
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

県職員の募集
【医師】
県の保健所や県庁で、公衆衛生に関す
る業務に従事する職員を募集します。
●対　象／医師免許をお持ちの方
　　　　　（取得見込みを含む）で、
　　　　　65歳に達していない方
●定　員／若干名 
●申　込／3月26日(金)まで 

【獣医師】
県の家畜保健衛生所や食肉衛生検
査所などで、家畜の保健衛生･防疫、
と畜検査、食品･環境に関する業務に
従事する職員を募集します。県外に
お住まいの家族や知人の方にもお知
らせください。
●対　象／獣医師免許をお持ちの方
　　　　　（取得見込みを含む）で、
　　　　　昭和50年4月2日以降に
　　　　　生まれた方
●定　員／7 名程度
●申　込／10月14日(水)まで
●試験会場／北海道、東京、大阪、福岡 

検 索長崎県職員採用

問合せ 県の福祉保健課
☎095-895-2410

問合せ 県の畜産課
☎095-895-2951

ボランティアチャレンジ2020
子どもから大人まで気軽に体験でき
るボランティア活動への参加者を募
集しています。
●と　き／10月1日（木）～3月31日

（水）で受入施設などが定
める期間

　　　　　※1日のみの体験も可能
●ところ／県内の社会福祉施設、
　　　　　ボランティア関係団体など
●申　込／期間中随時受付

検索長崎県社会福祉協議会

問合せ 県や市町の社会福祉協議会
☎095-846-8618（県社協）

秋の自然の学校
｢森の焼きもの工房｣
～オリジナルピザ作り～
自分たちで作った窯で生地から手作
りのピザを焼き上げ、おいしくいただ
きます。
●と　き／10月17日（土）～18日（日）
●ところ／西彼青年の家（西海市西海町）
●対　象／どなたでも
●参加費／子ども2,100円
　　　　　大　人2,300円
●申　込／10月7日（水）まで

検索西彼青年の家

問合せ 西彼青年の家
☎0959-32-1337

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。開催地近くにお住まいの家
族や知人の皆さんへお知らせください。

TKPガーデンシティ
PREMIUM広島駅北口
（広島市東区）

9月12日（土）
13時～17時

9月26日（土）
11時30分～
16時30分

博多バスターミナル
（福岡市博多区）

と　き と こ ろ

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

無料
介護に関する入門的研修
介護業務に携わるための基
本的な知識と技術を学べます。介護
の仕事を目指している方をはじめ、家
族の介護でお悩みの方なども受講で
きます。全21時間（3日間）のうち、3
時間の初歩的な部分のみの受講も可
能です。

