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じょうほうぼっくす

お知らせ

　長崎県では新たな担い手確保のために農泊開
業セミナーを開催します。今回は島内（オンラ
インテレビ会議システム）で参加できますので、
お気軽にご参加ください。
●と　　き　12月17日（木） 13：30～16：00
●と こ ろ　対馬振興局別館4階　第3会議室
●対　　象　農林漁業体験民宿の開業希望者ほか、

農泊に興味のある方どなたでも
●内　　容　県内の農泊状況、開業手続き、実践

者の話（山と海の郷さいかい、ＮＰ
Ｏ法人雪浦あんばんね）

●申込方法　電話またはホームページ
　　　　　　から予約してください。
●申込期限　１２月４日（金）

●問い合わせ（申込先）
　長崎県農林部農山村対策室
　☎095（895）2915

農泊を始めませんか？開業セミナーを開催
します 参加無料・要予約

農泊とは？
　農山漁村地域において、日本ならではの
伝統的な生活体験と農村地域の人々との交
流を楽しみ、農家民宿、古民家を活用した
宿泊施設など、多様な宿泊手段により旅行
者にその土地の魅力を味わってもらう農山
漁村滞在型旅行

　あなたも一緒に犯罪被害
に遭われた方の支援につい
て考えてみませんか？
　警察では、犯罪被害者や
その家族に対する被害の回
復・軽減、再被害防止など
を図るため、民間被害者支
援団体や行政・医療・司法などの関係機関と緊
密に連携し、被害者の視点に立った、きめ細か
な支援活動を行っています。

◎ 犯罪被害給付制度 ◎

　殺人等や故意の犯罪行為により不慮の死を遂
げた犯罪被害者の遺族や、重傷病・障がいとい
う重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、
給付金が支給される制度があります。
　詳しくは、下記までお問い合わせください。
●問い合わせ　対馬南警察署　☎0920（52）0110
　　　　　　対馬北警察署　☎0920（84）2110

「拉致」必ず取り戻す！ 

　政府は、日本人
17人を北朝鮮によ
る拉致被害者として
認定しているほか、
北朝鮮に対して、認
定の有無にかかわら
ず全ての拉致被害者を一刻も早く帰国させるよ
う強く求めています。

●問い合わせ　対馬南警察署　☎0920（52）0110
　　　　　　対馬北警察署　☎0920（84）2110

11月25日（水）から12月1日（火）までは
『犯罪被害者週間』です

12月10日（木）から12月16日（水）までは
『北朝鮮人権侵害問題啓発週間』です

拉致問題その他北朝鮮当局による
人権侵害問題に対する関心と認識を深めよう

●内　　容　対馬市内で求職中の方向けの企業説
明会および面談会です。求人中の市
内企業から対面対話形式で、会社概
要や仕事の説明が受けられ、雇用保
険受給中の方の参加は求職活動の実
績にもなります。（入退場自由）

 下対馬会場

●と　　き　11月18日（水）・19日（木）
　　　　　　第1部　9：00～10：30
　　　　　　第2部  11：30～13：00
●と こ ろ　ハローワークつしま（厳原町中村）

 上対馬会場

●と　　き　11月20日（金）
　　　　　　第1部  10：00～12：00
　　　　　　第2部  13：00～15：00
●と こ ろ　上県地区公民館（上県町佐須奈）

※企業の参加スケジュールは、順次ＷＥＢ等で公開します。

●問い合わせ　長崎県対馬振興局地域づくり推進課
　　　　　　☎0920（52）1206

つしまジョブサポート～企業説明会＆面談会～
を開催します 参加無料

企業の参加スケジュールは、順次ＷＥＢ等で公開します。

長崎県対馬振興局地域づくり推進課
1206

 つしまジョブサポート
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「東南アジア地域におけるオンラインでの
ビジネスマッチング支援」のご案内
　県内企業の販売先の開拓・拡大など、東南ア
ジア地域での事業展開を支援するため、ベトナ
ム、タイ、シンガポール及び台湾に「長崎県東
南アジアビジネスサポートデスク」を設置して
います。
　今年度は、新型コロナウイルス感染症の世界
的な感染拡大の状況を鑑み、日本に居ながら現
地企業と商談ができるよう、オンラインでのビ
ジネスマッチングを支援します。
　商談先のリストアップ、現地企業との連絡調
整、商談シートの作成など商談に向けた事前準
備はもちろん、商談当日は、オンライン上で通
訳サポートをすることも可能です。初心者でも
安心してチャレンジできるよう支援しますので、
ぜひお気軽にご利用ください。

