
33.プロフェッショナル人材戦略拠点事業 目的 ⑤

県外の優秀な人材を雇用して事業拡大、生産管理の改善を図りたい。

【事業の概要】

＜目 的＞

  県内に不足する新商品開発、販路拡大、海外展開、生産性の向上等に関するプ

ロフェッショナル人材を県外から雇用することをコーディネートする「プロフ

ェッショナル人材戦略拠点」を整備し、県内中小企業等の成長を支援します。

※プロフェッショナル人材とは                     

新たな商品・サービスの開発、その販路の開拓や、個々のサービスの生産

性向上などの具体的な取組を通じて、企業の成長戦略を具現化していく人

材で、受入企業において一般職以外の役員、管理職等として登用される人

材をいいます。

＜対象者＞

県内中小・中堅事業者等（業種は問いません）

＜拠点の概要＞

所 在 地   長崎市出島町2番11号 出島交流会館 9階

業務時間   9時から17時（土・日・祝祭日を除く）

連 絡 先   TEL：095-825-2200

【問い合わせ先】

  産業労働部 雇用労働政策課 産業人材対策班  担当者：森田

   電 話：０９５－８９５－２７１１

   ＦＡＸ：０９５－８９５－２５８２

   E-mail：s05460@pref.nagasaki.lg.jp



プロフェッショナル人材戦略拠点事業プロフェッショナル人材戦略拠点事業

従来事業
の継続

新商品開発
新販路開拓等を

検討

経営者の気づきを
促進

県内の中小企業等

各種支援制度を併せて活用

（例）
・新成長ものづくり産業支援事業 等

県民所得向上

県

地域金融機関
中小企業支援機関

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
人
材

※県登録
登録人材紹介事業者
（職業安定法許可事業者）

経営者の気づき
プロフェッショナル人材に
よる攻めの経営の展開

地域の中核企業へ
成長

プロフェッショナル
人材を雇用

雇用創出

人材ニーズを
明確化

相乗効果
連
携

受入企業のニーズに合う
プロフェッショナル人材を

紹介

受入企業のニーズに合う
プロフェッショナル人材を

紹介

長崎県プロフェッショナル人材戦略協議会 （ 拠点、中小企業支援機関、地域金融機関、市町、県で構成 ）
・対象企業の情報共有、取組内容に応じた各種支援策の検討、事業活用の機運醸成策の検討 等

「ひと」と「しごと」
の好循環

【業務内容】
・地域企業が攻めの経営へ転換することを促す
・必要となるプロフェッショナル人材像を明確化する
・プロフェッショナル人材のマッチングを支援
・受入企業、プロフェッショナル人材双方をフォローアップ
・プロフェッショナル人材活用の機運を醸成する

