
ここから下は広告です。広告内容については、広告主にお問い合わせください。 長崎県では、収入確保対策として有料広告を掲載しています。広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、県が奨励するものではありません。

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。
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催しもの

暮らしに役立つ情報を伝えるけん！

個人事業税（第1期分）の
納期限は8月31日（月）です

8月7日頃に、納税通知書兼納付書
を発送します。お近くの金融機関や
コンビニエンスストアでの納付のほ
か、モバイル決済「PayPay」「LINE 
Pay」などで納期内に納めましょう。
納付は、便利で安心かつ確実な口座
振替がおすすめです。なお、個人事業
税は必要経費に算入できます。
※新型コロナウイルス感染症の影響
により納付が困難な場合は最寄り
の振興局税務担当課までお問い合
わせください

検索長崎県　個人事業税

問合せ 各振興局税務担当課
長　崎　☎095-822-3104
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

戦没者遺骨の身元特定のための
DNA鑑定対象地域の拡大

国では、沖縄や南方地域で収集された
戦没者の遺骨について、ご遺族からの
申請に基づいてDNA鑑定を行い、結
果に応じてご遺骨を返還しています。
今年4月からは、遺留品などの手掛か
り資料がない場合も、硫黄島および
キリバス共和国ギルバート諸島タラ
ワ環礁を対象地域として、DNA鑑定
の申請を受け付けています。詳しくは
厚生労働省のウェブサイトをご覧い
ただくか、お問い合わせください。

検索戦没者遺骨　DNA鑑定

問合せ 県の原爆被爆者援護課
☎095-895-2427

県営住宅の入居者募集
募集住宅の一覧表を8月7日（金）か
ら県住宅供給公社の本社および各地
区事務所、県庁のほか長崎・県央・県
北の各振興局などで配布します。
●申　込／8月21日（金）～24日（月）
　　　　　9時30分～17時
※県住宅供給公社本社および各地区事
務所で受付、申込多数の場合は抽選

※郵送の場合、8月14日（金）消印有効

検索長崎県住宅課

問合せ

県住宅供給公社　☎095-823-3050
佐世保事務所　　☎0956-22-9612
諫早事務所　　　☎0957-26-9053
大村事務所　　　☎0957-52-6825

「ながさき健康長寿メイト」
の募集

●対象／県内に居住または通勤・通
学されている方

●登録方法／申請書を提出、または
県のウェブサイトから電子申請

●特典／健康づくりに役立つ情報を
まとめた手帳、蛍光アームバンドな
どを進呈

検索健康長寿ながさき

問合せ 県の国保・健康増進課
☎095-895-2495

「第32回長崎県まちづくり
の絵コンクール」作品募集

あんなまち、こんなまち、住んでみた
い「理想のまち」を描いた絵画を募集
しています。
●テーマ／「できたらいいな
　　　　　  こんなまち」
●対　象／県内在住の小学生
●申　込／9月3日（木）まで
※お住まいの市町のまちづくり担当
課へ提出

検索長崎県まちづくりの絵

問合せ 県の都市政策課
☎095-894-3031

お知らせ

募　集

無料

県立高等技術専門校
「オープンキャンパス」

◎長崎校　※事前申込必要
●と　き／8月24日（月）～28日（金）
　　　　　13時30分～15時30分
　　　　　8月30日（日）
　　　　　10時～11時15分
※8月30日（日）は実習見学はで
きません

◎佐世保校
※日曜日のみ事前申込必要
●と　き／8月24日（月）～28日（金）
　　　　　13時30分～15時30分
　　　　　8月30日（日）
　　　　　10時～12時
※8月30日（日）は実習見学はで
きません

検索佐世保高等技術専門校

問合せ ☎0956-62-3799

検 索長崎高等技術専門校

問合せ ☎095-887-5671

高校生や保護者、
一般の方を対象
に、各校の概要説
明や施設見学、実
習見学などを開
催します。

農業の技術習得支援
研修生募集

●対　　象／県内での就農を目指す
64歳未満で農作業を
行える方

●申　　込／8月3日（月）～9月4日（金）
●試 験 日／9月11日（金）
●研修期間／10月から1年間
　　　　　　◎基礎技術研修2カ月
　　　　　　◎農家派遣研修10カ月
●定　　員／25名
※教材費や保険加入料などの自己負担あり

検索長崎県新規就農相談センター

問合せ 長崎県新規就農相談センター
☎0957-25-0031

受講料無料
県内で新規就
農を目指す研
修生を募集し
ます。

1等、前後賞合わせて7億円！当せん
本数21本のサマージャンボ宝くじが
発売されます。県内で販売された宝
くじの収益金は、
さまざまな事業
を通じて県民の
皆さんのために
役立てられます。
●発売期間／7月14日（火）～
　　　　　　8月14日（金）
●価　　格／1枚300円
●抽 選 日／8月21日（金）

検索宝くじ公式サイト

問合せ 県の財政課
☎095-895-2171

「サマージャンボ宝くじ」の
購入は県内で！

県職員と警察官の募集

●一次試験／①②  9月27日（日）
　　　　　　　③  9月20日（日）
　　　　　　　④10月18日（日）
●申　　込／8月3日（月）～14日（金）
※試験案内・申込書は、県庁や各振興
局、ウェブサイトで入手できます

