
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！

催しもの

統計グラフコンクール
作品募集

身の回りの出来
事や興味のある
ことをグラフで
表現した作品を
募集します。優
秀作品は県内で
実施する作品展
で展示します。
●対　象／小学生以上
●締　切／9月8日（水）

検索長崎県グラフ

問合せ 県の統計課
☎095-895-2222

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

～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。マス
クをして受診するようにしましょう。

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
　☎0120-071126
　土･日曜、祝日を含む24時間対応

コロナ
関連

息苦しさ、強いだるさ、高熱
などの強い症状がある場合や、発熱、
咳など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。
相談する医療機関に迷う方は、長崎
県受診・相談センターにご連絡くだ
さい。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。
ワクチンの予約などについては、お住
まいの市町の窓口にお問い合わせく
ださい。

検索長崎県　ナンバープレート

問合せ 県の地域づくり推進課
☎095-895-2241

あなたの車で長崎を発信！
「長崎県版図柄入りナンバー
プレート」
交付手数料に加え、1,000円以上の
寄付をするとカラー版が交付されま
す。寄付金は交通サービスの改善な
どに役立てられます。

●交付手数料／8,400円（モノトーン）～
※ディーラーや整備工場に依頼する
　場合、別途手数料がかかります

第33回長崎県まちづくり
の絵コンクール作品募集

みんなでつくってみたい将来の「ま
ち」を描いた絵画を募集しています。
今回のコンクールは県政150周年記
念絵画コンクールを兼ねており、11月
14日（日）に開催する県政150周年
記念イベント内で最優秀賞受賞者を
表彰します。

●対　象／県内在住の小学生
●締　切／9月3日（金）
●提出先／お住まいの市町のまちづ

くり担当課

検索長崎県まちづくりの絵

問合せ 県の都市政策課
☎095-894-3031

◎テーマ
「みらいのまちって どんなまち」

県職員と警察官の募集

●一次試験／①②③  9月26日（日）
　　　　　　　　④  9月19日（日）
　　　　　　　　⑤10月17日（日）
●申　　込／8月2日（月）～13日（金）
※試験案内・申込書は、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

◎県職員
①【短大卒業程度】
　保育士、学校栄養職員
②【高校卒業程度】
　一般事務、教育事務、林業など
③【就職氷河期世代】
　一般事務、教育事務、土木、建築
◎警察官
④警察官Ⅰ類（男性・女性）［第2回］
⑤警察官Ⅲ類（男性・女性）

農業の技術習得支援
研修生募集

検索長崎県新規就農相談センター

問合せ 長崎県新規就農相談センター
☎0957-25-0031

受講料無料

●対　象／県内での就農を目指す64
　　　　　歳未満で農作業が可能な方
●申　込／8月2日（月）～9月2日（木）
●試験日／9月10日（金）
●期　間／10月から1年間
　　　　　　◎基礎技術研修2カ月
　　　　　　◎農家派遣研修10カ月
●定　　員／25名
※教材費や保険加入料などの自己負担あり

県内で新規就農を目指
す研修生を募集します。

県営住宅の入居者募集
募集住宅の申込書類などを8月6日か
ら県住宅供給公社、県庁、長崎・県北・
県央の各振興局などで配布します。
●申　込／原則郵送のみ
　　　　　8月6日（金）～17日（火）
　　　　　※消印有効
※本社及び各地区事務所で受付、
　申込多数の場合は抽選

検索長崎県住宅課

問合せ
県住宅供給公社　☎095-823-3050
佐世保事務所　　☎0956-22-9612
諫早事務所　　　☎0957-26-9053
大村事務所　　　☎0957-52-6825

個人事業税（第1期分）の
納期限は8月31日（火）です

8月10日(火)に、納税通知書兼納付
書を発送します。お近くの金融機関
やコンビニでの納付のほか、モバイル
決済「PayPay」などで納期内に納
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症の影響
などにより納付が困難な方は最寄
りの振興局税務担当課までお問い
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

８月は食品衛生月間です
高温・多湿となる夏は、食中毒が発生
しやすい時期です。特にテイクアウト
食品は、調理から食べるまでの時間
が長くなるため、以下のポイントに注
意して食中毒を防ぎましょう。