11月28日（土）､29日（日）
12月5日（土）

長崎交通産業
ビル

11月22日（日）､29日（日）
12月6日（日）

西彼保健福祉
センター遊湯館

11月1日（日）､7日（土）
8日（日）

佐世保市中部
地区公民館

10月18日（日）､24日（土）
25日（日）

平戸市未来
創造館

10月4日（日）､10日（土）
11日（日）

諫早市中央
公民館

11月1日（日）､8日（日）
15日（日）

島原市有明
公民館

1月9日（土）～11日（月・祝）福江文化会館

1月23日（土）～25日（月） 新上五島町石油
備蓄記念会館

1月9日（土）～11日（月・祝）壱岐文化ホール

1月30日（土）～2月1日（月） 対馬市交流
センター

※事前申込が必要です

検索長崎県　介護　入門的

問合せ （株）ニチイ学館長崎支店
☎095-827-3705

県立農業大学校
令和3年度学生募集【推薦】

●試験日／10月9日（金）
●学　科／野菜･花き･果樹･畜産
●対　象／来春県内の高校を卒業見

込で、県内で就農または農
業関連産業へ従事する強い
意欲があり、在学する学校
長の推薦を受けた方

●申　込／9月1日（火）～23日（水）

検索長崎県立農業大学校

問合せ 県立農業大学校
☎0957-26-1016

入学金・授業料無料
農業の専門的な
知識や技術、経営
を実践的に学ぶ学
生を募集します。

無料
共生社会セミナー
障害のある人もない人も安心
して暮らせる長崎県について考える
セミナーです。

●対　象／どなたでも
●申　込／8月3日（月）～
　　　　　9月18日（金）
●定　員／各会場40名
　　※事前申込が必要です

10月15日（木）
13時30分～16時

長与町老人福祉センター
（長与町嬉里郷）

10月16日（金）
13時～15時30分

有川総合文化センター
（新上五島町有川郷）

10月20日（火）
13時～15時30分

五島市福江総合福祉保健
センター（五島市三尾野）

11月8日（日）
13時30分～16時

県庁
（長崎市尾上町）

と　き と こ ろ

検 索長崎県　共生社会セミナー

問合せ 県の障害福祉課
☎095-895-2451

入学金・授業料無料

県立高等技術専門校
令和3年度入校生募集

就職に役立つ知
識や資格を身に
付け、長崎県を支
える技術者を目
指しませんか。

検索長崎高等技術専門校

問合せ
長崎校　　☎095-887-5671

検 索佐世保高等技術専門校
佐世保校　☎0956-62-3799

◎推薦
●試験日／10月1日（木）
●申　込／9月10日（木）～24日（木）
●対　象／来春高校を卒業見込の方
　　　　　など
◎一般
●試験日／10月29日（木）
●申　込／10月8日（木）～22日（木）
●対　象／平成15年4月1日以前に
　　　　　生まれた方など

募　集 里親出前講座

里親制度への理解を深め、里親に
なっていただく方を増やすため、県内
各地で出前講座を行っています。

9月9日（水）
14時～15時

川棚町中央公民館
（川棚町中組郷）

9月24日（木）
11時～12時

五島市福江総合福祉
保健センター
（五島市三尾野）

9月29日（火）
11時30分～
12時30分

小値賀町地域
福祉センター
（小値賀町笛吹郷）

9月29日（火）
14時～15時

雲仙市役所
千々石総合支所
（雲仙市千々石町）

10月9日（金）
15時～16時

島原市有明総合
文化会館
（島原市有明町）

10月11日（日）
11時～12時

県庁
（長崎市尾上町）

10月12日（月）
14時～15時

大村市こどもセンター
（大村市本町）

10月29日（木）
14時～15時

平戸市福祉保健センター
（平戸市田平町）

10月15日（木）
14時～15時

佐世保市中央保健
福祉センター
（佐世保市高砂町）

と　き と こ ろ

検 索長崎県　里親出前講座

問合せ 長崎県里親育成センター｢すくすく｣
☎0957-53-7343

無料 申込不要

無料
生涯現役応援セミナー
就労やボランティア活
動といった社会参加に
よる認知症予防などの効果や、介護従
事者をサポートする仕事についてご紹
介します。
●対　象／おおむね60歳以上の方

