
観光やお天気、県政の情報
などをかわいく配信しています。
ぜひご覧ください。

くろしおくんの公式SNSを公開しています！

※実施時期等は、相手国の都合等により変更することがあります。

講座・講演募　集お知らせ 催し・イベント

高知県のジェネリック医薬品の使用割合は全国46
位でワースト２位。人口一人あたりの国民医療費は
全国１位です。ジェネリック医薬品を選択することは
お財布に優しいだけでなく、医療費の削減につなが
り、医療保険制度を未来に持続させることにも貢献
します。ジェネリック医薬品は、国が先発医薬品と同
等の有効性、安全性を認め、開発費用を抑えた低
価格の医薬品で、飲み易さや使用感等が工夫され
たものもあります。明るい未来のためにもジェネリック
医薬品を選択ください。
 問い合わせ  県庁医事薬務課
ＴＥＬ088・823・9682

納税通知書を５月８日（水）に発送します。納期内に
最寄りのコンビニ、金融機関または県税事務所で納
付してください。
 問い合わせ  
安芸県税事務所　　 TEL0887・34・1161
中央東県税事務所　 TEL088・866・8510
須崎県税事務所　　 TEL0889・42・2366
幡多県税事務所　　 TEL0880・35・5972

自動車税の納期限は5月31日（金）

工業統計調査は、工業(製造業)の実態を明らかに
する重要な調査です。知事が任命した調査員が事
業所にお伺いして、調査票を配布・回収します。な
お、調査票に記入された内容は、統計作成の目的以
外には使用されません。
 対象  県内で製造業を営む事業所
 問い合わせ  県庁統計分析課 
TEL088・823・9345

工業統計調査にご協力ください

使うてみんかえ？ジェネリック医薬品

土佐くろしお鉄道中
村・宿毛線では、大変
お得な１か月定期券
『土佐くろシニアパス』
を発売中です。購入区
間内は乗り降り自由。
区間外や特急列車についても、追加料金を支払う
ことでご乗車いただけます。ぜひご利用ください。
 対象  65歳以上の方
 申し込み・問い合わせ  土佐くろしお鉄道 中村駅
ＴＥＬ0880・35・4961

土佐くろシニアパス

【高知－名古屋路線】1日2往復から3往復に昼の
便が増便
【LCC高知－大阪（関西）路線】午前ダイヤに変更

3/31から高知龍馬空港発着の航空路線が
増便／ダイヤ変更されています

出　発路　線 到　着

高知→名古屋

名古屋→高知

９：３５８：３５

８：０５７：０５

１２：２５１１：２５

高知→大阪（関西） １１：３５１０：５０

大阪（関西）→高知 １０：１５９：２５

１９：３０１８：３０

１３：５５１２：５５

２１：００２０：００

詳細は、高知龍馬空港ホームページをご確認ください。
 問い合わせ  県庁交通運輸政策課
ＴＥＬ088-823-9341
 ＨＰ  http://www.kochiap.co.jp/flight/

養成機関を卒業後１年以内に資格を活かして就職
し、５年間従事した場合は、全額返還免除になります。
【貸付額】入学準備金50万円以内、就職準備金
　　　    20万円以内
 対象  高等職業訓練促進給付金を活用して養成
機関に在学しているひとり親家庭の母または父の方
 募集案内配布場所  高知県社会福祉協議会
ホームページ
 応募方法  持参（土日・祝日を除く）または郵送
 申し込み・問い合わせ  〒780-8567  高知市朝
倉戊375-1  高知県社会福祉協議会 福祉資金課
ＴＥＬ088・844・4600

 対象  当該戦域で戦没された方の配偶者、子、兄
弟姉妹、その子・兄弟姉妹とともに参加される配偶
者または戦没者の孫、甥、姪で、健康状態が良好
な方
 申し込み・問い合わせ  各市町村福祉担当課また
は県庁地域福祉政策課  TEL088・823・9662

森林保全活動や森林環境学習などの取り組みを
行う団体を募集しています。詳細はホームページを
ご覧いただくか、お問い合わせください。
 問い合わせ  公益社団法人 高知県森と緑の会
TEL088・855・3905  FAX088・855・3906
 HP  http://www.moritomidori.com/

