
公共施設の管理・運営を行う
指定管理者の募集

下記施設の管理・運営を行う指定管理者の募集を予
定しています。募集開始時期など詳細な情報は、各
施設担当課のホームページに掲載しますので、ご確
認ください。（なお、下記以外の施設についても年度
内に募集を開始する場合があります。）

募集施設

交通安全
こどもセンター

公園下水道課  
TEL:088-823-9853
URL:http://www.pref.kochi.lg.jp/
        soshiki/171801/

港湾・海岸課 
TEL:088-823-9883
URL:http://www.pref.kochi.lg.jp/
        soshiki/175001/

スポーツ健康教育課 
TEL:088-821-4751
URL:http://www.pref.kochi.lg.jp/
        soshiki/310501/

生涯学習課 
TEL:088-821-4745
URL:http://www.pref.kochi.lg.jp/
        soshiki/310401/

人権啓発
センター

甫喜ヶ峰
森林公園

森林研修センター
（研修館）

環境共生課 
TEL:088-821-4842
URL:http://www.pref.kochi.lg.jp/
        soshiki/030701/

森づくり推進課
TEL:088-821-4571
URL:http://www.pref.kochi.lg.jp/
        soshiki/030201/

林業環境政策課
TEL:088-821-4586
URL:http://www.pref.kochi.lg.jp/
        soshiki/030101/

県民生活・男女共同参画課 
TEL:088-823-9319
URL:http://www.pref.kochi.lg.jp/
        soshiki/141601/

人権課 
TEL:088-823-9804
URL:http://www.pref.kochi.lg.jp/
        soshiki/141101/

月見山
こどもの森

池公園

室戸広域公園

土佐西南
大規模公園

（大方地区・佐賀地区）

甲浦港
海岸緑地公園

手結港
海岸緑地公園

土佐西南
大規模公園
（中村地区）

森林研修センター
（情報交流館）

担当課・問い合わせ先

塩見記念
青少年プラザ

香北青少年の家

高知青少年の家

青少年体育館

県民体育館

武道館

弓道場

平成26年度危険物取扱者保安講習

8月19日（火）

県庁正庁ホール

中土佐町民交流会館

四万十市立
文化センター

安芸市消防防災センター

13時～16時

13時～16時

9時～12時

8月20日（水）

8月21日（木）

8月25日（月）

8月26日（火）

8月27日（水）

8月29日（金）

講習日 会　場
講習の種別と時間

給油取扱所 その他

講 座

8月1日（金）～12日（火）申込期間

郵送、持参申込方法

危険物取扱者 4,700円対象 受講料

高知県危険物安全協会(県庁消防政策課内)及び
県内各消防署

申込用紙配布場所

高知県危険物安全協会（県庁消防政策課内）
TEL088-823-9099

問い合わせ・申し込み

平成26年度人権啓発研修
ヒューマンパワー育成講座（管理職等研修）
「企業の社会的責任（CSR）と人権」をテーマに、基調
講演や先進的な取り組みを実践する企業の事例発表、
パネルディスカッションを行います。
○基調講演「企業の社会的責任（CSR）と人権」
　   講師：池田耕一さん
○事例発表①「人がいきいきとする環境を創造する」
　   発表者：塩入徹弥さん/大成建設株式会社
○事例発表②
   「人権の尊重で活気ある職場づくりの実現に向けて」
　   発表者：池永寛幸さん/株式会社クボタ