※事前申込が必要です

9月22日（火・祝）
13時30分
　～15時30分

県庁
（長崎市尾上町）

10月9日（金）
13時30分
　～15時30分

アルカスSASEBO
（佐世保市三浦町）

10月17日（土）
13時30分
　～15時30分

シーハットおおむら
（大村市幸町）

と　き と こ ろ

検 索ながさき生涯現役応援センター

問合せ ながさき生涯現役応援センター
☎095-843-0219

9月20日～26日は
｢動物愛護週間｣
県内各地で犬のしつけ方教室や動物
とのふれあい体験などを行います。

ポスターなどの資料を展示します。

9月12日（土） 平戸公園ふれあい広場（平戸市岩の上町）

9月19日（土） 豊玉パールドーム（対馬市豊玉町）

9月26日（土）

出島ワーフ横三角広場
（長崎市出島町）
イオン壱岐店横芝生広場
（壱岐市芦辺町）

と　き と こ ろ

9月18日（金）
～22日（火・祝）

佐世保市立図書館
（佐世保市宮地町）

9月19日（土）
～27日（日）

五島市立図書館
（五島市池田町）

と　き と こ ろ
と　き と こ ろ

検 索長崎県　動物愛護週間行事

問合せ 県の生活衛生課
☎095-895-2364

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
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秋の全国交通安全運動
一人一人が交通ルールを守り、交通マ
ナーを高めて交通事故にあわないよう、
また、起こさないよう注意しましょう。
●期　間／9月21日（月）～30日（水）

問合せ 県の交通･地域安全課
☎095-895-2341

◎重点
●子供を始めとする歩行者の安
　全と自転車の安全利用の確保
●高齢運転者等の安全運転の励行
●夕暮れ時と夜間の交通事故の
　防止と飲酒運転等の危険運転
　の防止

◎口座（郵便振替）
日赤令和2年7月豪雨災害義援金
口座記号番号:00110-8-588189
※銀行口座も開設されています
日本赤十字社長崎県支部
（☎095-846-0680）までお
問い合わせください

令和2年7月豪雨災害義援金
県では、県庁や各振興局などに募金
箱を設置し、義援金を募集していま
す。また、日本赤十字社の口座へ直
接入金することもできます（12月28
日まで）。皆さんのご協力をお願いし
ます。

問合せ 県の福祉保健課
☎095-895-2416

9月～10月は
｢秋の農作業安全確認運動｣
毎年、農作業中の事故により尊い命
が失われています。特に、高齢者によ
るトラクターの操作ミスでの転倒や
転落事故が多くなっています。農作
業の機会が増えるこの時期に日頃の
作業を振り返り、一層の農作業安全
に努めましょう。

検索長崎県農業経営課

問合せ 県の農業経営課
☎095-895-2933

お知らせ

ひとり親世帯への
臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響に
よるひとり親世帯の子育て負担の増
加や収入の減少に対する支援を行う
ため、臨時特別給付金を支給します。
申請手続きや支給時期などの詳細
は、お住まいの市町の窓口にお問い
合わせください。

検索長崎県　臨時特別給付金 検索長崎県　災害義援金

問合せ 県のこども家庭課
☎095-895-2443

検 索長崎県　業種別ガイドライン

問合せ 県の新型コロナウイルス感染症
対策本部事務局
☎095-894-3191

1．基本給付
　●対象となる方
　　①令和2年6月分の児童扶
　　養手当が支給される方

　　②公的年金など受給してお
　　り、令和2年6月分の支給
　　が全額停止される方

　　③新型コロナウイルス感染症
　　の影響を受けて家計が急変
　　するなど、収入が児童扶養
　　手当を受給している方と同
　　じ水準となった方

　●給付額／1世帯5万円、第2
　　　　　　子以降1人につき
　　　　　　3万円
2．追加給付
　●対象となる方
　　1の①または②に該当する方
　　のうち、新型コロナウイルス
　　感染症の影響により、家計が
　　急変し、収入が減少した方
　●給付額／1世帯5万円

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

業種ごとの感染拡大予防
ガイドラインの実践について
事業者の皆さんは、営業されるにあ
たり、業種ごとに公表されているガイ
ドラインに沿った感染防止対策の徹
底をお願いします。

◎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　☎095-801-1712
　佐世保市保健所☎0956-25-9809
　西彼保健所　　☎095-856-5059
　県央保健所　　☎0957-26-3306
　県南保健所　　☎0957-62-3289
　県北保健所　　☎0950-57-3933
　五島保健所　　☎0959-72-3125
　上五島保健所　☎0959-42-1121
　壱岐保健所　　☎0920-47-0260
　対馬保健所　　☎0920-52-0166
※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

検索長崎県　新型コロナウイルス