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

◎県職員
①【短大卒業程度】
　学校栄養職員
②【高校卒業程度】
　一般事務、教育事務、林業など
◎警察官
③警察官Ⅰ類（男性・女性）［第2回］
④警察官Ⅲ類（男性・女性）

無料
ひきこもり家族教室

家族のひきこもりで悩んでい
る方を対象に家庭内のコミュニケー
ションの改善や楽な気持ちで暮らす
工夫などをテーマとした家族教室を開
催します。お気軽にご参加ください。
※事前申し込みが必要です

●ところ／長崎こども・女性・障害者
支援センター

精神科医による講話
「ひきこもりに伴う症状
と対応についての理解」

10月15日（木）

8月28日（金）

9月17日（木）

スキルの獲得（望ましい
行動を増やし、望ましく
ない行動を減らすなど）

11月19日（木） ひきこもり家族の発表
「家族からのメッセージ」

12月17日（木） 家族自身の生活を豊かに
するために（振り返り）

ひきこもり経験者の発表
「回復者からのメッセージ」

と　き と こ ろ

検 索長崎県ひきこもり地域支援センター

問合せ 長崎県ひきこもり地域支援センター
☎095-846-5115

ペ 　 イ 　 ペ 　 イ ラ イ ン

ペ 　 イ

仲間と励まし合い、楽しみながら運動
や食生活の改善に取り組み、その楽し
さや効果を家族や友人
などに伝えてくださる方
やグループ（3～5名程
度）を募集しています。

各種支援制度に関する緊急
相談窓口をご利用ください

新型コロナウイルス感染
症の影響に伴い、給付金や補助金など
の各種支援制度や融資などの申し込
みを検討している事業者の皆さんに、
専門家が活用方法をアドバイスし、申
請に必要な書類の作成などを支援す
る緊急相談窓口を設置しています。
●支援内容／各種給付金、補助金、融
　資などの申請書類作成など
●相談料／無料（1事業者3回まで）
●申込先／

検索長崎県　経営支援課　緊急相談窓口

（一社）長崎県中小企業診断士協会
☎095-832-7011
九州北部税理士会長崎県地区連絡協議会
☎095-821-0600

無料相談無料
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児童扶養手当・特別児童
扶養手当のお知らせ

現況届などの提出が必要な方には、
お住まいの市町から関係書類が送付
されますので、提出期間内に市町へ
提出してください。提出されない場
合、8月以降の手当が受けられなくな
り、2年間提出されない場合、受給資
格を失います。

検索長崎県　各種手当

問合せ 県のこども家庭課
☎095-895-2443

◎提出期間
●児童扶養手当現況届
　8月3日（月）～31日（月）
●特別児童扶養手当所得状況届
　8月12日（水）～9月11日（金）

８月は食品衛生月間です
高温・多湿の夏期は食中毒が発生し
やすい時期です。特にテイクアウト
食品は、調理から食べるまでの時間
が長くなることから、以下のポイント
に注意して食中毒を防ぎましょう。

検索長崎県　食品衛生月間

問合せ 県の生活衛生課
☎095-895-2364

◎テイクアウト食品の取り扱い
●食品の温度管理を徹底しま
しょう。

［飲食店の皆さんへ］
●施設の調理能力を超えない範
囲で、短時間で調理しましょう。

［消費者の皆さんへ］
●出前やテイクアウトした食品は、
できるだけ早く食べましょう。

「長崎県版図柄入りナンバー
プレート」を付けて長崎を
発信しよう

交付手数料に加え、1,000円以上の
寄付をするとカラー版が交付されま
す。寄付金は交通サービスの改善な
どに役立てられます。

●交付手数料／8,400円（モノトーン）～
※ディーラーや整備工場などに依頼
する場合、別途手数料がかかります

検索長崎県　ナンバープレート

問合せ 県の地域づくり推進課
☎095-895-2242

悩みを抱えている人の
サポートサイト

ウェブサイト「みんなの情報交差点 
カチッ!」では、うつ病や人間関係など
の問題で悩んでいる人や周囲で支える
人にとって役立つ相談先などの情報
を掲載しています。ぜひご覧ください。

検索みんなの情報交差点カチッ

問合せ 長崎こども･女性･障害者支援センター
☎095-846-5115

みんなの情報交差点
悩みを抱えている人のサポートサイト

カチッ！

◎帰国者・接触者相談センター
●開設時間／平日9時～17時30分
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

検 索長崎県 新型コロナウイルス

新型コロナウイルス感染症
を疑う方はご連絡ください

息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ
（倦怠感）、高熱などの強い症状のい
ずれかがある場合、発熱や咳など比
較的軽い風邪の症状が続く場合は
すぐにご連絡ください。
※高齢者や基礎疾患などがある方で
発熱や咳などの比較的軽い風邪の
症状がある場合もご連絡ください

※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

LGBT相談デーを
開設しています

性のあり方に関する悩み
や相談を専門の相談員（臨床心理
士）が電話で受け付けます。性的少数
者（LGBTなど）の方をはじめ、その
家族や友人の方などが対象です。
※相談内容の秘密
は厳守します。

　また、匿名でも相
談可能です

検索長崎県人権･同和対策課

問合せ 県の人権･同和対策課
☎095-826-5115

●と　き／毎月第3土曜
　　　　　9時30分～13時
◎専用ダイヤル
　☎090-5939-5095

相談無料


