
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感染拡大の影響により、
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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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

「長崎県福祉のまちづくり
表彰」候補者募集
高齢者や障害者などに配慮し、全て
の人が自由に活動できるよう率先し
て福祉のまちづくりに取り組んでい
る団体および個人を募集しています。

●募集期間／11月9日（月）～
　　　　　　12月21日（月）
●応募方法／申込書をウェブサイトか

らダウンロードし、必要
事項を記入して郵送

検索長崎県　福祉のまちづくり

問合せ 県の福祉保健課
☎095-895-2416

長崎県航空機産業クラスター
協議会ロゴデザイン募集
県内航空機産業の振興を目的に設立
した長崎県航空機産業クラスター協
議会のロゴデザインを募集します。最
優秀賞に選ばれた作品は、協議会の
情報発信などに使用します。 
●募集期間／11月30日（月）まで
　　　　　　※必着
●選 定 数／最優秀賞1点、優秀賞2点
　　　　　　※副賞あり
●応募資格／県内にお住まいの方

検索長崎県　航空機　ロゴ

県の企業振興課
☎095-895-2634

長崎県てんかん診療拠点
医療機関による相談支援
県では、国立病院機構長崎医療セン
ターをてんかん診療拠点に指定し、て
んかんに関する総合的な相談を受け付
けています。てんかんに関する生活上の
悩み･困りごとなど、ご相談ください。
●対　象／てんかん患者やその家族など

◎相談窓口
●てんかんセンター（長崎医療センター内）
　☎0957-52-3121
　月～金曜　9時～16時30分
　※土･日曜、祝日を除く

検索長崎　てんかんセンター

問合せ 県の障害福祉課
☎095-895-2456

調理師業務従事者の届出
についてご協力ください
調理師として働いている方は、就業場
所などを2年ごとに県へ届けること
が義務付けられています。
●届出期間／来年1月4日（月）
　　　　　　～15日（金）まで
●対　象／12月31日現在、給食施設

や飲食店などで調理の業
務に従事している調理師

●届出先／就業場所を管轄する県の
保健所

※就業場所が長崎市または佐世保市
　の方は、県の国保･健康増進課また
　は調理師関係団体

検索長崎県　調理師業務従事者届

問合せ 県の国保･健康増進課
☎095-895-2495

無料

職場環境づくり
アドバイザーを派遣します
県では、誰もが働きやすい職
場づくりに積極的に取り組む優良企
業をＮぴか企業として認証していま
す。Ｎぴかの認証取得を希望する事
業所などへアドバイザー（社会保険
労務士）を派遣します。
●対　象／県内の事業所など
●派遣回数／1事業所3回まで
　　　　　　（1回2時間程度）
●募集締切／来年1月22日（金）まで
※申し込み時に、Ｎぴか審査票の
　自己チェックが必要です

検索職場環境づくりアドバイザー

問合せ 県の雇用労働政策課
☎095-895-2714

無料
長崎県農泊開業セミナー
自宅などを活用した宿泊サー
ビスを農林漁業体験と合わせて提供
する「農泊」の開業を検討している方
などを対象にセミナーを開催します。
●と　き／12月17日（木）
　　　　　13時30分～16時
●ところ／県庁（長崎市尾上町）
※県の各振興局でオンライン参加も
　できます
●対　象／どなたでも
●申　込／12月4日（金）まで

検索るーらる長崎

問合せ 県の農山村対策室
☎095-895-2915

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
11月1日（日）
14時キックオフ 水戸ホーリーホック

11月4日（水）
19時キックオフ FC町田ゼルビア

11月11日（水）
19時キックオフ ファジアーノ岡山

11月15日（日）
14時キックオフ FC琉球

11月25日（水）
19時キックオフ 松本山雅FC

11月28日（土）
14時キックオフ アルビレックス新潟

みんなで楽しく
エコロジーシリーズ
「蕎麦挽き･蕎麦打ち体験」
収穫した蕎麦を使っ
た十割蕎麦打ちを体
験して、旬の味を満
喫しながら食の大切
さや安全について考
えてみませんか。
●と　き／12月12日（土）～13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／大　人 2,300円
　　　　　子ども 2,100円
●申　込／12月2日（水）まで

検索西彼青年の家

問合せ 西彼青年の家
☎0959-32-1337

そ ば

今年はWEBでつながろう!
NAGASAKIしごとみらい博2020
地元企業と学生の交流会をオンライ
ンで開催します。県内で働く先輩から
企業の特徴や仕事のやりがいなどを
直接聞くことができます。
11月16日（月）から企業
PR動画を公開しますの
で、視聴の上参加されるこ
とをおすすめします。
●と　き／12月5日（土）･6日（日）
●対　象／大学･大学院･短期大学・専

門学校の全学年及び保護
者など（既卒･高校生も可）

●申　込／12月4日（金）正午まで
問合せ ジョブネットワークセンター

☎095-843-6647

11月12日～11月25日は、
「女性に対する暴力を
なくす運動」期間です!

