
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

西彼青年の家イベント
①春の自然の学校
　「春を探そう!ハイキング&
　クッキング」

春の野山でハイキングを楽しみ、採集
した山菜をおいしくいただきます。
●と　き／3月27日（土）～28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／3月17日（水）まで
②わくわくおやつ工房～春編～
　「旬を食す!春おやつ」

桜餅やよもぎ餅のほか、集めた桜の花
や葉で来年用の塩漬けを作ります。
●と　き／4月11日（日）
●ところ／西彼青年の家
●対　象／どなたでも
●参加費／600円
●申　込／4月4日（日）まで

検索西彼青年の家

問合せ 西彼青年の家
☎0959-32-1337

催しもの

世界自閉症啓発デー2021
4月2日は「世界自閉症啓発デー」、
4月2日～8日は「発達障害啓発週
間」です。自閉症をはじめ発達障害を
知ってもらうため、4月2日に県内の
多くの施設がシンボルカラーのブ
ルーでライトアップされます。
※詳しい場所などはウェブサイトを
　ご覧ください

検索長崎県自閉症啓発デー

問合せ 県のこども家庭課
☎095-895-2445

県職員の募集
【大学卒業程度】行政B（SPI方式）
●一次試験／4月18日（日）
●申　　込／3月1日（月）～19日（金）
一次試験は民間企業の採用試験で多
く導入されているSPI試験（基礎能
力検査）のみを実施します。公務員試
験対策が必要な教養試験や専門試験
はありません。
※試験案内は県庁や各振興局、ウェ
ブサイトで入手できます

検索長崎県人事委員会

問合せ 県の人事委員会事務局
☎095-894-3542

「愛の福祉基金」を
ご存知ですか?

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
2月27日（土）
14時キックオフ ツエーゲン金沢

愛媛FC

ヴァンフォーレ甲府

FC町田ゼルビア

東京ヴェルディ

ブラウブリッツ秋田

ジェフユナイテッド市原・千葉

レノファ山口FC

松本山雅FC

ジュビロ磐田

大宮アルディージャ

ギラヴァンツ北九州

モンテディオ山形

FC琉球

SC相模原

京都サンガF.C.

アルビレックス新潟

水戸ホーリーホック

ザスパクサツ群馬

栃木SC

ファジアーノ岡山

3月13日（土）
14時キックオフ
4月3日（土）
14時キックオフ
4月17日（土）
14時キックオフ
4月25日（日）
14時キックオフ
5月5日（水・祝）
14時キックオフ
5月15日（土）
14時キックオフ
5月29日（土）
14時キックオフ
6月13日（日）
14時キックオフ
6月26日（土）
14時キックオフ
7月11日（日）
18時キックオフ
7月17日（土）
19時キックオフ
8月14日（土）
19時キックオフ
9月4日（土）
時間未定
9月11日（土）
時間未定
10月2日（土）
時間未定
10月16日（土）
時間未定
10月30日（土）
時間未定
11月3日（水・祝）
時間未定
11月13日（土）
時間未定
11月28日（日）
時間未定

無料

県立高等技術専門校
オープンキャンパス

◎長崎校　※事前申込が必要
●と　き／3月7日（日）
　　　　　10時～11時15分

◎佐世保校
※日曜日のみ事前申込が必要
●と　き／3月1日（月）～5日（金）
　　　　　13時30分～15時30分
　　　　　3月7日（日）
　　　　　10時30分～14時15分

検索佐世保高等技術専門校

問合せ ☎0956-62-3799

検 索Ｎなび

問合せ 県の若者定着課
☎095-895-2732

検 索長崎高等技術専門校

問合せ ☎095-887-5671

高校生や保護者、一般の方を
対象に、各校の概要説明をはじめ、
施設や実習見学などを行います。

無料

ながさきオンライン合同
企業説明会
約60社が参加し、オンライン
で企業紹介をするほか、参加者から
の質問に応じます。
●と　き／3月22日（月）～25日（木）
●対　象／令和4年3月に大学（院）、
　　　　　短大を卒業予定の方など
※事前申込が必要

春の全国交通安全運動
～手をあげて じぶんでまもろう
　　　　　　　いのちのあいず～

一人一人 が 交 通
ルールを守り、交
通マナーを高めて
交通事故に遭わ
ないように、また
起こさないように
注意しましょう。

PM2.5にご注意ください
PM2.5は大気中に漂う非常に小さ
な粒子の総称で、健康への影響が懸
念されています。例年11月～5月頃
は、高濃度のPM2.5が観測されてい
ますのでご注意ください。なお、計測
状況は県のウェブサイトで公表する
ほか、注意喚起時は市町の防災無線
などでもお知らせします。