フォローアップ

長崎県プロフェッショナル人材戦略拠点「プロナ」
所在地：出島交流会館９階（長崎市出島町２－１１）

【 問合せ先 】
長崎県プロフェッショナル人材戦略拠点「プロナ」
（TEL 095-825-2200）

・地域企業の成長可能性に
関する目利き
・地域企業との信頼関係

マッチング



34. 高校生・大学生の県内就職促進 目的 ⑤

新卒者（高校生・大学生）を採用したい。

【事業の概要】

新卒の高校生や大学生の県内就職の促進と企業の皆様の人材確保を支援する

ため、様々な取組を行います。

（１）合同企業説明会・面談会

県内企業の人材確保や新規学卒者・既卒者などの求職者の県内就職を促進す

  るために合同企業説明会・面談会を実施します。

   【合同企業説明会】大学３年生を対象に、県内２か所（長崎、佐世保）で実施。

   【合同企業面談会】高校生（１０月頃）、大学生・既卒者等（６月、８月頃）

を対象に県内２か所（長崎、佐世保）で実施

（２）県内企業人事担当者と高校進路指導者の名刺交換会（６月頃）

県内企業の人事担当者と高等学校の進路指導の先生が、お互いの情報交換と

相互理解を深めるため、長崎・佐世保・諫早地区で名刺交換会を実施します。

（３）職場見学会の開催（随時）

高校生に県内企業をよく知ってもらうために、高校２年生を対象とした職場

見学会を開催します。

（４）大学と県内企業の情報交換会（７月、１２月、３月頃）

学生に県内企業の情報が伝わるよう、県内大学の教員や就職指導担当者と企業の

人事担当者が相互理解を深めるため、長崎市内で実施します。

（５）インターンシップ企業セミナー（７月頃～）

インターンシップに対する県内企業の参加意欲を醸成するとともに、カリキュラ

ムの充実や学生に対する発信力を強化する伴走型セミナーを実施します。

（６）アクティブ学生スキーム（随時）

Ｎなび登録企業に対し、県内就職を志す学生を紹介するサービスです。

学生の意向や強みを短文にまとめ、Ｎなび登録企業各社へメールマガジンで紹

介します。その学生に関心のある企業は学生に対して企業ＰＲを行うことがで

き、その後のインターンシップ参加など次のステップへの誘導が可能です。

（７）福岡県内での取組（ながさきUIターン就職支援センター）（随時）
福岡拠点を中心に、福岡県内大学への働きかけ、福岡県内大学生との交流会な

どの直接接する機会の創出、県内企業の大学訪問活動への同行など、県内企業の

情報発信を支援します。

（８）ＵＩＪターン就活旅費助成金（随時）

長崎県外の大学等に通う学生が長崎県内就職に向けた活動（採用試験やインター

ンシップなど）を行う際にかかる旅費・宿泊費を助成いたします。

  詳しい日程等については、「Ｎなび」又は若者定着課ＨＰをご覧下さい。

【問い合わせ先】

   産業労働部 若者定着課 高校生定着班、大学生定着班

   電 話：095-895-2732   ＦＡＸ：095-895-2582

   E-mail：s05580@pref.nagasaki.lg.jp



35.ながさき県内就職応援サイト「Ｎなび」

及び県内就職応援誌「ＮＲ」

企業情報や求人情報を発信したい。

◎ながさき県内就職応援サイト「Ｎなび」

１ 概要

・県内就職希望者に対し県内企業の企業・求人情報を集約・発信するサイト。

・県内企業情報をどこよりも多く、常時発信中。（２月29日現在2,168社）

・企業、求職者ともにすべての機能が無料で利用可能。

・学生登録数は２月29日現在で6,960人。（県内学生の半数程度、現在も増加中）

・月間アクセス数は約２万件。

２ 主な機能（企業用メニュー）

ア．企業情報発信

・文字だけではなく、動画や画像を使って求職者がイメージし易い情報発信が可能。

イ．求人情報発信

・エントリー機能やお気に入り機能なども利用可能。

ウ．求職者へのアプローチ（スカウトメール機能、交流メール機能）

・応募を待つのではなく、企業から求職者に積極的なアプローチが可能。

エ．就職イベント情報の収集

・県主催の就職イベント参加企業を、登録企業に対するメールマガジンで募集。

◎県内就職応援誌「ＮＲ」

１ 概要

・発行部数：新聞折込約18万部＋学校を通じて大学生・高校生等へ配布約５万部
・主な対象：県内大学２・３年生、専門学校生、高校生全学年、若年求職者、保護者

２ 紙面内容（企業関係のみ）

① ＵＩターン者の声

・ＵＩターンで県内企業に就職した社員２人分のインタビュー記事を掲載。

② 長崎県内企業ガイド

・毎号県内企業６社を紹介。記者が取材し企業紹介記事および動画を作成。

・動画は１～２分程度でＱＲコードから簡単に閲覧可能。

③ ＯＢ・ＯＧインタビュー

・県内企業に勤める若手社員４人分のインタビュー記事を掲載。

※ＮＲの紙面は動画も含めてＮなびにも掲載し、ＷＥＢ上で継続して情報発信。

【問い合わせ先】

   産業労働部 若者定着課 高校生定着班 担当者：浦井

  産業労働部 若者定着課 大学生定着班 担当者：塩屋

  電 話：095-895-2732   ＦＡＸ：095-895-2582

  E-mail：s05580@pref.nagasaki.lg.jp

目的  ⑤



36.県内就職キャンペーン（ＣＭ制作費補助事業）

自社の周知を図りたい。

１．事業概要

県内企業の人材確保等のための認知度向上を目的とし、テレビＣＭの制作費

用・放映費用を県が助成します。

助成対象となるＴＶＣＭの最後の3 秒間にキャンペーン共通のキャッチフレ

ーズ（音声と画像）を付加し、県内就職促進に対する県民の意識を醸成します。

※ＣＭ放映と、学生と企業の交流会等の就職イベントを一定期間集中的に開催

することで、県民全体の県内就職に対する意識を醸成します。

２．助成の内容

指定する条件を満たす企業のＴＶＣＭの制作及び放映にかかる費用の２０%を

助成（上限２０万円）

３．募集企業数

助成対象企業数：４０社程度

募集枠を上回る企業から申請があった場合には対象企業を選定

採用力向上や処遇改善に取り組む企業を優先的に採択

EX）「Ｎぴか」の新規認証を目指す、処遇改善、一般事業主計画作成等

４．助成対象となる企業の要件

①「Ｎなび」に登録している企業

②人材確保のため、認知度向上を目的としたＴＶＣＭを新規に作成する企業

※自社商品やサービスのＰＲのみを目的としたＣＭは対象外

５．助成の条件

①作成したＣＭの最後の３秒で県が指定するキャッチフレーズとコンセプトサ

イトのロゴを付加する

②ＣＭ放映までに自社ＨＰや「Ｎなび」の企業ページの内容を充実させる取り組

   みを行う（補助申請時に各企業が取り組む内容を記載する）

６．ＣＭ作成までの流れ

①補助金を申請した企業の情報を各放送局へ共有

②各局から対象企業へＣＭプランを提案

③各局から提案があった中から、企業がＣＭ制作会社を決定

【問い合わせ先】

   産業労働部 若者定着課 高校生定着班 担当者：貞方

  電 話：095-895-2732   ＦＡＸ：095-895-2582

  E-mail：s05580@pref.nagasaki.lg.jp

目的  ⑤



37.人材確保に向けた企業の魅力向上事業 目的 ⑤

人材確保・定着のため、人材育成やキャリアパス構築等に取り組みたい。

【事業の概要】

若者に選ばれる魅力的な雇用環境づくりを促進するため、社内教育体制の

整備やキャリアパス構築等を支援します。

(1)キャリアパス等に関する説明会

   企業の経営者・人事担当者等を対象に、キャリアパスの構築のノウハウ等に

関する説明会を開催します。

◆回数：年５回（長崎市（２回）、県北（２回）、県央（１回））※予定

◆講師：人材育成コンサルタント ※予定

(2)人材育成に関する個別相談会

    (1)の説明会と同日に、人材育成コンサルタント（予定）による個別相談会を

実施し、人材育成等について各社の状況に応じた助言を行います。

◆対象：相談を希望する企業 各回数社程度

(3)OJT指導者育成講習会

    企業内で部下や後輩への教育を行う担当職員等を対象に、OJTによる指導方法

等についての講習会を実施します。

◆回数：年６回（長崎市、県北、県央）※予定

◆講師：「たのめる講師」登録者等

※「たのめる講師」などの産業人材育成ツールについては、県のホームページをご参照ください。

  

【問い合わせ先】

   産業労働部 雇用労働政策課 産業人材対策班 担当者：佐々木

電 話：０９５－８９５－２７１１

ＦＡＸ：０９５－８９５－２５８２

   E-mail：s05460@pref.nagasaki.lg.jp

（イメージ）教育体制整備・人材育成による企業の魅力向上

社内教育体制整備

キャリアパス構築 人材育成に関する個別相談会

キャリアパス等に関する説明会

社内研修（OJT）の充実
社内研修（Off-JT）の実施
社外研修への参加

「たのめる講師」（※）の活用

OJT指導者育成講習会

産業人材育成研修・講座等一覧（※）の活用

各種助成制度等

産業人材育成支援

制度一覧（※）

の活用

長崎県 産業人材育成の参考ツール 検索

長崎県 たのめる講師 検索

※キャリアパス：入社後の昇進・昇格の道筋の

モデルで、その過程で求められる能力・資格・

必要な研修なども示したもの。



38.産業人材育成奨学金返済アシスト事業 目的 ⑤

優秀な人材を定着させたい。

【事業の概要】

＜目的＞

地域経済の牽引役となる産業や戦略的に振興する産業を担うリーダー的

人材の育成・確保に向け、県内外の産業界等から広く寄付を募って基金を

造成し、県内に就職した若者への奨学金返済支援をする

＜対象業種等＞

   ○製造業

   ○情報サービス業

   ○建設業

   ○卸売業・小売業（製造業、建設業と密接に関連すること）

   ○学術研究、専門・技術サービス業（製造業、建設業と密接に関連すること）

   ○観光関連産業（宿泊業・旅行業・観光関連団体・観光施設等）

   ○保険業・金融業等（長崎県と立地協定と結んだ企業に限る）

＜基金規模と支援額等＞（年間） 基金名称：長崎県産業人材育成基金

  （１）基金規模   県＝4,000万円、民間＝2,000万円 合計＝6,000万円

（２）支援額    大学等在籍中に受給した対象奨学金の返済額の

          １／２以内（150万円を限度）

（３）対象奨学金  日本学生支援機構第一種及び第二種奨学金

長崎県育英会大学等育英事業

母子父子寡婦福祉資金貸付金

※入学時貸与の一時金は対象外

（４）支援可能人数 ５０人程度

＜支援条件等＞

  大学（大学院）、短大、専門学校等卒業後対象業種の県内事業所に就業かつ県

内に居住し、３年経過した場合に支援額の１／２を、６年経過した場合に残りの

１／２を奨学金の借入れ機関へ支払う。

【問い合わせ先】

  産業労働部 若者定着課 高校生定着班  担当者：貞方

電 話：０９５－８９５－２７３１

   ＦＡＸ：０９５－８９５－２５８２

   E-mail：ashisuto@pref.nagasaki.lg.jp



寄付金額 企 業 P R 等

100万円以上 ○感謝状の贈呈及び贈呈式の実施（報道機関へも周知）

50万円以上 ○感謝状の贈呈

○支援候補者情報の提供

※ご本人の了解をいただいた上で、氏名、住所、電子メールアドレス、学校名、学部学科名

卒業予定時期をお知らせします。

○支援候補者が就職活動を行う時期に、求人情報を送信

30万円以上 ○県主催合同企業面談会等への優先参加

※全体枠に限りがありますので、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承くだ

さい。

10万円以上 ○学生向けの募集チラシに企業名の掲載

○県HPに企業紹介文の掲載

3万円以上 ○県 HPに企業名のご紹介と企業HPへのリンク

○Ｎなび（ながさき県内就職応援サイト）に寄付企業である旨の表示

○県庁職員専用HPで全職員へお知らせ

県が行う企業PRについて
○企業様のご希望を確認のうえで実施します。

・「企業PR等」は、該当する寄付額以下の欄に記載の「企業PR等」全てを実施します。

・例えば、15万円の寄付の場合、「3万円以上」と「10万円以上」の「企業PR等」欄の全てが対象となります。

長崎県産業人材育成基金への寄付をいただいた場合に県が行う企業PR等

左：合同企業面談会の様子

左下：Nなび（ながさき県内就職応
援サイト）のトップページ

下：Nなび（ながさき県内就職応援
サイト）の企業情報（例）



39.誰もが働きやすい輝く企業推進事業 目的 ⑤

誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組みたい。

【事業の概要】

若者、女性、高齢者等の誰もが働きやすい職場環境改善に取り組む中小企業等を支

援します。

○誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度「Ｎぴか」

  職場環境改善に取り組み、一定の基準を満たす企業を優良企業として認証する制

度です（一つ星から五つ星までの５段階）。

認証されると、「Ｎぴか」ホームページや「Ｎなび」で優良企業としてＰＲされ

るほか、県主催の就職合同面談会等への優先参加、専用のロゴマークの利用、県公

共工事入札参加資格審査点に加点されるなどの特典が受けられます。

○職場環境づくりアドバイザー派遣

企業にアドバイザー（社会保険労務士など）を派遣し、「Ｎぴか」の取得やステ

ップアップに向けて取り組む企業に対して、職場環境改善のためのアドバイスを行

います。

※対象：就業規則研修会（魅力ある職場づくり研修会）」または企業内推進員研

修会等への参加実績がある企業等

※派遣・相談料：無料

※派遣回数等：１回２時間程度で１企業３回まで

○企業内推進員養成研修

企業内で職場環境改善を推進する職員（キーパーソン）を養成するための研修会

を開催します。（長崎市、佐世保市（サテライト会場））

○魅力ある職場づくり研修会

企業経営者や労務管理者を対象とした就業規則等の整備を始めとした職場環境づ

くり研修会を県内２箇所（長崎市（Web配信あり）、佐世保市）で開催します。

      