7月24日（木）  13時30分～16時30分日時

県立人権啓発センター6階ホール
（高知市本町4丁目1-37）

場所

7月11日（金）申込期限

FAX、郵送申込方法

高知県人権啓発センターホームページから
ダウンロード可

申込用紙配布場所

企業や団体等の管理・監督の立場にある方対象

180人 無料定員 受講料

http://www.kochi-jinken.or.jp/URL

center@kochi-jinken.or.jpメール

（公財）高知県人権啓発センター
TEL088-821-4681  FAX088-821-4440

問い合わせ・申し込み

陸・海・空  自衛官候補生採用試験
区  分

【男子】

筆記試験
適性検査

口述試験
身体検査

9月19日（金）
まで

8月1日（金）～
9月9日（火）

9月20日（土）

9月25日（木）

9月26日（金）
9月27日（土）
9月28日（日）

【女子】

筆記試験
適性検査
口述試験
身体検査

受付期間 試験期日 試験会場

高知市、四万十市、
須崎市、安芸市の
各会場

高知駐屯地

高知駐屯地

郵送、持参

高校卒業者等（詳細はお問い合わせください）

高知市、安芸市、須崎市、四万十市の各自衛隊地域事務所
各市町村の窓口、自衛隊高知地方協力本部

自衛隊高知地方協力本部　TEL088-822-6128

http://www.mod.go.jp/pco/kochi/

平成26年度クリーニング師試験

※必着

※必着

7月22日（火）～8月5日（火）※消印有効出願期間

9月4日（木）　9時開始日時

高知県保健衛生総合庁舎5階（高知市丸ノ内）場所

県の福祉保健所、高知市保健所、県庁食品・衛生課
募集案内配布場所・出願先

7,000円受験料

県の福祉保健所
県庁食品・衛生課 TEL088-823-9671

問い合わせ

住所地又はクリーニング所の所在地を管轄する県の
福祉保健所（住所地又はクリーニング所の所在地が
高知市の場合は高知市保健所）県外居住者は県庁
食品・衛生課へ郵送または持参

出願方法

出願方法

対象

募集案内配布場所

問い合わせ

URL

試 験
平成26年度高知県介護支援専門員

実務研修受講試験

7月4日（金）～25日（金）出願期間

○持参(月～金曜日の9時～17時)
○郵送(簡易書留で7月25日（金）消印有効)

出願方法

10月26日（日）　10時開始日時

高知大学（高知市曙町二丁目5番1号）場所

高知県社会福祉協議会、各市町村社会福祉協議会
各市町村役場、県の福祉保健所、高知市保健所
県庁1階募集要項コーナー

募集案内配布場所

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060201/
URL

8,700円受験料

高知県社会福祉協議会 
〒780-8567  高知市朝倉戊375番地1 
県立ふくし交流プラザ内

申し込み

高知県社会福祉協議会　TEL088-844-4611
県庁高齢者福祉課　      TEL088-823-9631

問い合わせ

〈登録販売者試験〉

〈毒物劇物取扱者試験〉

平成26年度
登録販売者試験・毒物劇物取扱者試験

7月22日（火）～8月1日（金）※消印有効出願期間

郵送（簡易書留）または持参出願方法

10月28日（火）  10時30分～15時40分日時

高知城ホール（高知市丸ノ内2-1-10）場所

15,000円（高知県収入証紙）受験料

県内居住者は住所地の県の福祉保健所
高知市居住者及び県外居住者は県庁医事薬務課
出願先

7月14日（月）～25日（金）※消印有効出願期間

郵送（簡易書留）または持参出願方法

8月26日（火）  13時30分～16時日時

県立大学永国寺キャンパス
（高知市永国寺町5-15）

場所

10,500円（高知県収入証紙）受験料

県庁医事薬務課出願先

県庁医事薬務課、県の福祉保健所
募集案内配布場所

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/132101/URL

県庁医事薬務課  TEL088-823-9682問い合わせ

平成26年度
宅地建物取引主任者資格試験

インターネットでの出願：7月15日（火）
郵送での出願：7月31日（木） ※消印有効

出願期限

10月19日（日）  13時～15時日時

高知市内場所

県庁1階募集要項コーナー、各市町村窓口
県内各土木事務所、（公社）高知県宅地建物取引業協会
TSUTAYA各店

募集案内配布場所

インターネット、郵送出願方法

7,000円どなたでも受験可 受験料対象

（公社）高知県宅地建物取引業協会（高知市上町1-9-1）
TEL088-823-2001

問い合わせ・出願先

催 し

高等技術学校オープンキャンパス
県内2カ所の高等技術学校で、入校試験の説明や
施設の見学、体験実習を行います。

【訓練コース】自動車整備科、配管科、電気工事科、
機械加工科、溶接科、オートボディ科

午前の部：10時～11時30分（受付9時30分から）
午後の部：13時30分～15時（受付13時から）

〈高知校〉

〈中村校〉

7月26日（土）
13時30分～15時30分（受付13時から）

7月18日（金）

TEL088-847-6601  FAX088-847-6617
県立高知高等技術学校

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151304/

【訓練コース】木造建築科、左官・タイル施工科
7月28日（月）～31日（木）
8月19日（火）～24日（日）　

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151305/

7月は7月18日（金）、8月は8月12日（火）

郵送、電話またはFAX

大型プラントの見学と紙または不織布を使ったもの
づくりを行います。ものづくり体験では、紙を使った
木炭電池または不織布の立体成型に挑戦してみてく
ださい。ご参加をお待ちしています。

