
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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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

産業人材育成奨学金
返済アシスト事業
県の地域産業を担う若者の皆さんを
応援するため、大学などを卒業後、対
象業種の県内企業に一定期間就業し
た場合、奨学金の返済を支援します。
詳しくはウェブサイトをご覧ください。
●対　象／大学などの学生、進学予

定の高校3年生
●支援額／奨学金返済額の2分の1

以内（上限150万円）
●申　込／12月1日（火）～5月7日（金）

検索長崎県　奨学金返済アシスト

問合せ 県の若者定着課
☎095-895-2731

１等、前後賞合わ
せて10億円！当
選本数が22本の
「年末ジャンボ宝
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／11月24日（火）
　　　　　　～12月25日（金）
●価　　格／1枚300円
●抽 選 日／12月31日（木）

検索宝くじ公式サイト

問合せ 県の財政課
☎095-895-2171

検 索長崎県 チケット払戻控除

問合せ 県の税務課
☎095-895-2215

年末ジャンボ宝くじの
購入は県内で！

新型コロナウイルス感染拡大の影響
で中止などになったイベントについ
て、チケットの払い戻しを受けなかっ
た方は、その金額が個人住民税の寄
附金控除の対象になります。対象と
なるイベントや手続方法など、詳しく
はウェブサイトをご覧ください。

チケット払戻請求権を放棄
すると個人住民税の寄附金
控除を受けられます

相談無料
交通事故相談
損害賠償や示談の
進め方など、交通
事故でお困りの方
の相談を受け付け
ています。

12月10日（木）
10時～15時

12月22日（火）
10時～15時

12月24日（木）
10時～15時

大村市役所
（大村市玖島）

県北振興局
（佐世保市木場田町）

島原市役所
（島原市上の町）

と　き と こ ろ

検 索長崎県交通事故相談所

県内各地での巡回相談（予約制）も毎
月開催しています。

●相談窓口／交通事故相談所
　　　　　　（県庁内）
　☎095-824-1111
　内線：3776または3777
●相談時間／平日9時～16時

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）
※新型コロナウイルス感染拡大の影
響により変更となる可能性があり
ますので、事前にV･ファーレン長
崎のウェブサイトをご確認ください

※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

12月6日（日）
14時キックオフ モンテディオ山形

12月16日（水）
19時キックオフ ヴァンフォーレ甲府

12月20日（日）
14時キックオフ ツエーゲン金沢

無料
ギャンブル依存症家族教室
ギャンブル依存問題を抱える家
族が、依存症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。

●ところ／長崎こども･女性･障害者支援
　　　　　センター（長崎市橋口町）

門松を作って新年を迎えましょう。 
●と　き／12月26日（土） 
●対　象／どなたでも（定員20名） 
●料　金／門松（1本300円）
　　　　　ミニ門松（1個100円）
●申　込／12月19日（土）まで 

依存症とは？
家族としての対応

12月22日（火）
13：30～15：30
1月26日（火）
13：30～15：30

借金への
対応について

と　き 内　容

検 索長崎県　ギャンブル依存症　

問合せ 長崎こども･女性･障害者支援センター
☎095-846-5115

※事前申込が必要です

①わくわくもの作り工房
　｢門松･ミニ門松を作ろう!｣ 

鬼火焚きや海辺での炊飯、冬の伝統遊
びなど、さまざまな体験ができます。
●と　き／1月5日（火）～7日（木）
●対　象／小･中学生（定員20名）
●料　金／3,800 円
●申　込／12月20日（日）まで

②｢子ども遊楽塾｣～冬の陣～

検索西彼青年の家
問合せ ☎0959-32-1337

催しもの

西彼青年の家イベント

自治医科大学（栃木県）
医学部の入学者募集
卒業後、離島やへ
き地で働く医師
を養成していま
す。入学金や授業
料などの学費が
全額貸与され、一定期間、県内指定の
離島の病院などに勤務すると返還が
免除されます。
●申　込／1月4日（月）～20日（水）
●試験日／1月25日（月）、26日（火）

検索長崎県　自治医科大学

問合せ 県の医療人材対策室
☎095-895-2421

募　集

お知らせ

十八親和銀行のATMなど
オンラインサービスが休止
されます

検索十八親和銀行

問合せ 十八親和銀行お客さま照会センター
　0120-18-0218
　0120-48-0070

以下の期間中、十八親和銀行（旧十八
銀行・旧親和銀行含む）の通帳・キャッ
シュカードは、県庁内にあるATMを
含む全ての金融機関・コンビニなど
のATMで利用できません。また、イ
ンターネットバンキングなど全てのオ
ンラインサービスも休止されますの
でご注意ください。
●休止期間／12月31日（木）
　　　　　　～1月3日（日）

無料

テレワークアドバイザーを
派遣します
テレワーク導入のためのICT
活用をはじめとする環境構築や就業
規則の変更などについて相談や助言
を行うアドバイザーを派遣します。
●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／2月26日（金）まで