Ｎぴか

    

【問い合わせ先】

   産業労働部 雇用労働政策課 労政福祉班 担当者：永尾、榮岩

電 話：095-895-2714   ＦＡＸ：095-895-2582

   E-mail：s05460@pref.nagasaki.lg.jp

検索



40.雇用機会拡充事業（有人国境離島法による支援） 目的 ①③④⑤

国境離島地域で、雇用を伴って創業・事業拡大を行う場合の支援を受けたい。

【事業の概要】

○内  容

  特定有人国境離島地域（対馬、壱岐島、五島列島）において、雇用増を伴う創

業または事業拡大を行う方に対して、設備投資資金や人件費、広告宣伝費などの

運転資金を最長５年間支援します。

○支援対象（事業実施者）

（１）特定有人国境離島地域内に居住して創業する方

（２）特定有人国境離島地域内の事業所において事業拡大を行う方

（３）主として特定有人国境離島地域の商品、サービス等の販売を目的とし

て特定有人国境離島地域以外の地域において創業する方

○支援対象経費

１ 設備費又はこれに係る減価償却費

２ 改修費又はこれに係る減価償却費

３ 広告宣伝費

４ 店舗等借入費

５ 人件費

６ 研究開発費

７ 島外からの事業所移転費

８ 従業員の資格取得・講習受講経費

○交付対象事業費の上限額及び補助率

  （１）創  業：補助対象事業費  ６００万円（補助率３／４）

   （２）事業拡大：補助対象事業費１，６００万円（補助率３／４）

   ※設備投資を伴わない事業拡大の補助対象事業費の上限は１，２００万円

   

○事業スケジュール

  年度当初から事業開始分の公募については、前年度の１２月頃に国境離島地域

の市町が行っております。令和２年度の追加募集については未定ですが、実施の

場合は、県のホームージ等でお知らせします。

○本事業の特長

  ・設備投資や人件費及び人材確保にかかる経費が支援対象となっています。

【問い合わせ先】

企画振興部 地域づくり推進課 離島振興班  担当者：辻川

  電 話：０９５－８９５－２２４７

  ＦＡＸ：０９５－８９５－２５５９

E-mail：s36023@pref.nagasaki.lg.jp



41.外国人材受入促進事業 目的 ⑤

技能実習や特定技能の外国人材を活用して、産業人材の確保、

国際貢献をしたい。

１．目  的

県内産業人材の一翼を担う外国人材の安定的な確保を図るため、ベトナム国

クァンナム省等と連携して外国人技能実習生等の受入体制を構築するとともに、

受入促進セミナーの開催等により、県内企業での受入促進を支援する。

２．概  要

○ 外国人材受入促進セミナー

制度説明や成功事例紹介等のセミナーを開催し、県内企業における外国人技能

実習生等の受入促進と適正な実習の支援

（長崎、佐世保、諫早、島原、五島で各１回開催（予定））

  

  【内容（予定）】

   ・制度説明（技能実習、特定技能等）

   ・受入に必要な手続き

   ・受入事例の紹介 等

  

※ 参考

長崎県とクァンナム省（ベトナム）との間で人材交流に関する覚書を締結（令和

  元年１０月８日）し、クァンナム省からの技能実習生の受入促進に向けた協議を

  実施しています。

【問い合わせ先】
    産業労働部 雇用労働政策課 職業能力開発班 担当者：久米、吉田

  電 話：０９５－８９５－２７１７

      ＦＡＸ：０９５－８９５－２５８２

E-mail ：s05460@pref.nagasaki.lg.jp



42.情報コミュニティ活動支援事業 目的 ⑤

県内情報関連の企業グループが技術力を高めるため、セミナー・研修会を

行いたい。

【事業の概要】

・県内の情報関連産業技術者の方々がグループを形成し、技術力を高めるため
に行う「技術勉強会」や「研修会」などの自主的な活動に対し、講師等専門
家の招へい費用を助成します。

・県内企業や技術者の技術力の向上を図るとともに、県内外の交流人脈を拡大
し、ビジネスチャンスの拡大につなげます。

＜支援の要件＞
次に掲げる項目を全て満たすこと。
(1)活動グループに参加する技術者の過半数が、県内に本社を有する企業に
属していること

(2)活動グループに参加する技術者が、県内に本社を有する２社以上から参
加していること

(3)活動グループの活動趣旨が、県内情報関連産業の活性化に寄与すると認
められること

＜支援内容＞
県において派遣決定を行った後、専門家に対し派遣依頼を行います。
その上で、専門家の招へいにかかった謝金及び旅費について、県の規程に基
づき算定し、支給します。

（参考：現在活動している組織のご紹介）

   ・ＮＥＴ－Ｃ（西九州組込み技術コミュニティ）

組込みソフトウエアの技術力向上とビジネス拡大を目的に佐世保工業

高等専門学校や佐世保情報産業プラザを拠点に活動中。会費無料。

問い合わせ先：西九州テクノコンソーシアム事務局

（佐世保工業高等専門学校内）

    電話 ０９５６－３４－１５７０

   ・ＥＳ－Ｎａｇａｓａｋｉ（長崎県ＩＴ融合化推進協議会）

組込みソフトウエアの技術者育成を主な目的とする県内全域を対象とした産

学官ネットワーク組織。会費無料。

問い合わせ先：一般社団法人 長崎県情報産業協会

    電話 ０９５－８２４－０３３２

【問い合わせ先】
     産業労働部 新産業創造課 新産業支援班  担当者：中川・市瀬
   電 話：０９５－８９５－２５２５
       ＦＡＸ：０９５－８９５－２５４４
   E-mail：s05530@pref.nagasaki.lg.jp



