
不妊に関する医学的、専門的な相談や心の悩みなど
について、専門の相談員が相談に応じます。泌尿器科
医師による男性の不妊専門相談も行っています。（要
事前予約）
 相談日時
電話相談：毎週水曜日と第3土曜日
（祝日、年末年始除く） 9時～12時
面接相談（予約制）：第１水曜日 13時～16時20分
 料金  無料
 相談専用ダイヤル  TEL070・5511・1679（予約兼用）
〒781-8555 高知市池2125-1 高知医療センター内
 メール  kokokara@khsc.or.jp（面接予約受付専用）
 問い合わせ  県庁健康対策課  TEL088・823・9659
 ＵＲL
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/funi
nsoudan-center.html  

講座・講演催　し募　集

相　談「計量強調月間」図画ポスター

地球温暖化の現状や対策に関する知識の普及、アド
バイスなどをボランティアで行っていただく「高知県地球
温暖化防止活動推進員」を募集します。
 任期  平成30年９月１日～平成33年８月31日
 活動内容
・学校や地域の学習会などの講演や実演（地球温暖化
　防止出前講座）
・イベントなどでの温暖化防止の普及啓発活動
 対象  満20歳以上、県内在住・在勤・在学で地域住民
等とともに自主的な活動を行うことができる方
 募集期間  ７月31日㈫まで
 募集案内配布場所  県庁新エネルギー推進課ホーム
ページ
 応募方法  持参、郵送（必着）
 申し込み・問い合わせ  県庁新エネルギー推進課
TEL088・821・4841
 ＵＲL
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030901/

法人土地・建物基本調査

 規格  八つ切り画用紙またはポスター用紙
 対象  小・中学校の児童・生徒
 募集期間  ９月20日㈭まで
 募集案内配布場所  小・中学校に配布
 応募方法  持参、郵送（必着）（できるだけ学校単位で
提出してください。）
 応募先・問い合わせ
高知市以外：〒781-5101 高知市布師田3992-3
　高知県工業技術センター計量検定室
　TEL088・845・7770
高知市：〒780-8571 高知市本町5-1-45
　高知市計量検査所  TEL088・802・5753  

明るい選挙を呼びかける作品を募集します。入賞者に
は記念品を贈呈するほか、入選作品は県選挙管理委
員会作成のカレンダーに掲載予定。
○ポスター部門：（公財）明るい選挙推進協会主催。
　二次審査入選作品は全国審査に推薦。描画材料
　は自由。画用紙八つ切り・四つ切り。
○標語部門：高知県選挙管理委員会主催。400字詰
　原稿用紙一枚につき、標語一点を記載。
 対象  小・中・高・特別支援学校に通う学生。個人での
応募も可能。
 応募方法  お住まい、または通学されている学校のあ
る市町村選挙管理委員会に提出
 問い合わせ  高知県選挙管理委員会事務局
TEL088・834・9314

毎月勤労統計調査 特別調査

平成30年度 明るい選挙啓発コンクール

下記の公共施設の管理運営を行っていただく事業者
を募集します。詳細は、県庁行政管理課または各担当
課のホームページをご覧いただくか、直接お問い合わ
せください。

公共施設指定管理者の募集

「南海トラフ地震に備えよう！」
啓発ポスター・標語コンクール

高知県不妊専門相談センター
｢ここから相談室｣

県立高知高等技術学校
オープンキャンパス・体験実習

子育て中の方のための働き方セミナーや個別相談会を
実施します。キッズスペースや休憩スペースも併設。
 日時  ７月21日㈯～７月22日㈰  １０時～１７時
 場所  高知ぢばさんセンター（高知市布師田）
 対象  働くことを希望する全ての方
 料金  無料
 申込方法  電話・メール
 申し込み
高知広告センター内すこやか2018セミナー係
TEL088・856・6280
 メール  job@kochikc.co.jp
 問い合わせ  県庁県民生活・男女共同参画課
TEL088・823・9651

お母さんのための再就職準備イベント

池キャンパス（看護、社会福祉、健康栄養学部）と永国
寺キャンパス（文化学部）にて、施設見学や学部説明
会、体験授業、ミニ実験、相談コーナーなどたくさんのイ
ベントを企画しています。予約不要、入退出自由。両キ
ャンパスを結ぶ無料シャトルバス（予約不要）も運行。詳
細は、高知県立大学ホームページをご覧ください。
 日時  7月29日㈰ 9時30分～16時00分（受付9時～）
 場所  池キャンパス（高知市池）
　　   永国寺キャンパス（高知市永国寺町）
 料金  無料
 問い合わせ  高知県立大学 入試課
TEL088・847・8789
 ＵＲＬ  http://www.u-kochi.ac.jp/ 

高知県立大学オープンキャンパス２０１８

入校試験の説明や施設の見学、各訓練科の体験実
習を行います。
【訓練科】機械加工科、溶接科、塑性加工科（オートボ
ディ科）、電気工事科、自動車整備科、配管科
 日時  7月26日㈭13時～16時
　　   8月23日㈭13時～16時
 場所  県立高知高等技術学校（高知市仁井田）
 料金  無料
 申込用紙配布場所  県立高知高等技術学校など
 申込期間  7月26日分は7月17日㈫まで、8月23日分は
8月14日㈫まで
 申込方法  電話、FAX
 申し込み・問い合わせ  県立高知高等技術学校
TEL088・847・6601　FAX088・847・6617

