機関や
コンビニでの納付のほか、ウェブサイ
ト「 Yahoo!公金支払い」でのクレ
ジットカード納付や、モバイル決済
「PayPay」「LINE Pay」で納期内
に納めましょう。なお、障害者手帳な
どをお持ちの方は、減免される場合
がありますので、お問い合わせくだ
さい。

検索長崎県　自動車税

問合せ 各振興局税務窓口
長崎 ☎095-821-8835
県央 ☎0957-22-0508
県北 ☎0956-23-1400
五島 ☎0959-72-1575
壱岐 ☎0920-47-1111
対馬 ☎0920-52-1311

事業所でお使いの照明
器具をご確認ください！
昭和52年3月以前に建築された建物
には有害な化学物質であるポリ塩化
ビフェニル（PCB）を含んだ照明器具
が設置されていることがあり、この器
具は、令和3年3月末までに処分する
ことが法律で義務付けられています。
対象の建物を所有する事業者は、県の
ホームページで調査方法を確認の上、
期限内に適正に処理してください。

検索長崎県　PCB使用安定器

問合せ 県の資源循環推進課
☎095-895-2373

市にお住まいの方は市の福祉事
務所、町にお住まいの方は県の
福祉事務所（小値賀町は町の
福祉事務所）
県の障害福祉課
☎095-895-2453
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