検索DV相談　長崎

◎相談窓口
●長崎こども･女性･障害者支援センター
　☎095-846-0560
　月～金曜　9時～17時45分
●佐世保こども･女性･障害者支援センター
　☎0956-24-5125
　月～金曜　9時～17時45分
●長崎県男女共同参画推進センター
　「きらりあ」
　☎095-822-4730（一般相談）
　月～金曜　9時～17時
　☎095-825-9622（男性相談）
　毎月第2､4 水曜　18時～21時
※受付時間はいずれも
　土･日･祝日、年末年始除く

DV（ドメスティック・バ
イオレンス）や性犯罪、
ストーカー行為、セク
シュアル・ハラスメント
などは、女性の人権を
侵害するものです。悩んでいる方がい
たら、相談窓口を知らせてください。

介護のしごと再就職準備金
介護の資格をお持ちの方が再就職
する際に準備金の貸付を行っていま
す。再就職した日から2年間継続し
て勤務すると、返還が免除されます。
●対象者／県内の介護職場へ介護職

員などとして再就職しよ
うとする方で以下の要件
を満たす方

①有資格者として介護職員などの
　実務経験が1年以上
②離職期間が6カ月以上
③長崎県福祉人材センターに求職
　登録されている方

●貸付額／40万円以内
●貸付利子／無利子

検索長崎県社協　再就職準備金

問合せ （社福）長崎県社会福祉協議会
☎095-894-4027

催しもの

募　集お知らせ

問合せ

ヒストリー･ハンターズ
～長崎に集いしハンター達
　の祭典～
県内各地に隠された宝箱を、宝の地図
で探し出す周遊イベントです。宝箱を見
つけた方には、抽選で地域の特産品な
ど豪華賞品をプレゼント。ぜひこの機
会に、Go Toトラベル事業を利用し、県
内をお得に旅しませんか。
●と　き／11月1日（日）～2月28日（日）
●ところ／県内12市町
●参加費／無料

検索ながさき旅ネット

問合せ 長崎県観光連盟
☎095-826-9407

そ ば ひ

た ち



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。
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新型コロナウイルス感染症
に関する健康相談
新型コロナウイルス感染症に伴う健
康不安や陽性者との接触の不安に
ついては以下へご相談ください。

新型コロナウイルスの感染
段階に応じた対応の目安
新型コロナウイルス感染拡大の状況
に応じて5つの段階(ステージ1～5）
に区分し、ステージごとの対応の目安
を定めています。県は、この目安に基
づいて必要な対策に取り組みます。 
現在のステージや詳しい内容につい
ては、ウェブサイトをご確認ください。

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

検 索長崎県　新型コロナウイルス

検索上手な医療のかかり方

問合せ 県の医療政策課
☎095-895-2464

個人事業税（第2期分）の
納期限は11月30日（月）です

11月10日に、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」「LINEPay」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拡大の影響
により納付が困難な場合は納期限ま
でに最寄りの振興局税務部（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

ペ 　 イ 　 ペ 　 イ ラ　イ　ン　ペ　イ

健康管理に必要な受診を
お願いします 
新型コロナウイルス感染の懸念から、
必要な医療機関への受診を自己判断
で控えると、持病が悪化したり、免疫
力が低下する場合があります。 
医療機関では感染防止の取り組みが
行われていますので、具合が悪いなど
健康に不安がある場合は、まずはか
かりつけ医に相談しましょう。

検索ながさきオンライン文化祭

問合せ
県の文化振興課
☎095-895-2764

ながさきオンライン文化祭
新型コロナウイルス感染拡大の影響
で、文化芸術活動の発表の場が減少
していることから、若者が文化芸術活
動を発表する「ながさきオンライン文
化祭」を開催します。応募作品を公式
ウェブサイトで公開しますので、ぜひ
ご覧ください。
●と き／12月上旬公開
●部 門／音楽、アート（美術）、ダンス 

検 索長崎県地域づくり推進課

問合せ 県の地域づくり推進課
☎095-895-2245

地域コミュニティ活動に
参加しましょう！
地域で安心して快適に暮ら
すには、ご近所同士のつな
がりや助け合いが大切です。自治会 ･
町内会をはじめ、老人クラブや婦人
会、子ども会などが地域をよりよくす
るために活動しています。新たに転入
された皆さんも、まずは自治会･町内
会に加入し、身近な活動から参加して
みませんか。

検索N-CHAT

問合せ 県の福祉保健課
☎095-895-2410

健康管理アプリ「N-CHAT」
新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ
ため、企業や各種団体、社会福祉施
設、教育機関などに対して、スマート
フォンを利用する健康管理アプリ
「N-CHAT」を無償で提供していま
す。従業員などがこのアプリを使って
毎日の体温や体調を入力すると、組
織の健康管理者が結果をグラフなど
で確認することができ、全体の傾向
を把握できます。感染拡大防止の手
段としてご活用ください。

※詳しくは県のウェブサイトをご覧く
　ださい

検索長崎県 コロナ目安

問合せ
県の新型コロナウイルス
感染症対策戦略チーム 
☎095-894-3189

エ ヌ チ  ャ  ッ  ト
※平日9時～17時30分


