
産業労働部関係団体

団体名・所在地 連絡先 目　　　的

TEL 095-822-0111

FAX 095-822-0112

TEL 095-824-5413

FAX 095-825-0392

TEL 095-826-3201

FAX 095-821-8056

TEL 095-820-3838

FAX 095-823-0009

TEL 095-895-2637

FAX 095-895-2544

TEL 0957-52-1144

FAX 0957-52-1145

TEL 095-824-0332

FAX 095-824-0813

TEL 095-822-2650

FAX 095-822-2650

TEL 095-822-9171

FAX 095-824-1067

TEL 095-820-0020

FAX 095-820-0022

長崎県信用保証協会

大村市池田2-1303-8
（工業技術センター内）

長崎市馬町25-2　長崎市役所馬町
ビル2階

長崎県中小企業団体中央会

公益財団法人長崎県産業振興財団 長崎市出島町2-11　出島交流会館6,7階

長崎県工業連合会

長崎市桜町4-1
長崎商工会館6,7階

一般財団法人長崎市勤労者サービスセ
ンター

一般社団法人長崎県発明協会

長崎市尾上町3-1
長崎県企業振興課内

長崎市興善町4-6

長崎市出島町2-11　出島交流会館7階

県内における産炭地域振興対
策等を講ずることにより、石
炭鉱業の閉山等構造調整の影
響による諸問題の解決及び産
炭地域における地域経済の自
立的な発展に寄与する。

情報化に関する技術の調査研
究及び研修を行うとともに、
情報化に関する知識の普及啓
発を行なうことにより、地域
社会の高度情報化の促進を図
り、経済及び社会の発展に寄
与する。

県内企業の相互交流・研さん
を深め、個別企業の競争力の
強化を図るとともに、県下全
域での交流・連携を通じて、
本県製造業の振興を図ること
を目的とする。

住　　　所

長崎市桜町4-1
長崎商工会館(長崎商工会議所内)

長崎市桜町4-1
長崎商工会館8階

長崎市桜町4-1
長崎商工会館9階

公益財団法人長崎県産炭地域振興財団

長崎県商工会議所連合会

長崎県商工会連合会

一般社団法人長崎県情報産業協会

長崎市、時津町及び長与町内
に居住し、又は勤務する中小
企業勤労者等に対して、総合
的な福祉事業を行うことによ
り、中小企業の振興、地域社
会の活性化に寄与することを
目的とする。

県内商工会議所の連絡調整を
行なう。

地場企業の発展支援、企業誘
致の推進及び新事業の創出支
援、研究開発支援等を総合的
に行い、本県経済の振興と雇
用の創出を図る。

商工会の健全な発展のための
指導育成を行なう。

中小企業等協同組合、商工組
合、商店街振興組合、協業組
合、各組合連合会、その他多
様な形態の組織、事業及び経
営の指導並びに連絡その他の
健全な発達を図るため必要な
事業を行なう。

中小企業者等の金融円滑化の
ため信用保証業務を行なう。

発明の奨励、青少年等の創造
性開発育成及び知的財産権制
度の普及啓発等を行なうこと
により、科学技術の振興を図
り、もって長崎県経済の発展
に寄与する。



産業労働部関係団体

団体名・所在地 連絡先 目　　　的住　　　所

TEL　0956-27-8101

FAX  0956-32-9761

TEL　095-824-5788

FAX　095-824-3824

TEL　095-840-0012

FAX　095-840-0013

TEL　095-894-9971

FAX  095-894-9972

TEL　095-894-9971

FAX  095-894-9972

公益財団法人佐世保市中小企業勤労者
福祉サービスセンター

佐世保市稲荷町2-28（佐世保市労
働福祉センター内）

長崎市川口町4-17

長崎県技能士会連合会

長崎市桜町9-6

労働金庫は労働運動を構成す
る福祉活動体である。すなわ
ち労働者のための金融を行う
ことによって、その経済的社
会的地位の向上をはかり、労
働運動の比重を高め、資本に
支配されない自由・平等・平
和の保障される本理念とす
る。