●問い合わせ　長崎県経営支援課
　　　　　　☎095（895）2651

利用料無料

　国の教育ローンは、高校や大学などへの入学
時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融
資制度です。1人につき350万円以内を固定金
利で利用でき、在学期間内は利息のみのご返済
とすることができます。詳しくは下記までお問
い合わせください。

●問い合わせ　教育ローンコールセンター
　　　　　　☎（0570）008656（ナビダイヤル）
　　　　　　または ☎03（5321）8656

国の教育ローン（日本政策金融公庫）の
ご案内

　教育ローンコールセンター
6（ナビダイヤル）

 ☎03（5321）8656

 国の教育ローン チャレンジ体験就労補助金　

長崎県東南アジアビジネスサポートデスク

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
解雇・雇止め・内定取り消しをされた離職者等
を対象に、採用選考過程で体験就労（有給）を
行う事業主の方へ長崎県が補助を交付します。

補助金交付額　対象者1人あたり日額16,000円
（最大15日間）

●問い合わせ　長崎県雇用労働政策課
　　　　　　☎095（895）2714

チャレンジ体験就労補助金のご案内

長崎県離職者雇用促進助成金

　新型コロナウイルス感染症の影響により離職
を余儀なくされた方を期間の定めのない労働者
として雇い入れ、事業の継続・拡大を図る中小
企業事業主に対して、助成金を支給します。

支給額　対象者1人につき30万円

●問い合わせ　長崎県雇用労働政策課
　　　　　　☎095（895）2714

長崎県離職者雇用促進助成金のご案内

その他、県の海外　
ビジネス展開支援に　
関する詳細はこちら→

「東南アジアビジネス　
サポートデスク」に　
関する詳細はこちら→

耳の後ろに

白い
斑点があります。

皆さんからの目撃情報をもとに、ツシマヤマネコの
交通事故対策に取り組んでいます。

補助金

助成金
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募　集

試　験 イベント

ハローワークが再就職のお手伝い！！

●と　　き　12月4日（金）・18日（金）
　　　　　　10：30～15：30

●と こ ろ　上県行政サービスセンター

●問い合わせ（予約先）
　ハローワークつしま
　職業紹介部門
　☎0920（52）8609

ハローワーク in 上対馬 相談無料・要予約

相談会

　12月4日から12月10日は人権週間です。長
崎地方法務局対馬支局および対馬人権擁護委員
協議会では、この期間中、人権に関する相談所
を開設しますので、お気軽にご利用ください。

相談窓口ダイヤル　☎0920（52）6463

　また、下記の日程で、人権擁護委員による人
権相談を実施します。

●と　　き　12月10日（木） 10：00～15：00

●と こ ろ　長崎地方法務局対馬支局
※ご相談は、原則として電話にてお願いします。
※人権相談所は毎週水曜日に開設しています。

●問い合わせ　長崎地方法務局対馬支局
　　　　　　☎0920（52）6463

特設人権相談所を開設します 相談無料

●業務内容　令和２年分確定申告における総合受付
および事務補助

●募集人数　8人

●募集期限　募集人数に達するまで

●採用期間　① 2月  8日（月）～3月19日（金）
　　　　　　② 2月15日（月）～3月31日（水）

●問い合わせ（申込先）
　厳原税務署　総務課
　（担当：高橋）
　☎0920（52）0645 
　(自動音声の後に2番をプッシュ)