43．ながさき移住サポートセンター 目的 ⑤

県内では探しにくいスキルホルダーを、県外からのＵＩターン希望者から

探したい、採用したい。

【事業の概要】

○内  容
ながさき移住サポートセンターでは、無料職業紹介所として職業紹介事業を行っています。

長崎県内の企業や長崎県内に事業所等のある企業からお預かりした求人案件を、主には県外在住

で長崎県での就業を希望されている方にご紹介し、県内の企業様にご採用いただくサポートを行

います。

また、プロフェッショナル人材戦略拠点（通称「プロナ」）、産業雇用安定センター長崎事務所

との協働で「ながさき人材採用支援プロジェクト 3win」に取り組んでおり、顕在求人の他にも

非公開求人や潜在求人等への対応も可能です。

「中途採用に慣れていない」、「募集要項等が固まっていない」というところからの相談にも対

応いたします。お気軽に当サポートセンターにご連絡ください。

【許可・届出番号】42-地-000002

○支援対象者
◆求人の対象：全業種全職種

※求人の内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件等が通常の労働条件と比べて

著しく不適当である場合は、採用のご支援をお断りする場合があります

※採用条件内容や特定の職種につきましては、候補者の方が非常に少ない場合があります

○ながさき移住サポートセンターの採用支援の5つの特長
・専任の担当者による質の高いマッチング

・県内では探しにくいスキルホルダーが多数登録

・長崎県内の人材採用支援機関連携プロジェクト「3win ながさき」として、フルレンジの求

人案件/ニーズの採用支援が可能

・潜在求人、非公開求人のニーズにも対応可能（業務連携機関との協働）

・転職だけでなく、移住を含めたトータルサポート求人の対象：全業種全職種

○採用支援のメニュー例
ご希望に応じて、以下のメニューに対応しています。

・求人顕在化、求人要件設定支援

・求人票ブラッシュアップアドバイス

・ながさき移住ナビ（長崎県移住支援公式 HP）を活用した企業の魅力発信支援
・募集要件にマッチした人材への応募喚起

・貴社の課題解決につながる人材のご提案

・候補者との各種調整等

【問い合わせ先】

ながさき移住サポートセンター 担当者：宅島

   電 話：０９５－８９４－３５８１

  ＦＡＸ：０９５－８９５－２５５９

E-mail：iju@pref.nagasaki.lg.jp

地域振興部 地域づくり推進課 移住推進班 担当者：林田

    電 話：０９５－８９５－２２４１

    ＦＡＸ：０９５－８９５－２５５９

E-mail：s36023@pref.nagasaki.lg.jp



44. 特定地域づくり事業推進法の概要について 目的 ⑤

人口減少が進む地域で、安定した事業運営をするため労働力を確保したい。

【事業の概要】

○内  容

  本法律（制度）では、人口急減地域（過疎地域等）において、地域内の事業者を組

合員とした事業協同組合を設立し、地域内の事業者の仕事を複数組み合わせて通年の

仕事を創り出し、一定の給与水準を確保して地域外の若者や地域おこし協力隊の任期

修了者等をマルチワーカーとして組合が雇用し、地域内の事業者に派遣する仕組とな

っており、「地域の担い手の確保」を目的としている

○制度概要

対象地域：人口急減地域（過疎法に基づく過疎地域及び同程度の人口減少地域）

対象団体：中小企業等協同組合に基づく事業協同組合

対象事業：マルチワーカー（季節毎の労働需要に応じて複数の事業者に派遣）

認定手続：事業協同組合の申請に基づき、都道府県知事が認定（10年更新制）

特例措置：労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業（無期雇用職員に限る）を

許可ではなく、届出で実施することが可能

財政支援：組合運営費（派遣職員人件費、事務局運営費）の 1/2を市町村が財政

支援（市町村負担の 1/2を国負担）

○イメージ図

【問い合わせ先】

企画振興部 地域づくり推進課 半島・過疎対策班  担当者：中尾、朝長

  電 話：０９５－８９５－２２４５

  ＦＡＸ：０９５－８９５－２５５９

E-mail：s36023@pref.nagasaki.lg.jp



45.農業を始めたい方、応援します！ 目的 ⑤

農業新規参入に際し、情報の提供・アドバイスを行います。

【長崎県新規就農相談センター】
新たに農業参入を考えている方、Iターン・Ｕターン等で技術研修を希望される

方、就農に関する問合せ・相談に応じます。

○業務内容

１．受入団体等登録制度による情報提供

新規就農者の受け入れを希望し、研修受入、農地の斡旋等の態勢を整えた

産地や法人等のリストを作成し、就農希望者に紹介します。

２．就農希望者に対する研修の実施（技術習得支援研修）

農業を始めるために必要な知識・技術の習得、実践的な研修を行い、就農

または農業法人への就職を支援します。

３．県内外における就農相談会での説明・相談

県内はもとより、東京・大阪等における就農相談会へ出展し、説明・相談

を行います（開催日程は当センターホームページにてお知らせします）。

４．就農支援相談員の設置

新規就農、技術の習得、研修等の相談対応を行うため、相談員等を設置し

ています。お気軽にご相談ください。

○その他支援事項

１．農業次世代人材投資資金（準備型）

農業技術及び経営ノウハウの習得のための研修に専念する就農希望者に対

し年間１５０万円の資金を交付します。

    ※就農時の年齢が５０歳未満など一定の条件があります。

【問い合わせ先】

長崎県新規就農相談センター   担当者：中島、山下

電 話：０９５７－２５－００３１

ＦＡＸ：０９５７－２５－７７１６

E-mail：s070301@pref.nagasaki.lg.jp

長崎県新規就農相談センター







農業参入相談窓口を設置しています

長崎県農業会議に農業参入相談窓口を設置し、必要に応じて
専門家による助言を行い、農業への参入を支援しています。

《長崎県農業会議》 ＴＥＬ ０９５－８２２－９６４７

ＦＡＸ ０９５－８２８－７４６９

農業参入の流れ 一般企業等が農地を貸借して農業に参入する手順

農業参入マニュアル（平成29年10月 長崎県農業会議）より



林業は、森林を維持管理しながら、育成した樹木を伐採して木材資源を生産する仕事です。
苗木を植え、豊かな森林にするために下刈り、枝打ち、除伐、間伐を行いながら持続可能な森
林管理を行います。近年では地球温暖化防止に対する期待が大きく、森林の整備、保全が林業
の重要な役割の一つとなっています。
このように、林業という仕事は、木材を生産する経済的な面と環境を保全する面とが両立し
た仕事です。
また、さらなる森林整備を推進するため、令和６年度から森林環境税がスタート（令和元年
度より森林環境譲与税として事業はスタート）するなど今後、林業に関する仕事量は増加する
ことが見込まれます。
具体的に、林業に参入する場合は、市町、県、林業公社などが発注する森林整備事業への入
札資格を取得する必要があります。
この他にも、製材加工、流通、測量、林道づくり、治山など、森林での仕事は多岐にわたり
ます。

林業の仕事とは！？

◆長崎県林業協会(林業労働力確保支援センター）
〒854-0063 諫早市貝津町1122-6 林業会館
TEL 0957-25-0184 FAX 0957-25-0193
E-mail：nagarinmori@go2.enjoy.ne.jp
http://nagasaki-moriren.org/nagarinmori/

◆長崎県林政課普及指導班
〒850-8570 長崎市尾上町3-1
TEL 095-895-2990 FAX 095-895-2596
http://www.pref.nagasaki.jp/section/rinsei/index.html

問
合
せ
先



48.漁業を始めたい方、応援します！ 目的 ⑤

漁業新規参入に際し、各種支援情報の提供・アドバイスを行います。

【長崎県漁業就業者確保育成センター】
   新たに漁業就業を考えている方、Iターン・Ｕターン等で技術研修を希望される
方、漁業就業に関する問合せ・相談に応じます。

○業務内容

    １．漁業就業に関する情報の提供

県内で漁業就業を希望する方に対し、漁業に関する一般的な情報や新規漁

業就業者の受け入れ態勢を整えた市町、漁協及び漁業法人等を紹介します。

２．新規漁業就業者に対する各種研修制度等の情報提供

漁業就業に必要な知識・技術の習得、実践的な研修を行う期間中、研修生に

対して生活費を支援する（最大で１２５千円/月の２年間）等により、独立経

営または漁業経営体への就職を支援します。

３．独立時の初期投資軽減のための制度の情報提供

     国のリース漁船支援制度等について紹介します

  ４．水産業普及指導員の紹介

     新規就業、技術の修得、研修等の相談対応を行うため、県内７ヶ所に水産

業普及指導センターを設置しています。お気軽にご相談ください。

     県央水産業普及指導センター  095－850-6371

     県南水産業普及指導センター  0957－64－0487

     県北水産業普及指導センター  0956－25－5902

     五島水産業普及指導センター  0959－72－2254

     上五島水産業普及指導センター 0959－52－3747

     壱岐水産業普及指導センター  0920－48－5212

     対馬水産業普及指導センター  0920－52－0058

○その他支援事項

   １．「ながさき漁業伝習所」の紹介

    漁業就業について総合的にサポートする機関です。（連絡先は下記と同じ）

   ＨＰアドレス

http://www.pref.nagasaki.jp/section/s-keiei

【問い合わせ先】

水産部 水産経営課 漁業就業班

長崎県漁業就業者確保育成センター   担当者：門村、岩永、堀

   電 話：０９５－８９５－２８３２

    ＦＡＸ：０９５－８９５－２５８３

   E-mail：s06340@pref.nagasaki.lg.jp

  



49.企業の結婚、子育て等支援① 目的 ⑤

結婚を希望する独身の方の婚活を支援します。

【概要】

県では、県民の皆さんの希望する結婚の実現に向け、「長崎県婚活サポートセ

ンター」を設置し、独身者やご親族からのご相談を幅広くお受けするとともに、

市町や経済団体等と連携し、４つの婚活支援の取組を推進しています。

ぜひ、結婚を希望されている従業員の皆さんにお知らせください。

１．お見合いシステム
○結婚を希望する独身の皆さんが会員登録し、サポートセンター等に設置してい
る専用タブレットでお相手の情報を閲覧して申込みを行い、お相手の合意のも
と、お見合いができるデータマッチングシステムです。
※会員数:1,279人（R2.2.29時点）
引合成立数:432組、カップル数:195組、成婚数:47組(H31.4.1～R2.2.29)

２．婚活サポーター「縁結び隊」

○県が実施する研修を受講したボランティア（縁結び隊）の方々が、結婚を希望

する独身の皆さんから相談シート（プロフィール）をお預かりし、お似合いの

お相手を探してお引き合わせを行い、結婚に至るまでの支援を行う制度です。

※縁結び隊:63人(R2.2.29時点)、成婚数:25組(H31.4.1～R2.2.29)

３．ながさきめぐりあい

○「めぐりあい応援隊」に登録いただいた企業やお店が実施する婚活イベントの

情報をホームページ等で配信し、幅広く出会いの場をご提供する取組です。

※イベント回数:341回、参加者数:5,203人、成婚数:19組(H31.4.1～R2.2.29)