長崎県職業能力開発協会
西彼杵郡長与町高田郷547-21
技能・技術向上支援センター内

長崎地区労働者の経済的、社
会的地位の向上と生活安定、
福祉向上を図り、もって公共
の福祉増進に寄与することを
目的とする。

職業能力開発促進法に基づく
職業訓練及び技能検定に関し
必要な業務を行うことによ
り、職業人として有為な労働
者の養成と労働者の経済的、
社会的地位の向上に寄与する
ことを目的とする。

佐世保市内に居住し、又は勤
務する勤労者に対して、総合
的な福祉事業を行うことによ
り、中小企業勤労者の福祉の
向上を図るとともに、中小企
業の振興、地域社会の活性化
に寄与することを目的とす
る。

一般財団法人長崎地区労働福祉会館

九州労働金庫長崎県本部

西彼杵郡長与町高田郷547-21
技能・技術向上支援センター内

地域技能士会の育成と連絡調
整を図り、もって技能者の資
質及び福祉の向上を図ること
を目的とする。



産業労働部関係団体

団体名・所在地 連絡先 目　　　的住　　　所

TEL 095-833-2310

FAX 095-833-2316

公益社団法人長崎市 長崎市岡町2-13 TEL 095-842-9500

シルバー人材センター FAX 095-842-9977

公益社団法人佐世保市 佐世保市谷郷町7-19 TEL 0956-24-4045

シルバー人材センター FAX 0956-24-2886

公益社団法人諫早市
諫早市新道町948

TEL 0957-24-5183

シルバー人材センター FAX 0957-22-5198

公益社団法人大村市 大村市西三城町7-9 TEL 0957-52-5225

シルバー人材センター FAX 0957-54-6141

公益社団法人島原市
島原市坂上町7526

TEL 0957-63-7222

シルバー人材センター FAX 0957-63-7506

公益社団法人松浦市 松浦市志佐町浦免275 TEL 0956-72-5500

シルバー人材センター FAX 0956-72-5501

公益社団法人平戸市 平戸市鏡川町930 TEL 0950-22-3100

シルバー人材センター FAX 0950-22-3114

公益社団法人五島市
五島市三尾野1-7-１

TEL 0959-72-4680

シルバー人材センター FAX 0959-74-5681

公益社団法人西海市
西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷920-12

TEL 0959-22-9086

シルバー人材センター FAX 0959-29-0281

公益社団法人長与・
西彼杵郡長与町斉藤郷1006－12

TEL 095-887-0800

時津シルバー人材センター FAX 095-887-0623

公益社団法人波佐見町
東彼杵郡波佐見町宿郷681-3

TEL 0956-27-6101

シルバー人材センター FAX 0956-27-6105

公益社団法人壱岐市
壱岐市郷ノ浦町本村触93

TEL 0920-47-5200

シルバー人材センター FAX 0920-47-5201

公益社団法人南島原市
南島原市布津町乙470

TEL 0957-72-7065

シルバー人材センター FAX 0957-72-5535

一般社団法人雲仙市 雲仙市千々石町戊756-1 TEL 0957-37-6777

シルバー人材センター FAX 0957-37-6778

公益社団法人長崎県シルバー人材セン
ター連合会

長崎市大黒町３－１長崎交通産業ビル2階

県内の各シルバー人材セン
ター事業の普及・啓発・指
導・連絡調整その他の援助等
を行い、各団体の健全な発展
及び高年齢者の能力の積極的
な活用、生きがいの充実並び
に社会参加等の推進を図る。

定年退職者等の希望に応じた
臨時的かつ短期的な就業の機
会を確保し、これらの高年齢
者に対して組織的に提供する
ことにより、その就業を援助
して、高年齢者の能力の積極
的な活用を図り、もってその
福祉の推進に資するととも
に、高年齢者の能力を活かし
た活力ある地域社会づくりに
寄与することを目的とする。