厳原税務署非常勤職員

●職　　種　空港消防職員

●学　　歴　高卒程度

●年　　齢　不問

●採用予定数　5人

●採用期間　令和3年4月1日～令和4年3月31日
　　　　　　※更新制度あり

●労働時間　週38.75時間（シフト制）

●受付期限　12月11日（金）郵送または持参

●選考方法　書類選考・面接
　※面接日等は応募者に別途お知らせします。

●問い合わせ　対馬空港管理事務所
　　　　　　☎ 0920(54)2159

対馬空港管理事務所 会計年度任用職員

●受験資格　中卒（見込含む）～17歳未満の男子
（令和3年4月1日現在）

●申込期限　1月  6日（水）

●第1次試験　1月23日（土）

●試験会場　対馬駐在員事務所または美津島文化
会館

●問い合わせ　自衛隊長崎地方協力本部
　　　　　　対馬駐在員事務所
　　　　　 （担当：新甫・小島）
　　　　　　☎0920（52）0908

陸上自衛隊高等工科学校生徒

●と　　き　12月12日（土） 11：00～15：00

●と こ ろ　シャインドームみね

●出品内容　手作り雑貨、野菜、飲食物、ワーク
ショップなど

※新型コロナウイルス感染症対策
として入場制限を設けるため、
事前予約制となります。予約方法
は、公式webページでお知らせ
します。

●問い合わせ
　（一社）対馬観光物産協会（担当：山下）
　☎0920（52）1566
　Ｍail：info@tsushimarche.com

つしまるしぇ2020　市民のみなさんの
手作りが今年も大集結！ 入場無料・要予約



町　名

上 県 町

峰　　町

豊 玉 町

美津島町

厳 原 町

佐須奈郵便局前

峰地区公民館前

仁位長田～浦底
（斉藤ガソリンスタンド前交差点）
空港入口～
十八親和銀行美津島出張所前
厳原中学校前交差点～
厳原西の浜（中島水産前）

  8：30～  8：40

10：10～10：40

11：25～12：35

13：20～13：40

14：00～14：30

場　　所 通過予定時間
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第3次対馬市男女共同参画計画（平成29年度～5年間）キャッチコピー

○相手との違いを「認めあい」
○苦労や痛みを　「分かちあい」

○それぞれの個性を「活かしあい」
○それぞれの思いを「語りあい」
対馬市男女共同参画推進懇話会

愛（あい）でつくろう！
みんなが輝く対馬
愛（あい）でつくろう！
みんなが輝く対馬

対馬市体育協会（生涯学習課内）　☎0920（88）2004問い合わせ

12月20日（日）開催

「第60回対馬縦断駅伝大会」にご協力をお願いします
　本年度は「新型コロナウイルス感染症対策」を行い開催します。
　選手への応援の際は、次の3点について市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

① マスクを着用してください。

② フィジカルディスタンス（物理的距離の確保）を心がけてください。

③ 選手への声援は控えてください。

　当日は、選手の安全な走行にご協力をお願いします。また、渋滞が予想されるため、お出かけの際は、
時間に余裕をもった移動をお願いします。

イベント

交差点では安全運転を！
一時停止規制を新設しました
　厳原町大手橋地区および今屋敷地区にある
大手橋交差点の優先道路を変更したことから、
一時停止規制を4か所新設しています。交差点
ではお互いに注意して安全運転をお願いします。

●問い合わせ　対馬南警察署　☎0920（52）0110

交通安全協会へのご理解・ご協力を！
　交通安全協会は、地域から交通事故をなくし、
明るい社会を作り上げるために組織された団体で
す。毎年、入学児童にランドセルカバー及び反射材
を、幼稚園児や保育園児には、信号ワッペンを贈
呈するとともに、通学時の街頭指導など
交通事故防止の活動を行っています。

（一社）対馬地区交通安全協会　☎0920（52）5541
対馬北地区交通安全協会　☎0920（84）2905

問い合わせ

運転免許証取得者の
任意のご加入をお願
いします。

１設置場所  厳原町大手橋および今屋敷所在
　　　　　 「大手橋交差点」
２新設理由  横町通りの道幅が広くなり交差点
　　　　　　の優先道路が逆転したため

至 

厳
原
郵
便
局

市道（西川端通） 国道（東川端通）

至 厳原港

大西書店

千金丹

横町通り（優先道路）
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れ
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れ

止
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れ
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「第60回対馬縦断駅伝大会」にご協力をお願いします

愛（あい）でつくろう！
みんなが輝く対馬


