
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。

地域防災の要!
｢消防団｣に入ろう!

火災発生時の消火活動や大雨時の河
川の警戒など、消防団は地域社会の中
で大切な役割を担っています。「自分た
ちのまちは自分たちで守る！」を合い
言葉に一緒に活動しませんか。18歳以
上の方ならどなたでも入団できます。

検 索ながさきの消防団

問合せ 各市町消防団担当窓口
または県の消防保安室
☎095-895-2146
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自動車税種別割の納付は
口座振替が便利です

新たに口座振替の利用を希望する方や
口座の変更を希望する方、または今後
口座振替以外の納付方法を希望され
る方は、3月31日（火）までに預貯金口
座のある金融機関または郵便局の窓口
に申込書を提出してください。

検 索長崎県　自動車税種別割

問合せ 県の税務課
☎095-895-2212

長崎警察署が3月7日（土）
に移転します

●移転先／長崎市尾上町5-26
※長崎運転免許センター（仮称）は

4月1日（水）に開設します

検 索長崎県警察

問合せ 県警察本部装備施設課
☎095-820-0110

問合せ ☎0959-32-1337

青少年の家イベント

①チャレンジ42.195km
春の町並みを楽しみながら
ウォーキング！ハーフコース（21km）も
選べます。
●と　き／3月7日（土）
●ところ／千々石少年自然の家（発着）
●対　象／どなたでも
●料　金／300円
　　　　　（後泊する場合は1,500円）
●申　込／2月1日（土）～29日（土）

②施設開放事業
　「1泊2日のわくわくお泊り会」
仲間と一緒に宿泊や自然体験を楽し
みませんか。
●と　き／2月22日（土）～23日（日）
●ところ／西彼青年の家
●対　象／小学校低学年
●料　金／2,000円
●申　込／2月12日（水）まで

③春の自然の学校
　「春を探そう! ハイキング＆
　   クッキング」
家族や友達と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21日（土）～22日（日）
●ところ／西彼青年の家
●対　象／どなたでも
●料　金／大　人2,200円
　　　　　子ども2,000円
●申　込／3月11日（水）まで

検 索西彼青年の家

問合せ ☎0957-37-2769

検 索千々石少年自然の家

無料

令和元年度
長崎県人権教育中央研修会

人権尊重社会の実現を目指し
て、「『知ること』『気づくこと』から、
はじめよう」をテーマに、「寝たきり芸
人」を名乗るお笑い芸人のあそどっぐ
氏などによる講演会を開催します。
●と　き／2月14日（金）
　　　　　10時～16時20分
●ところ／県庁（長崎市尾上町）
●対　象／どなたでも
●申　込／2月12日（水）まで

検 索長崎県人権・同和対策課

問合せ 県の人権･同和対策課
☎095-826-2585

催しもの

第17回長崎県ねんりんピック
の参加者募集

検 索長崎県すこやか長寿財団

問合せ （公財）長崎県すこやか長寿財団
☎095-847-5212

検 索長崎県政アンケート

問合せ 県の県民センター
☎095-894-3441

県内在住の60歳以上の方（昭
和36年4月1日以前に生まれ
た方）のスポーツと文化活動の祭典
です。参加料等は種目によって異な
ります。

●と　き／5月23日（土）ほか
●ところ／長崎市、佐世保市、
　　　　　諫早市、大村市、長与町
●申　込／2月28日（金）まで
※ゴルフは2月26日（水）～3月18日（水）、
　ボウリングは3月23日（月）まで

スポーツ交流大会

●申　込／3月23日（月）まで
①囲碁交流大会
●と　き／4月25日（土）
●ところ／長崎県勤労福祉会館
　　　　　（長崎市桜町）
●対　象／アマチュア愛好者
　　　　　（15歳以下も可）
②ふれあい三世代交流将棋大会
●と　き／5月10日（日）
●ところ／三菱記念会館
　　　　　（長崎市稲佐町）
●対　象／アマチュア愛好者
　　　　　（年齢制限なし）
③健康マージャン交流大会
●と　き／5月24日（日）
●ところ／マージャンハウスいでがみ
　　　　　（長崎市大橋町）
●対　象／アマチュア愛好者

文化交流大会

1等、前後賞合わせて3億円!「東京
2020協賛ジャンボ宝くじ」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て
います。ぜひ、県内の宝くじ売場や宝
くじ公式サイトからご購入ください。
●発売期間／2月3日（月）～
　　　　　　2月28日（金）
●価　　格／1枚300円
●抽  選  日／3月6日（金）

検 索長崎県　宝くじ

問合せ 県の財政課
☎095-895-2171

「東京2020協賛ジャンボ宝くじ」
の購入は県内で!

地元企業60社以上が参加し、
さまざまな業界を知ることができます。
就職活動に役立つ印象アップのセミナー
や人事担当者との交流などもあります。

●対　象／令和3年3月に大学（院）、
　　　　　短大、高専、専門学校など
　　　　   を卒業予定または既卒3年
　　　　   以内の方など
※事前申込は不要です

検 索Nなび

問合せ 県の若者定着課
☎095-895-2732

ながさき就活スタートダッシュ
＆企業研究セミナー

相談無料

高次脳機能障害に関する
相談を受け付けています

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。
●と　き／月～金曜 9時～17時45分
　　　　　※祝日、12/29～1/3を除く

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

長崎のおいしい魚を食べるなら
「長崎県の魚愛用店」へ!