婚活サポーター養成講座
出会いや結婚への支援を希望する独身者のお引き合
わせなど、ボランティアとして活動していただける方の参
加をお待ちしています。
 日時  ７月22日㈰ 13時30分～16時
 場所  高知共済会館（高知市本町）
 対象  県内在住の成人男女
 定員  50人　　　 
 受講料  無料
 申込用紙配布場所  県庁少子対策課ホームページ、
各市町村役場
 申込期間  7月13日㈮まで
 申込方法  郵送（必着）、電話、FAX
 申し込み・問い合わせ  県庁少子対策課
TEL088・823・9717
 ＵＲL http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060501/

高知県地球温暖化防止活動推進員

シゴト☆ジブン発見カードを使い、親子で楽しみながら、
自分の興味や性格のタイプに合った仕事を知ることが
できるセミナーです。
 日時  ①7/25㈬、7/29㈰、8/4㈯、8/17㈮
         ②8/8㈬　　①②とも14：00～15：30
 場所  ①ジョブカフェこうち（高知市帯屋町）
 　　  ②ジョブカフェこうち幡多サテライト
　　　　（四万十市右山五月町）
 対象  小学校４～6年生とその保護者
 定員  各回５組　　 料金  無料
 申込方法  電話、ホームページ
 申し込み・問い合わせ
ジョブカフェこうち TEL０８８・８０２・２０２５
ジョブカフェこうち幡多サテライト TEL０８８０・３４・６８６０ 

｢シゴト☆ジブン発見カード｣ で親子研究

全国約49万法人を対象に土地や建物の所有・利用
状況等を調べる統計調査です。皆さまのご理解、ご協
力をお願いします。（インターネット回答可）
 調査期間  7月～9月
 対象  県内の会社法人以外の法人の方
 問い合わせ
県庁用地対策課  TEL088・823・9817
 ＵＲL
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensan
gyo_tk2_000058.html  

夜間中学について個別相談会を開催します。
※８月より随時開催
【夜間中学とは】夜間に通常の中学校と同じ科目を毎
日学習し、全ての課程を修了すると中学校の卒業資
格を取得できます。（授業料無償、運動会や修学旅行
などの学校行事あり。）
 対象  様々な理由で義務教育を受けることができなか
った方、不登校などで充分に学校で学ぶことができな
かった方、本国で義務教育を受けていない外国籍の
方など。
 申し込み・問い合わせ  県教育委員会高等学校課
TEL088・821・4846 平日（月曜～金曜）8時30分～
17時15分  FAX088・821・4547
 メール  311701@ken.pref.kochi.lg.jp

小規模事業所の労働者の賃金、労働時間などについ
て、８月２４日㈮までに調査員が訪問します（秘密厳守）。
調査結果は、景気判断や雇用保険・労災保険の給付
額、最低賃金の改定審議等に使用されます。
【対象事業所】４人以下の常用労働者を雇用している
事業所
【対象地域】13市町村内の指定調査区（高知市、南
国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、香南市、
香美市、馬路村、大豊町、いの町、四万十町、三原村）
【調査期限等】調査基準日：平成30年7月31日現在
（給与締切日の定めがある場合には平成30年7月の最
終給与締切日）
 問い合わせ  県庁統計分析課 TEL088・823・9783

夜間中学って知っていますか。
個別相談会のお知らせ

高知 夜間中学

お知らせ

子どもたちに防災を身近に意識してもらうため、「南海ト
ラフ地震への備え」をテーマにしたポスターと標語を募
集します。
 対象  小・中・特別支援学校に通う児童・生徒
 募集期間  ９月28日㈮まで
 募集案内配布場所  県庁南海トラフ地震対策課ホー
ムページ
 応募方法  持参、郵送（消印有効）、電子メール（標語
のみ）
 申し込み・問い合わせ  県庁南海トラフ地震対策課
TEL088・823・9386
 ＵＲL  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/ 

高知県議会 高校生フォトコンテスト
今年のテーマは「高知の魅力」と「高知の歴史」
高校生等の皆さんに議会や政治への関心を深めてい
ただくため、「県議会だより」などの広報活動に使用す
る写真を募集しています。入賞者には図書カードと作
品のパネルを贈呈します。
 対象  県内の高等学校等に在学中の方
 募集期間  ９月７日㈮まで（必着）
 応募方法  昨年４月以降に県内で撮影した横長のカ
ラー写真（jpeg）を下記アドレスに送信（１メールに１枚
ずつ、１人５回まで）
 応募用メールアドレス  
photocon@ken.pref.kochi.lg.jp
※詳細は、「高知県議会フォトコン」で検索
 問い合わせ  高知県議会事務局議事課企画広報班
TEL088・823・9536 

 
 

募集施設 担当課
県民文化ホール
（高知市本町）

県庁文化振興課
088・823・9790

春野総合運動公園
（高知市春野町芳原）

県庁公園下水道課
088-823-9853

  

 

ジョブカフェこうち