●期　間／4月6日（火）～15日（木）

検索長崎県　交通安全運動

検索長崎県　PM2.5

問合せ 県の交通･地域安全課
☎095-895-2341

問合せ 県の地域環境課
☎095-895-2356

◎重点
■子供と高齢者を始めとする歩
　行者の安全の確保
■自転車の安全利用の推進
■歩行者等の保護を始めとする
　安全運転意識の向上

優生手術などを受けた方
に対する一時金の支給
旧優生保護法一時金支給法に基づ
き、優生手術などを受けた方に一時
金が支給されます。詳しくは、窓口ま
でお問合せください。
●対　象／①または②に該当し、現

在生存されている方

検索長崎県　旧優生保護法

問合せ 長崎県旧優生保護法一時金
受付･相談窓口（県のこども家庭課内）
☎095-895-2446

①昭和23年9月11日から平成
8年9月25日までの間に旧優
生保護法に基づき優生手術を
受けた方

②①と同じ期間に生殖を不能に
する手術または放射線の照射
を受けた方

募　集

自動車税種別割の
お知らせ

引っ越しなどで住所が変わった方
は、県の各振興局で納税通知書の送
付先変更手続きが必要です（電子申
請も可）。また、自動車を譲ったり、使
わなくなったりした場合、移転登録ま
たは抹消登録の手続きを怠ると、4月
1日現在の登録名義人に自動車税種
別割が課税されますので、必ず変更
手続きを行ってください。

検索長崎県税務課

問合せ 各振興局税務担当課
長崎　☎095-821-8835
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

◎移転･抹消登録の
　問い合わせ先（運輸支局）
■長崎  　☎050-5540-2083
■佐世保  ☎050-5540-2084
■厳原  　☎050-5540-2085

お知らせ

検索長崎県愛の福祉基金

問合せ 県の障害福祉課
☎095-895-2453

寄付金は、県内の
障害のある方のた
めに、文化･芸術活
動などさまざまな
福祉事業に活用し
ています。公共施設などに設置してい
る基金箱への募金以外に、一般寄付
も受け付けています。本基金への寄
付は全額非課税対象です。皆さんの
ご協力をお願いします。
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水産動植物の密漁行為が
厳罰化されました
令和2年12月に漁業法が改正され、
特定水産動植物（アワビ、ナマコなど）
を許可や漁業権に基づかずに採った
場合や、その密漁品を流通させた場
合は、罰則の対象となりました。
●罰　則／3年以下の懲役または
　　　　　3,000万円以下の罰金

「Nなび」が新しくなります

学生を中心に県内企業への就職を支
援する、ながさき県内就職応援サイ
ト｢Nなび｣を3月1日からリニューアル
します。より見やすく、操作しやすい
デザインに一新し、コンテンツもパ
ワーアップ!就職活動のオンライン化
が進む中で、業界･企業研究など、こ
れまで以上に就職ナビ
サイトが活用されていま
す。新しいNなびをぜひ
ご利用ください。検索水産庁　密漁対策

問合せ 県の漁業振興課
☎095-895-2825

Nなび

問合せ 県の若者定着課
☎095-895-2732

LINEアカウントで
新型コロナウイルス感染症
に関する情報を発信中

検索長崎県　パーソナルサポート

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

県の医療政策課LINEアカ
ウント「新型コロナ対策
パーソナルサポート」では、
新型コロナウイルス感染症
に関する最新の情報を提
供しています。

コロナ
関連

発熱などの症状がある方は、
まずは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。

～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。また、マスクを着用し
て受診しましょう。

検索長崎県　新型コロナウイルス

◎長崎県受診･相談センター
☎0120-409-745

　土･日曜、祝日を含む24時間対応

コロナ
関連

「パパ検定」
～世界一簡単な問題です～
家族との時間を考えるきっ
かけとなる動画とパパ検定
シートを作成しました。ぜ
ひご活用ください。

検索長崎県　パパ検定

問合せ 県の男女参画･女性活躍推進室
☎095-822-4729

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 索上手な医療のかかり方

問合せ 県の医療政策課
☎095-895-2464

YouTube
ユ ー チ ュ ー ブ

検 索

献血へのご協力を
お願いします
新型コロナウイルス感染症の
影響により、献血者が減少しています。
献血会場では、徹底した感染症対策を
行っていますので、ご協力をお願いし
ます。また、献血Web会員サービス｢ラ
ブラッド｣を利用すると、一部の献血バ
スでは事前予約が可能です。待ち時間
短縮のためにも、ぜひご
登録をお願いします。

長崎県 献血

問合せ 県の薬務行政室
☎095-895-2469

検 索

エヌ

コロナ
関連

コロナ
関連

コロナ
関連