４．企業間交流「WizCon NAGASAKI（ウィズコンながさき）」

○会社や職場単位で独身者3～4人のグループをつくっていただき、個人のパソコ

ンやスマートフォンからお相手グループの情報を閲覧して申込みを行い、お互

いの合意のもと、交流会を開催できるグループマッチングのシステムです。

※登録企業数：79社(R2.2.29時点)

【問い合わせ先】

    こども政策局 こども未来課 少子化対策班

   電 話：０９５－８９５－２６８３

      ＦＡＸ：０９５－８９５－２５５４

   E-mail ：s04810@pref.nagasaki.lg.jp

   HPｱﾄﾞﾚｽ：http://www.pref.nagasaki.jp/section/kodomo-mi/index.html

《ながさき結婚・子育て応援宣言》

県では、働く場における結婚・子育て応援の機運醸成に向け、社員の皆さんの結

婚や子育てを応援する「ながさき結婚・子育て応援宣言」を実施してくださる企

業や団体を募集しています。宣言企業・団体については、県のホームページや新

聞広告等により、広く情報発信させていただくなど、人材の確保・定着にもつな

がるものと考えておりますので、多くの企業の皆様のご登録をお願いします。

※宣言企業・団体数：90社・団体（R2.3.23時点）



人材の確保や CSR 活動のため子育て支援に取り組みたい。

【概要】

長崎県子育て条例をもとに、県民総ぐるみで、子どもが夢と希望を持って健や

かに成長できる環境を整備し、安心して子どもを生み育てることのできる社会の

実現をめざし、事業主の皆様の子育て支援の取組を支援します。

○企業主導型保育事業
  子ども・子育て拠出金を負担している事業主が、事業所内保育施設を運営、
委託運営又は複数の事業者と共同運営する際の施設整備、運営費を認可保育施設

と同水準で受けることができる事業です。

○ココロねっこ運動
「ココロねっこ運動」は子どもたちの心の根っこを育てるために大人のあり方

を見直す県民運動として平成１３年から推進しています。

企業での取組を進めていただくために、「ココロねっこ推進員」の配置をお願

いしています。ココロねっこ推進員は、職員同士のあいさつ励行やノー残業デー

の設定など、ココロねっこ運動を企業のなかで推進･実践していただく調整役で

す。県では「ココロねっこ運動」実践化のための研修会・講座等を開催します。

○ながさき子育て応援の店
社会全体で子育て家庭の支援を行う機運を醸成し、あわせて子育て家庭への経

済的な負担の軽減を図るため、子育てを支援する企業・店舗を子育て協賛企業と

して募集・登録し、その活動を広報、支援します。

なお、平成２８年４月から内閣府の呼びかけで、「子育て応援の店」の全国共

通利用ができるようになりました。本県もこの機会にデジタルパスポートの発行

など利用者の利便性向上に努めるとともに、引き続き新規店舗の登録数の拡大を

進めています。

【子育て応援の店で提供するサービス】

①とくとくサービス

子育て家庭を対象とした料金の割引サービス

（全商品５％引き、商店街のﾎﾟｲﾝﾄ２倍、プレゼント 等）

②すまいるサービス

子育てに優しい設備の提供などを独自に設定

（授乳コーナーの設置、ベビーカーの設置、ミルクのお湯の提供 等）

  ③多子世帯へのサービス

  お子さんが３人以上の多子世帯に対して、とくとくサービスに加えて提供する

特典 （さらに２％引き 等）

【問い合わせ先】

    こども政策局 こども未来課 幼児教育・子育て支援班

   電 話：０９５－８９５－２６８４

      ＦＡＸ：０９５－８９５－２５５４

   E-mail ：s04810@pref.nagasaki.lg.jp

   HPｱﾄﾞﾚｽ：http://www.pref.nagasaki.jp/section/kodomo-mi/index.html

50.企業の結婚、子育て等支援② 目的 ⑤



51.企業の結婚、子育て等支援③ 目的 ⑤

出産を希望する方を支援します。

【概要】

近年の晩婚化等を背景に不妊治療を受ける夫婦が増加しており、働きながら不

妊治療を受ける方は増加傾向にあると考えられます。また、厚生労働省が行った

調査によると、仕事と不妊治療の両立が出来ず、１６％の方が離職しています。

県では、妊娠・出産・不妊に関する正しい知識の普及啓発や特定不妊治療に対す

る一部助成を行うとともに、事業主の方に対し、仕事と不妊治療の両立支援に、

ご協力を求めているところです。

○従業員の方々への周知

①妊娠・出産・不妊に関する正しい知識
（妊娠、出産に適した年齢があることや不妊の定義など）

②特定不妊治療費助成事業
【助成内容】

  ・１回の治療につき、１５万円限度。初回治療に限り１５万円を上乗せ。
  ・初めて助成を受ける際の妻の治療開始時の年齢が、
   「４０歳未満」・・・４３歳になるまでに通算６回まで

「４０歳以上４３歳未満」・・・４３歳になるまでに通算３回まで
  ・男性に対する不妊治療１５万円限度。初回治療に限り１５万円を上乗せ。
  ・対象：配偶者間の体外受精、顕微授精
  ・所得制限：７３０万円未満（夫婦合算所得ベース）
【相談窓口】