検索長崎県　食品衛生月間

問合せ 県の生活衛生課
☎095-895-2364

◎テイクアウト食品の取り扱い
●食品の温度管理を徹底しま
しょう。

［飲食店の皆さんへ］
●施設の調理能力を超えない範
囲で、短時間で調理しましょう。

［消費者の皆さんへ］
●出前やテイクアウトした食品
は、できるだけ早く食べま
しょう。

無料

ギャンブル依存症
家族教室の開催
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。

※事前申込必要
●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）

②10月29日（金）
13時30分～15時30分

②借金への
　対応について

①9月24日（金）
13時30分～15時30分

①依存症とは？
　家族としての対応

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

県立高等技術専門校
オープンキャンパス

◎長崎校  ※日曜日のみ事前申込必要
●と　き／8月23日（月）～27日（金）
　　　　　13時30分～15時30分
　　　　　8月29日（日）
　　　　　10時～12時
※8月29日（日）は実習見学は
　できません

◎佐世保校  ※事前申込必要
●と　き／8月23日（月）～27日（金）
　　　　　13時30分～15時30分
　　　　　8月29日（日）
　　　　　10時～12時
※8月29日（日）は実習見学は
　できません

検索佐世保高等技術専門校

問合せ ☎0956-62-3799

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
概要説明や施設
見学、実習見学な
どを開催します。

無料

募　集

お知らせ
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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆さんへ コロナ
関連

児童扶養手当・特別児童
扶養手当のお知らせ
現況届などの提出が必要な方には、
お住まいの市町から関係書類が送付
されますので、提出期間内に市町に
提出してください。提出されない場
合、児童扶養手当については、11月
分以降、特別児童扶養手当について
は、8月分以降の手当が受けられなく
なります。

検索長崎県　各種手当

問合せ 県のこども家庭課
☎095-895-2443

◎提出期間
●児童扶養手当現況届
　8月2日（月）～31日（火）
●特別児童扶養手当所得状況届
　8月12日（木）～9月13日（月）

各種支援制度活用の
相談窓口
給付金や補助金などの各
種支援制度や融資などの申し込み
を検討している事業者の皆さんに、
中小企業診断士が活用方法をアド
バイスし、申請などに必要な書類の
作成などを支援します。
●対　象／県内の中小企業者
　　　　　（個人事業主を含む）
●相談料／無料（1事業者3回まで）
　　　　　※リモート相談も可
●申込期限／9月30日（木）

無料

検索長崎県経営支援課　緊急相談窓口

申込先 （一社）長崎県中小企業診断士協会
☎095-832-7011

新型コロナワクチン接種
の相談窓口

検索長崎県　新型コロナワクチン

◎ワクチンに関する疑問
厚生労働省 新型コロナ
ワクチンコールセンター
☎0120-761-770
（9時～21時 ※土日祝含む）

◎接種後の副反応など
長崎県コロナワクチン
コールセンター
☎0120-764-060
（土日祝含む24時間対応）

◎接種に関すること（今後の予定や
　接種方法の確認、不安なことなど）
　お住まいの市町の相談窓口

コロナ
関連ワクチンに関する相談窓口

は、以下のとおりです。

緊急雇用維持アドバイザー
の派遣
雇用調整助成金などの申請
や在籍型出向の労務管理に関する
助言を行うアドバイザー（社会保険
労務士）を事業所に派遣します。
●対　象／県内に所在する事業所
●派遣回数など／1事業所3回まで
　　　　　　　　（1回2時間程度）
●申請期限／令和4年2月28日

検索長崎県緊急雇用維持アドバイザー

問合せ 県の雇用労働政策課
☎095-895-2714

無料

長崎県緊急雇用維持
助成金
国の雇用調整助成金などに対する
県独自の上乗せ助成を実施します。
●対　象／長崎労働局から雇用調

整助成金などの支給決
定を受けた県内の中小
企業者

●助成率／国の助成金を除いた事
業主負担の1 / 2以内
（国の助成率が10/10
の場合は対象外）

●申請期限／国の支給決定から
3ヵ月以内

検索長崎県緊急雇用維持助成金

問合せ 県の雇用労働政策課
☎095-895-2714

農薬は適正に使用しましょう
農薬を使用する機
会が増える時期で
す。農薬による事
故を防ぐため、以
下のことに注意しましょう。
◎農薬を使う前にはラベルに記載さ
れている注意事項をよく読み、使
用方法や使用上の注意を守りま
しょう。

◎散布時は周辺の作物、家畜、学校、
住宅地、河川などへの飛散に注意
しましょう。

◎農薬の保管場所には必ず鍵をかけ
るなど適切に管理し、誤飲・誤食を
防止しましょう。

検索長崎県　農薬危害防止運動

問合せ 県の農産園芸課
☎095-895-2933