県内小学生以上（9歳以下は保護者同伴）

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151406/

8月4日（月）
9時30分～12時/13時30分～16時
県立紙産業技術センター

7月22日（火）～29日（火）

電話、県立紙産業技術センターホームページ
専用メールフォーム

各回20人 無料

7月19日（土）～9月15日（月・祝）

県内各地のボランティア活動場所

ナツボラ（夏のボランティア体験2014）
開催！

期間中毎日、県内各地でボランティア活動が体験でき
ます。1日だけの参加も可能です。体験できるボラン
ティア活動は子ども、環境、国際交流、スポーツ
イベントなどたくさんの種類があります。学生から社
会人・シニアの方までどなたでも参加できます。
ボランティアの内容や参加方法など、詳しくは下記ま
でお問い合わせください。

高知県ボランティア・NPOセンター
TEL088-850-9100

http://blog.canpan.info/natsubora/

7月は「愛の血液助け合い運動月間」です
献血は命と笑顔をつなぐ愛！血液が不足する夏場に
合わせて、7月は献血推進キャンペーンを実施してい
ます。献血バスを見かけた時は、ぜひご協力をお願い
します。

県庁医事薬務課  TEL088-823-9623

※献血ルーム「ハートピアやまもも」では、
   毎日（年末年始除く）献血を受け付けています。
【全血献血】 9時30分～17時30分
【成分献血】 9時30分～17時

TEL0880-37-2723  FAX0880-37-2724
県立中村高等技術学校

県立紙産業技術センター  TEL088-892-2220

両方の高等技術学校
（ホームページにも掲載。電話申し込みも可）

県立紙産業技術センター
見学&体験会

対象

URL

日時

場所
申込期間
申込方法

定員 参加料
問い合わせ・申し込み

日時

申込期限
問い合わせ・申し込み

URL

日時

URL

申込期限

申込方法

問い合わせ・申し込み

募集案内配布場所

日時

場所

問い合わせ

URL

問い合わせ

88クリーンウォーク四国
8月の「道路ふれあい月間」にあわせ、早朝に道路を
清掃する「88クリーンウォーク四国」を四国4県で
開催します。皆さまのご参加をお待ちしています。詳し
くは下記までお問い合せください。

募 集
高知県の農業が東京・大阪で学べる
「こうちアグリスクール」研修生募集

高知県農業の基礎的な知識と基本的な栽培技術を学ぶ
講義や、先輩就農者の貴重な体験談も聞くことができる
研修を、東京・大阪で実施します。また、研修終了後は、高
知県での農業体験（アグリ体験スクーリング）もあり、農
業を始めるための第一歩となるはずです。関東・関西に
お住まいのご親族の方や、お知り合いの方などにぜひお
知らせください。

県庁環境農業推進課 TEL088-821-4532  

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/160501/

5,100円

応募用紙の提出（メール、FAX）

各会場40人

県庁環境農業推進課ホームページからダウンロード可

高知県での就農を希望される方で、
概ね65歳以下の方

○東京会場
7月12日（土）～10月4日（土）

○大阪会場
8月23日（土）～11月15日（土）

問い合わせ

URL

研修料

応募方法

応募人数

募集案内配布場所

対象

日時

日時

県内各土木事務所及び各市町村募集案内配布場所

8月8日（金）　6時～7時日時

【にぎわいコース】募集案内チラシに掲載されている
参加申し込みハガキを郵送

応募方法

【自由コース】 自宅周辺を歩きながら清掃します。
※自由参加。ごみ処理は各自でお願いします。
【にぎわいコース】 
歩きながら道路の清掃を行い、拾ったごみを持って
7時に高知城追手門前広場に集合します。

場所

88クリーンウォーク四国実行委員会事務局 
TEL087-821-3510
県庁道路課　TEL088-823-9827

問い合わせ・申し込み