  ・不妊サポートセンター（県内８保健所）、
長崎市こども健康課、佐世保市子ども保健課

  
  ※詳しくは、県ホームページ（「妊娠・出産」）を参照。

○職場環境の整備
職場内で不妊治療について理解を深め、プライバシーや休暇取得への配慮な

ど、仕事と不妊治療の両立を支援する環境を整えることが大切です。
※詳しくは、厚生労働省ホームページ「仕事と不妊治療の両立支援のために」
を参照。

【問い合わせ先】

    こども政策局 こども家庭課 母子保健班

   電 話：０９５－８９５－２４４５

      ＦＡＸ：０９５－８２５－６４７０

   E-mail ：s04820@pref.nagasaki.lg.jp

   HPｱﾄﾞﾚｽ：http://www.pref.nagasaki.jp/section/kodomo-ka/index.html



52.工業技術センターの支援と活用事例 目的 ①③⑥

新事業・新分野への進出や新製品の開発の際に、県の研究機関の
支援を受けたい。

【事業の概要】

工業技術センターでは、次のような支援を行っています。

○共同研究、受託研究

・ 共同研究は、企業の方々と共同して研究を行い、新技術や新製品を開発します。

・ 受託研究は、企業等の委託を受け、依頼された研究課題について研究を行います。

・ 共同研究、受託研究の費用は内容により異なります。

○技術相談（無料）

・ 当センター研究員が、様々な分野の技術相談等をお受けします。

・ 電話、来所、電子メール、Web会議などで受け付けています。

・ 必要に応じ、企業へ研究員が伺う企業訪問や現地技術支援を行っています。

・ 技術相談、企業訪問、現地技術支援はすべて無料です。

・ 解決までに時間を要する場合は共同研究等でも対応します。また、当センターで解

決できないものについては他の機関への紹介も行っています。

・ 内容は技術的な相談以外にも、依頼試験が可能かどうか、開放設備の性能のお尋

ねなど、ご質問がありましたらお気軽にご相談ください。

○依頼試験、開放設備

・ 依頼試験では、材料の強度試験・かたさ試験・組織試験などの物理試験、金属類の

分析や食品の分析試験などの化学試験、各種の試験分析を有料で行っています。

試験内容と料金はホームページの「依頼試験」欄をご覧ください。

・ 開放設備では、材料試験、材料分析、機械計測、機械加工、表面処理、CAD/CAE

/CAM、電気計測、食品分析、食品加工など多くの分野の設備を有料で開放し、研

究開発を支援しています。

最近では、高精密三次元デジタイジングシステム（アーム型三次元測定機）、

高精細三次元造形装置（3Dプリンタ）、電気ノイズ安全評価装置、EMI計測装置、連

成解析システム、熱分析装置、振動試験装置、振動解析装置などを導入していま

す。利用できる設備と料金はホームページの「開放設備」欄をご覧ください。

○技術情報の発信

・ 県内地場企業と工業技術センターの交流、および企業相互間の交流により新たな

連携を構築して、新規事業や新製品の創出に寄与することを目的とし、以下の９技

術分野の研究会を長崎技術研究会として主宰しています。（無料）

光応用技術、自動制御技術、パワーエレクトロニクス技術、

生産技術、材料加工技術、合成樹脂加工技術、

シミュレーション技術、加工食品技術、水処理技術

・ 技術力の向上のため、各種の研修会や技術セミナーなどを企画開催しています。

※ 研究会・セミナー等の開催案内は、ホームページの「工業技術センターの情

報発信・収集」欄に掲載します。



～ものづくり支援～

【概要】

企業のものづくり支援を行うために、工業技術センターでは依頼試験・開放設備

による技術支援を行っています。

○依頼試験

化学分析、材料強度試験など、以下のような種々の試験分析を有料で行い、

企業の技術力の向上を支援しています。

・ 材料の強度試験、かたさ試験、組織試験、表面粗さ測定

・ 金属類の分析試験

・ 食品の分析試験

・ ＩＣＰ質量分析装置、熱分析装置などによる各種定性分析

○開放設備

試作・評価に関する設備を企業に有料（実費）で開放し、研究員等による技

術支援を行うことで、企業の技術の高度化及び新分野進出を促進しています。

・ 材料試験

万能試験機、精密万能試験機、卓上型精密万能試験機、曲げ試験機、および、各

種の硬度計により、材料の強度試験を行います。

・ 材料分析

各種分析装置により、材料の定性・定量分析や表面性状等の計測を行います。

・ 機械計測

種々の測定機により、材料や部品の寸法や三次元形状や表面粗さを測定します。

また、振動試験装置、振動解析装置により、部品・製品等の振動試験を行います。

・ 機械加工

種々の加工機により、金属等の材料の加工を行うことができます。

また、高精細三次元造形装置（3Dプリンタ）により、試作品を作成できます。

そのほか、5軸制御立形マシニングセンタ、サーボプレスの利用が可能です。

・ 表面処理

ブラスト、窒化装置などの各種加工装置により、材料表面の処理を行います。

・ CAD/CAE/CAM

3Dモデルの作成、構造解析を行うＣＡＤや、構造・流体・熱伝導の統合CAEソフトウ

エアである連成解析システムを利用できます。

・ 電気計測

EMI計測システムにより、電子機器から出る電磁放射ノイズを計測します。

電気ノイズ安全評価装置により、電気製品の評価を行うことが可能です。

恒温恒湿器、冷熱衝撃試験装置により、ヒートサイクルの環境試験を行います。

・ 食品分析

各種分析装置により、食品成分分析、香り成分分析、異臭分析、揮発性成分分

析、食感の測定、抗酸化能を測定します。

・ 食品加工

レトルト殺菌装置、真空凍結乾燥装置、過熱水蒸気装置、粉砕機などにより、食品

および素材の加工を行います

※ 依頼試験。開放設備の詳細の内容と料金については、ホームページの「依頼試験」

「開放設備」欄をご覧ください。

【問い合わせ先】
  工業技術センター 研究企画課  担当者：藤本、小楠
   電 話：０９５７－５２－１１３３
   ＦＡＸ：０９５７－５２－１１３６
   E-mail：rdp@tc.nagasaki.go.jp
   HPｱﾄﾞﾚｽ：http://www.pref.nagasaki.jp/section/kogyo-c/



  ～工業技術センターの活用事例～
（共同研究等による新製品開発）

企業から工業技術センターに寄せられた技術相談の支援対応、あるいは、企業と工

業技術センターとの共同研究により、企業から新製品として市場に販売されています。

○植物性乳酸菌を用いた「黒田五寸人参プレミアム」

長崎県産の発酵食品や農産物から分離した有用な植物性乳酸菌を用いて、大村市

特産の黒田五寸人参を発酵させ、食品の機能性を高めるとともに、品質を安定させた付

加価値の高い乳酸発酵飲料が商品化されました。

○フリーズドライしたさちのか苺を用いた「しあわせクルス」

県推奨のさちのか苺ペーストをフリーズドライすることで色・香り・風味を変えないで粉

末化しました。さちのか苺を練りこんだ生地に、さちのか苺を混ぜ合わせたクリームをサ

ンドして仕上げられ商品化されました。

○五島つばき酵母を用いた酒類

五島のヤブツバキから分離された酵母の特徴を調べ、アルコールの生成や香味に優

れ、酒類に適した酵母を選抜しました。その酵母を用いた清酒、焼酎、ワインが商品化

されました。

○世界最軽量級の非破壊糖度計

果実の糖度を非破壊で測定する新たな光学的手法を開発し、その技術移転により県

内企業と共同で重量200グラムと世界最軽量級の非破壊糖度計を商品化しました。

○小規模オフィス向けＥＭＳ（消費電力管理システム）

電流、電圧など複数のセンサーを使った遠隔監視技術を応用して、小規模オフィス

向けのエネルギー管理システムが商品化されました。

○ガスタービン用火炎検出器

ガスタービンの失火・着火状態を検出する火炎検出器の耐熱性や寿命を改善する共

同研究を行い、その研究の成果をもとに新型のガスタービン火炎検出器が商品化されま

した。

○３Ｄプリンタを用いた製品開発

アクリル樹脂の三次元造形を行う「高精細三次元造形装置（３Dプリンタ）」を導入して

います。製品の模型や部品を試作し、その性能等の評価試験が行われています。

○IoTを活用した計測制御システム

IoT技術を活用したものづくり支援を行っています。製造設備の遠隔監視や故障の予

兆検知を行う装置、海中の遠隔観察を行う装置、農業現場で栽培管理を行う装置など

について、県内企業へ技術支援を行いました。

○強度試験による製品開発の支援

金属や樹脂を用いた様々な製品の開発支援を行っています。種々の強度試験、かた

さ試験機を用いて材料や製品等の強度試験を行い、その結果をもとに県内企業で開

発・製造された様々な製品が多くの用途で使用されています。



53.窯業技術センターの支援と活用事例 目的 ⑥

セラミックス分野への進出や新製品の開発の際に、県の研究機関の支援を
受けたい。

【事業の概要】

窯業技術センターでは中小企業等の方々に、次のような支援を行っています。

○技術相談（無料）

電話や面談により、技術上の問題やデザインに関する相談をお受けしています。

○依頼試験（有料）

窯業原料の化学分析や粒度測定、セラミックス素材の強度試験や多孔質素材の

評価など、無機材料に関する種々の試験分析を行っています。試験内容と料金は

ホームページをご覧下さい。

○開放設備（有料）

窯業原料の加工、セラミックス素材の評価など、新製品開発に必要な試作用の

設備（圧力鋳込み装置、3次元プリンタ、NC加工機等）や、高度な測定装置（X線

分析顕微鏡、熱分析、走査型電子顕微鏡等）を利用することができます。利用で

きる設備と料金はホームページをご覧下さい。

○共同研究、受託研究等（新製品の開発）

企業との共同研究等により、新製品を開発しています。

・多孔質フィルター：形状を保持しにくい原料に成形助剤を配合して、成形しや

すく改良しました。無数の細かい孔が入ったフィルターを開発して製品化され

ました。多孔質フィルターは、コーヒーフィルター等として利用されています。

・落雁・成形型：３Ｄプリンタを利用して菓子（落雁）の形状を検討し、成形型

を試作しました。波佐見の土産菓子として販売されています。

・島原和ろうそく用燭台：島原和ろうそくの販売促進のため磁器製の燭台を開発

しました。島原と波佐見の伝統技術を組み合わせた商品として販売されていま

す。

○各種研修会・技術セミナー（参加無料）

・ 平成31年度は14回開催しました。

   例：「デザイン導入経営支援セミナー」、「陶磁器勉強会（原料・石膏・成

形・釉薬・焼成）」、「機器分析セミナー（電子顕微鏡・蛍光Ｘ線分析

装置）」、「複合セラミックス素材の開発と製品化までの歩み」など

※セミナー開催のご案内は、ホームページの「お知らせ」欄に掲載します。

【問い合わせ先】

  窯業技術センター 研究企画課  担当者：狩野

電 話：０９５６－８５－３１４０

   ＦＡＸ：０９５６－８５－６８７２

   HPｱﾄﾞﾚｽ：http://www.pref.nagasaki.jp/yogyo/



54. 商店街等を核とする地域のにぎわい創出支援事業補助金 目的 ⑦

商店街のにぎわいや活力を向上させたい。
ビジョンを明確にした「活性化プラン」を策定し商店街を活性化させたい。
商店街の個店の魅力向上や空き店舗対策に取り組みたい。
商店街以外のエリアにおいてもにぎわい創出に取り組みたい。