検索長崎県　テレワークアドバイザー

問合せ 県の雇用労働政策課
☎095-895-2714

がんばらんば長崎
うまかけん！
長崎プロジェクト

※どちらも予算に達し次第終了します

検索うまかけん長崎

問合せ 県の物産ブランド推進課
☎095-895-2621

対象のウェブサイトで県産品が2
割引で購入でき、条件を満たすと
送料無料になります。長崎ならで
はの詰め合せ「長崎満喫セット」
もあります。
●と　き／2月末まで
●対　象／e-nagasaki.com、
　　　　　長崎漁連ウェブショッピング

◎長崎よかもんキャンペーン

対象のウェブサイトで飲食店の前売
り食事券を1店舗1回あたり3,000
円以上購入すると、購入金額に応じ
て後日県産品を受け取れます。
●と　き／2月末まで
●対　象／みらいの食券、さきめし

◎長崎よかみせキャンペーン

新型コロナウイルス感染拡大の影響
を受けている県産品の製造･販売事
業者や飲食店を応援するキャンペー
ンを実施しています。

高次脳機能障害に関する
相談を受け付けています

検索長崎県高次脳機能障害支援センター

問合せ 長崎県高次脳機能障害支援センター
（長崎こども･女性･障害者支援センター内）
☎095-844-5515

相談無料高次脳機能障害（疑いを
含む）により、生活のしづらさを感じ
ている方や家族からの相談を受け付
けています。
●日　時／平日9時～17時45分
　　　　　※祝日、年末年始を除く
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年末の交通安全県民運動
～夕暮れの　一番星は　反射材～

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、起こさないよ
う注意しましょう。
●期　間／12月15日（火）～24日（木）

検索長崎県　年末の交通安全県民運動

問合せ 県の交通･地域安全課
☎095-895-2341

◎重点
■飲酒運転の根絶
■歩行者の道路横断時の交通事
　故防止
■高齢運転者の交通事故防止

ご相談ください！

病院に連れて行ったほうが
いいのかしら…?

日曜日だけど
誰かに相談できたら…

小児救急電話相談
#8000

検索長崎県小児救急電話相談

問合せ 県の医療政策課
☎095-895-2461

相談無料経験豊富な看護師が家
庭での対処方法や医療機関受診の要
否などについてアドバイスします。お
子さんの急な病気やケガなどで心配
なときは、ぜひご相談ください。

※病気の診断は行いません

●相談時間／18時～翌朝8時
　　　　　　※日曜･祝日は24時間対応

♯8000（携帯電話からも可能。
通話料はかかります）つながらない
方や松浦市鷹島町･福島町の方は
☎095-822-3308へ

◎長崎県受診･相談センター

新型コロナウイルス感染症
対応従事者慰労金

患者などと接する職員に対し5～
20万円の慰労金が給付されます。
医療機関などを通じて申請できる
ほか、退職された方なども個人で直
接申請ができます。詳しくはウェブ
サイトをご覧ください。
●対　象／3月14日～6月30日

に医療機関や介護、障害
福祉サービス施設など
に勤務し、患者や利用者
と接する業務が10日間
以上あった方（申請は一
回限り）

●申　込／
　医療機関：12月28日（月）まで
　介護･障害：2月28日（日）まで

検索長崎県　慰労金

問合せ 県の慰労金コールセンター
☎095-894-3190

U･Iターンをサポートします

◎相談窓口
ながさき移住サポートセンター
●長崎本部（県庁内）
　☎095-894-3581
　平日9～17時
　※祝日、12/29～1/3を除く
●東京窓口（東京都千代田区）
　☎080-7735-3852
　火～日曜10～18時
　※祝日、12/28～1/4を除く

検索ながさき移住ナビ

県と市町が協働で運営する「ながさ
き移住サポートセンター」では、仕事
や住まいなど、U・Iターンの検討段階
から地域への定住まで切れ目なくサ
ポートしています。今年度はオンライ
ン相談会も開催しています。詳しく
は、ウェブサイトをご覧ください。

発熱などの症状がある方は、
まずかかりつけ医などに
お電話ください

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
かがある場合や、発熱、咳など比較的
軽い風邪の症状が続く場合は、かかり
つけ医などの最寄りの医療機関へ電
話で相談しましょう。
※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

受診先に迷う方は、受診･相談セン
ターにご相談ください。センターで
は、新型コロナウイルス感染症に関
する健康相談にも対応しています。

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。

検索長崎県　新型コロナウイルス

～受診時のお願い～
必ず事前に電話連絡してから受診し 
ましょう。医療機関の状況によって 
は、受診ができない場合もあります 
ので、医療機関の指示に従い対応を 
お願いします。 

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

☎0120-409-745
土･日曜、祝日を含む24時間対応