県民や観光客の皆さん
が、いつでも長崎県の
魚を食べられるように、
県産魚を積極的に活
用したメニューを提供
するお店を「長崎県の
魚愛用店」として、現在
約200店舗認定しています。新鮮でおい
しい長崎県産の魚介類や水産加工品
を愛用店でお楽しみください。

検 索長崎県の魚愛用店

問合せ 県の水産加工流通課
☎095-895-2871

ながさきWEB県政アンケート
モニターの募集

県民の皆さんの声を県政に反映させ
るため、毎年複数回県が実施するアン
ケートにインターネットでお答えい
ただける方を募集します。

●応募資格／県内在住の18歳以上の方
●募集人数／300名程度
●任　　期／令和2年4月～令和4年3月
●申　　込／2月3日(月)～28日(金)に
　　　　　　県のホームページから登録
●謝　　礼／回答状況に応じて、QUO
　　　　　   カードまたは図書カード
　　　　　    を進呈

募　集

お知らせ

ウェブ

ク　オ

と　き と こ ろ

2月26日（水）
13時～16時30分

2月28日（金）
13時～16時35分

県立総合体育館
（長崎市油木町）

佐世保市体育文化館
（佐世保市光月町）

家畜を1頭（羽）でも飼養している方
は、毎年1回、2月1日現在の飼養状況の
県への報告が義務付けられています。
●対　　象／家きん（鶏など）や牛、
　　　　　　馬、豚、山羊、めん羊を飼
　　　　　　養する全ての方
●報告期限／家きん6月15日（月）
　　　　　　   その他の家畜4月15日（水）
●提  出  先／最寄りの家畜保健衛生所

検 索長崎県　家畜の飼養

問合せ 県の畜産課
☎095-895-2955

家畜の飼養者は定期報告を!

医療保険が適用されない特定不妊治
療(体外受精･顕微授精)の経費の一部
を助成します。令和元年度の申請は、
3月31日(火)までです。間に合わない
場合は、事前にお住まいの地域の保
健所にご相談ください。
●助成額／初回30万円、2回目以降 
　　　　    15万円（凍結胚移植などは
　　　　    7.5万円）、男性不妊治療は
　　　　    15万円上乗せ（初回はさら
　　　　　に15万円上乗せ）
●対　象／前年の夫婦の合計所得額
　　　　　が730万円未満で、治療開
　　　　    始時の妻の年齢が42歳以
　　　　　下の夫婦

検 索長崎県　特定不妊

問合せ 県のこども家庭課
☎095-895-2445

特定不妊治療費の助成

無料

※長崎市または佐世保市にお住まいの
　方は、各市へお問い合わせください

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
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九州新幹線西九州ルート（長崎〜武雄温泉）2022年度開業!
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長崎空港

県の新幹線･総合交通対策課　☎095-895-2066問合せ

　2022年度に九州新幹線西九州ルートの長崎～武雄温泉間が、武雄温泉駅での対面乗換方式により開業し
ます。開業すると、長崎～博多間の所要時間（最速）が約28分短縮されることなどから、交流人口の拡大や
地域活性化につながることが見込まれます。
　県では開業効果を高め、県内各地へ波及させるため、官民一体となって気運を盛り上げ、地域の魅力向上
や周遊対策に取り組むとともに、JR佐世保線の高速化などさまざまな取り組みを進めていきます。

　同じホームの両側で新幹線と在来線特急を乗り換える方
式で「リレー方式」とも呼ばれます。乗り換えのための移動
時間が短縮され、荷物を持った移動の負担も軽減されます。 2022年度開業時の西九州ルート

長崎～武雄温泉：新幹線区間
武雄温泉～博多：在来線特急区間

長崎空港

2022年度開業時の西九州ルート

新幹線

駅ホーム

在来線特急
対面乗換方式とは

3月28日(土)にJR長崎駅と浦上駅の新駅舎が開業!

■長崎駅内に仮設通路を設置します

新しい長崎駅の開業プレイベント

■在来線が高架になり、4カ所の踏切がなくなります

検 索長崎県　連続立体交差事業
県の都市政策課　☎095-894-3033問合せ

　新しい駅舎の開業に伴い、JR長崎本線（浦上駅～長崎駅間）が高
架線路へ切り替わります。
　これにより、長崎北郵便局付近の「竹岩橋踏切」や長崎ブリック
ホール前の「梁川橋踏切」など計4カ所
の踏切が取り除かれ、交通渋滞の緩和
につながります。
　また、東西市街地の一体化が図られ
ることで、まち全体のさらなる発展や
にぎわいの創出などが期待されます。

　九州新幹線西九州ルート暫定開業に向けた工事
中のため、仮設通路を設置します。ご利用の際には
ご注意ください。

●と　き／ 3月8日（日）8時30分～　●場　所／かもめ広場
●内　容／レールウォーク約4km（うち高架上は約1km）など

新しい長崎駅(西口)のイメージ図

無料

たけいわ ばし

ばしやな がわ

※参加受付は13時まで

出島メッセ長崎

新設道路
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九州新幹線西九州ルート（工事中）