【事業の概要】

１．事業の目的

「商店街活性化プラン」に基づく取組を推進し、商店街振興を「地域のにぎ

わい創出」に繋げていくことを目的とする。

また、商店街以外のエリアにおいても、商業者等が取り組むにぎわい創出に

ついて、まちづくりの主体となる市町と連携して支援する。

２．事業の枠組

地元市町を通した間接補助金  〈県〉→〈市町〉→〈事業主体〉

３．事業主体

商店街振興組合、事業協同組合、商店街組織、商工会、商工会議所等、

商業者(３者以上)※、社会福祉法人※、特定非営利活動法人※

※「新たなにぎわい創出事業」のみ対象

４．補助率

補助対象経費の4/10以内かつ市町補助額の4/8以内の額を補助
  

５．対象事業

（１）商店街活性化プラン事業

①商店街体制強化支援事業（おもてなし向上セミナー開催による組合員の経営強化等）

②商店街活性化プラン策定支援事業（商店街活性化プランの策定）

③商店街にぎわい創出事業（空き店舗対策、まちゼミ開催、商店街イベントの実施等）

④商店街共同施設等整備事業（Wi-Fi 機器や防犯カメラの設置等）

（２）地域のにぎわい創出事業

⑤新たなにぎわい創出事業（商業者等が集まって取り組む地域を巻き込んだイベントの開催等）

※③、④の事業については、「商店街活性化プラン」を策定し、市町の認定を受ける必

要があります。

６．補助上限額

・上記①、② ６００千円

・上記③  ２，５００千円(※下限５００千円)

・上記④  ５，０００千円(※下限５００千円)

・上記⑤    ４００千円

【問い合わせ先】

    産業労働部 経営支援課 サービス産業振興班 担当者：本田

  電 話：０９５－８９５－２６５３

     ＦＡＸ：０９５－８９５－２５８０

E-mail ：ｓ05570@pref.nagasaki.lg.jp



●対象者

●対象事業

●貸付限度額

●貸付利息、償還期間

林政課 林業経営指導班 ＴＥＬ．　095-895-2990
ＦＡＸ．　095-895-2596

借入をお考えの方は、最寄の森林組合、県森林組合連合会、県木材協同組合連合会、各振興局林業担当課
又は林政課「林業・木材産業改善資金」担当者へご相談ください。

森林所有者、林業労働従事者、森林組合、生産森林組合、
森林組合連合会、素材生産業者、素材生産組合など

林業従事者　……

木材製造業者、木材卸売業者、木材市場業者木材産業事業者…

  貸付利息　　無利子

  償還期間　　１０年以内（うち据置期間　３年以内）

　（林業・木材産業改善資金助成法施行規則第１条ただし書き）

林業労働に係る安全衛生施設の導入

林業労働に従事する者の福利厚生施設の
導入

●問い合わせ先

具　　　　　　体　　　　　　例

  個人　1,500万円　 　会社　3,000万円
  団体　5,000万円　  （木材産業分野　1億円）

事　業　の　目　的

防振装置付きチェーンソー、防振装置付き携帯用刈払機等の導入

休憩室、更衣室、浴場、シャワーなどを付備した施設等の導入

新たな林業部門の経営の開始

新たな木材産業部門の経営の開始

林産物の新たな生産方式の導入

林産物の新たな販売方式の導入

※特認協議：貸付限度額を超えて貸付を行う場合には事前に農林水産大臣へ協議が必要。

　※会社の場合、資本の額もしくは出資の総額が1,000万円以下のもの、
　   または常時使用する従業者の数が300人以下のものに限る。

　※資本の額もしくは出資の総額が1,000万円以下の会社、または常時使用する
   　従業者数が  100人(木材製造業を営む者にあっては、  300人)以下の会社
   　もしくは個人に限る。

新たに素材生産やきのこ栽培などを開始するために必要な機械・施設の導入

新たに集成材製造、プレカット加工などを開始するために必要な機械・施設の導
入

生産性向上、品質向上などに役立つ林業生産機械や木材加工機械の新たな
導入木材乾燥施設、木質バイオマス利用施設を含む

売上高の向上などに役立つ販売用機械・施設の導入

林業・木材産業に携わる皆さんを対象とした 無利子の貸付資金です。

014058
四角形

014058
テキストボックス
普及指導班

014058
四角形

014058
四角形

014058
四角形

014058
四角形
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産業労働部組織機構（令和２年度） （令和2年4月1日現在）

産業労働部政策監
（次世代情報化推進担当）

ながさきUIターン
就職支援センター

佐世保労働相談
情報センター

（県北振興局商工水産部内）

長崎高等技術専門校

佐世保高等技術専門校

長崎人材活躍支援センター
（雇用労働政策課、長崎西
洋館、県北振興局）

経営支援課 経営支援班

産業労働部参事監
（大学連携推進担当）

職業能力開発班

長崎労働相談
情報センター

（雇用労働政策課内）

サービス産業振興班

窯業技術センター

産業人材対策班

工業技術センター

大学生定着班

新産業創造課 新産業支援班

科学技術振興班

海洋・環境産業班

若者定着課 高校生定着班

雇用労働政策課 労政福祉班

産業労働部政策監
（産業人材育成・県内定着促
進・働き方改革担当）

産業労働部次長

産地振興班

産業労働部参事監
(長崎県産業振興財団派遣)

企業誘致推進班

企業振興課 地場企業支援班

産業労働部長 産業政策課 総務・予算班

企画調整班 産業・雇用施策
活用推進センター
（産業政策課内）

団体振興班

産業労働部政策監
（長崎県産業振興財団派遣）



 １．令和２年度　産業労働部予算総括表

　○　科目別（一般会計）
（単位：千円）

科  目

款 項 目

187,753 195,798 ▲ 8,045 ▲ 4.1

企画費 187,753 195,798 ▲ 8,045 ▲ 4.1

企画総務費 81,391 76,911 4,480 5.8

企画調整費 106,362 118,887 ▲ 12,525 ▲ 10.5

労働費 2,205,284 2,305,944 ▲ 100,660 ▲ 4.4

労政費 371,380 247,871 123,509 49.8

労政総務費 214,060 203,646 10,414 5.1

労働福祉費 157,320 44,225 113,095 255.7

職業訓練費 1,375,071 1,622,621 ▲ 247,550 ▲ 15.3

職業能力開発総務費 421,206 449,311 ▲ 28,105 ▲ 6.3

職業能力開発運営費 953,865 1,173,310 ▲ 219,445 ▲ 18.7

失業対策費 458,833 435,452 23,381 5.4

職業安定総務費 35,014 34,830 184 0.5

雇用安定対策費 423,819 400,622 23,197 5.8

商工費 29,197,061 30,581,652 ▲ 1,384,591 ▲ 4.5

商業費 169,700 184,633 ▲ 14,933 ▲ 8.1

ふるさと産業振興費 138,896 111,188 27,708 24.9

商業振興費 30,804 73,445 ▲ 42,641 ▲ 58.1

工鉱業費 7,843,700 7,836,412 7,288 0.1

工鉱業総務費 1,032,557 1,050,113 ▲ 17,556 ▲ 1.7

中小企業振興費 1,768,835 1,755,838 12,997 0.7

工鉱業試験場費 729,759 404,435 325,324 80.4

工鉱業振興費 4,262,884 4,588,328 ▲ 325,444 ▲ 7.1

産炭地域振興費 49,665 37,698 11,967 31.7

金融費 21,183,661 22,560,607 ▲ 1,376,946 ▲ 6.1

金融総務費 27,384 21,638 5,746 26.6

中小企業金融対策費 21,156,277 22,538,969 ▲ 1,382,692 ▲ 6.1

31,590,098 33,083,394 ▲ 1,493,296 ▲ 4.5

R2年度当初
(A)

R1年度当初
(B)

増減額
(C=A-B）

伸び率
(C/B(%))

   合 　　 　計　

総務費



　○　各課別（一般会計）
（単位：千円）

産 業 政 策 課 2,164,560 2,167,362 ▲ 2,802 ▲ 0.1

企 業 振 興 課 3,934,501 4,208,005 ▲ 273,504 ▲ 6.5

新 産 業 創 造 課 1,870,726 1,551,424 319,302 20.6

経 営 支 援 課 21,368,397 22,850,659▲ 1,482,262▲ 6.5

若 者 定 着 課 392,443 472,015 ▲ 79,572 ▲ 16.9

雇 用 労 働 政 策 課 1,859,471 1,833,929 25,542 1.4

計 31,590,098 33,083,394▲ 1,493,296▲ 4.5

　○　特別会計（小規模企業者等設備導入資金特別会計）

企 業 振 興 課 0 96,400 ▲ 96,400 皆減

経 営 支 援 課 230,212 233,867 ▲ 3,655 ▲ 1.6

計 230,212 330,267 ▲ 100,055 ▲ 30.3

伸び率
(C/B(%))

R2年度当初
(A)

R1年度当初
(B)

伸び率
(C/A(%))

課 名

課 名
増減額
(C=B-A）

R2年度当初
(A)

R1年度当初
(B)

増減額
(C=A-B）



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。



商工会議所・商工会

名　　　称 電　話 ＦＡＸ
長崎商工会議所 850-0031 長崎市桜町4-1 095-822-0111 095-822-0112

佐世保商工会議所 857-8577 佐世保市湊町6-10 0956-22-6121 0956-25-8616

島原商工会議所 855-8550 島原市高島2丁目7217 0957-62-2101 0957-62-2393

諫早商工会議所 854-0016 諫早市高城町5-10 0957-22-3323 0957-24-3638

大村商工会議所 856-0832 大村市本町458-2 0957-53-4222 0957-52-2511

福江商工会議所 853-0005 五島市末広町8-4 0959-72-3108 0959-74-1588

平戸商工会議所 859-5121 平戸市岩の上町1481-1 0950-22-3131 0950-22-3130

松浦商工会議所 859-4501 松浦市志佐町浦免1807 0956-72-2151 0956-72-0199

東長崎商工会 851-0133 長崎市矢上町20-27 095-839-8866 095-839-8867

茂木支所 851-0241 　〃　茂木町165-3 095-836-0043 095-836-0908

長崎市北部商工会 851-2204 長崎市三重町958 095-850-0050 095-850-0982

琴海支所 851-3212 長崎市長浦町2723 095-885-2123 095-885-2078

外海連絡支所 851-2403 　〃　神浦江川町2 0959-24-0105 0959-24-0450

長崎南商工会 851-0403 長崎市布巻町88-1 095-892-0078 095-892-0120

西海市商工会 851-3305 西海市西彼町喰場郷1686-3 0959-37-5400 0959-27-1677

西そのぎ商工会 851-2105 西彼杵郡時津町浦郷428-14 095-882-2240 095-882-0521

時津支所 851-2105 　 〃 　時津町浦郷428-14 095-882-2240 095-882-0521

長与支所 851-2128 　 〃 　長与町嬉里郷431-4 095-883-2145 095-883-2149

東彼商工会 859-3605 東彼杵郡川棚町百津郷364-185 0956-82-2068 0956-83-2449

東彼杵支所 859-3808 　 〃 　東彼杵町彼杵宿郷483 0957-46-1700 0957-47-1173

波佐見支所 859-3711 　 〃 　波佐見町井石郷2220-1 0956-85-2069 0956-85-2103

諫早市商工会 854-0202 諫早市森山町慶師野1063 0957-20-5550 0957-35-2909

森山支所 854-0202 　〃　森山町慶師野1063 0957-35-2300 0957-35-2909

飯盛支所 854-1104 　〃　飯盛町上原6-8 0957-48-1141 0957-48-1096

東部支所 859-0132 　〃　高来町三部壱252-14 0957-32-2184 0957-32-2291

多良見支所 859-0401 　〃　多良見町化屋759-15 0957-43-0140 0957-43-2359

雲仙市商工会 854-0302 雲仙市愛野町乙555-1 0957-36-3911 0957-36-3919

南島原市商工会 859-2503 南島原市口之津町丁5611-7 0957-76-1500 0957-86-3159

口加統合事務所 859-2601 　 〃 　加津佐町己2818-2 0957-87-3083 0957-87-4709

有馬統合事務所 859-2304 　 〃 　北有馬町丁35-1 0957-84-2222 0957-84-2608

両有家統合事務所 859-2201 　 〃 　有家町久保204-9 0957-82-2431 0957-82-8205

深江布津統合事務所 859-1504 　 〃 　深江町丁2169-2 0957-72-2891 0957-72-2365

有明町商工会 859-1415 島原市有明町大三東戊1427-3 0957-68-0255 0957-68-0223

佐世保市北部商工会 859-6326 佐世保市吉井町立石472-3 0956-64-2139 0956-64-2489

小佐々支所 857-0413 　 〃 　小佐々町楠泊690-2 0956-69-2562

世知原支所 859-6408 　 〃 　世知原町栗迎58-3 0956-76-2130

住　　　所



商工会議所・商工会

名　　　称 電　話 ＦＡＸ住　　　所
平戸市商工会 859-4825 平戸市田平町山内免344-5 0950-57-0223 0950-57-0083

田平支所 859-4825 　〃　田平町山内免344-5 0950-57-0223 0950-57-0083

生月支所 859-5703 　〃　生月町里免2896-2 0950-53-0216 0950-53-3065

松浦市福鷹商工会 848-0403 松浦市福島町塩浜免679 0955-47-2152 0955-47-3273

鷹島支所 859-4305 　〃　鷹島町中通免1892-2 0955-48-2117 0955-48-3490

佐々町商工会 857-0311 北松浦郡佐々町本田原免123 0956-62-3171 0956-62-6589

小値賀町商工会 857-4701 北松浦郡小値賀町笛吹郷1537-54 0959-56-2323 0959-56-2755

宇久町商工会 857-4901 佐世保市宇久町平2524-23 0959-57-2163 0959-57-2822

新上五島町商工会 857-4404 南松浦郡新上五島町青方郷2303 0959-52-2446 0959-52-8383

有川支所 857-4211 　 〃 　新上五島町有川郷700-15　 0959-42-0037 0959-42-1625

五島市商工会 853-0701 五島市岐宿町岐宿2256-3 0959-82-0702 0959-82-0576

富江支所 853-0201 　〃　富江町富江357-57 0959-86-0616 0959-86-1735

玉之浦支所 853-0411 　〃　玉之浦町玉之浦638 0959-87-2032 0959-87-2177

三井楽支所 853-0601 　〃　三井楽町濱ノ畔1278-3 0959-84-2101 0959-84-3651

岐宿支所 853-0701 　〃　岐宿町岐宿2256-3 0959-82-0068 0959-82-0576

奈留支所 853-2201 　〃　奈留町浦1839-8 0959-64-2288 0959-64-2496

壱岐市商工会 811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触490-9 0920-47-6001 0920-47-1899

対馬市商工会 817-0022 対馬市厳原町国分1441 0920-52-0460 0920-52-6169

美津島支所 817-0322 　〃　美津島町鶏知甲550-2 0920-54-2268 0920-54-3143

中部支所 817-1201 　〃　豊玉町仁位1542 0920-58-1139 0920-58-1348

北部支所 817-1701 　〃　上対馬町比田勝679-1 0920-86-2323 0920-86-3905



http//www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/sangyoshien/sangyo-center

長崎県産業・雇用施策活用推進センター

出前説明会も行います！ お電話をお待ちしてます！

０ １ ２ ０ ー ３ １ ８ － ５ ４ １
さんぎょういちばん こよういちばん

お問い合わせは

ＯＰＥＮ ●月～金 ９：００～ １７：４５

★格段に充実した国、県の施策や助成制度をご紹介します。

★様々な制度を組合せ、厳しい時代を乗り切り、新しい未来を切り開きましょう。

■新分野進出・新商品の開発 ■経営・雇用
の維持 ■人材確保・人材育成

Nagasaki  Prefectural Industry  and  Work  Support  Center

何をしてくれる？

説明会などを通して産業全般にわたる国や県の新しい支援制度などをご紹
介していきます。個別のご相談に対し、手続き等のアドバイスを行います。
どんな人が対象？

幅広く県民の皆様が対象ですが、主に会社や自営業を行っている方、
また、これから行おうとする方が対象です。
どんな分野の支援？

製造業や商業などの商工業だけでなく、これからの有望な産業分野であ
る農林水産業を含む幅広い産業分野が対象です。
具体的な支援の方法は？

事業をされている方の会合等で説明をさせていただきます。また、セン
ターに来所される方や現地に出向いての個別相談に応じます。電話での相
談やホームページの各種制度の最新情報もご活用ください。

産業・雇用施策活用推進センターのサービス

ホームページは

MENU「支援制度」をクリックすると各種支援制度が表示されます。
なお 各制度は予告無しに変更・追加されることがあります。
定期的に確認される事をおすすめします。

企業や自営業の皆様の「やる気」を応援し、「困りごと」
のご相談に応じます。