実施地域 実施予定時期 申込締切募集人数
沿海地方
（旧ソ連）

10月8日㈫～
10月12日㈯ １５名 ５月8日㈬

硫黄島
（１次）

１１月12日㈫～
１１月13日㈬ 100名 ７月２４日㈬

硫黄島
（2次）

2月１８日㈫～
2月１９日㈬ 100名１０月１５日㈫

東部
ニューギニア

９月２８日㈯～
１０月５日㈯ 20名 ５月２２日㈬

マリアナ
諸島

１２月５日㈭～
１２月１２日㈭ １５名 ７月２９日㈪

フィリピン ２月１２日㈬～
２月１９日㈬ ７０名 ９月２０日㈮

インド １０月７日㈪～
１０月１２日㈯ １５名 ７月１７日㈬

以下の地域で厚生労働省主催の慰霊巡拝を実施
します。参加を希望される方はお問い合わせください。

戦没者慰霊巡拝参加者募集

こうち山の日（11月11日）推進事業
実施団体の募集

高等職業訓練促進給付金を活用している
ひとり親家庭の方への貸付金

LINE株式会社テクニカルエバンジェリスト立花翔
氏による講演をはじめ、Webアプリを独力で作れる
ようになる実践的な講座など、今年度開催する講
座の魅力や詳しい内容を紹介。県内で事業展開を
しているIT・コンテンツ関連企業とも出会えます。
 開催日時  5月25日㈯  13時～17時
 会場  高知県立大学・高知工科大学
　　　永国寺キャンパス 教育研究棟
 定員  150名
 対象  学生、社会人、求職中の方
 参加費  無料
 申込方法  県庁産業創造課ホームページ
 申込期限  開催直前まで
 問い合わせ  県庁産業創造課
TEL０８８・８２３・９７５０
 HP  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/152001/

 対象  県内の事業者　  受講料  無料
 申込案内配布場所  県庁商工政策課ホームページ
 申込方法  メール
 申込期間  各講座初日の前日まで
 申し込み・お問い合わせ  県庁商工政策課事業
推進担当  TEL088・823・9692
 Ｅmail  151401＠ken.pref.kochi.lg.jp
 HP  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151401/

男女格差を表すランキング（GGI※）で10年連続1
位のアイスランド。その実情から、私たちの社会の
男女平等を考えます。託児あり（6か月～就学前児
童、予約制、無料）。通訳あり。
【講師】エーリン・フリーゲンリング（駐日アイスランド
大使）
※「ジェンダー間の経済的参加度および機会」「教
育達成度」「健康と生存」「政治的エンパワーメン
ト」の4種類の指標をもとにしたランキング
 開催日時  6月22日㈯ 13時30分～15時
 会場  こうち男女共同参画センター「ソーレ」
（高知市旭町）
 定員  150名（予約優先）
 受講料  無料
 申込方法  電話、こうち男女共同参画センター
「ソーレ」ホームページ
 申し込み・問い合わせ  こうち男女共同参画セン
ター「ソーレ」   TEL088・873・9100
 ＨＰ  http://www.sole-kochi.or.jp

６月21日㈮ 
　 9：30～16：30 
７月19日㈮ 
　 9：30～12：30 
７月18日㈭
 　9：30～16：30 
８月１日㈭
 　9：30～1２：30 
９月12日㈭
 　9：30～16：30 
９月26日㈭
 　9：30～12：30
９月13日㈮
 　9：30～16：30 
９月27日㈮
 　9：30～12：30 

男女共同参画推進月間講演会
「アイスランド 男女平等への社会と道のり」

なりたいを探そう！
IT・コンテンツアカデミーオープンキャンパス

【テーマ】がんに向き合ういのちを支える
【講師】宮本直治氏（がん患者グループ「ゆずりは」代表）
 日時  ６月２日㈰ 13時３０分～15時１５分
 会場  高知城ホール 多目的ホール（高知市丸ノ内）
 定員  230名
 受講料  前売り1,000円、当日1,200円
 申し込み・問い合わせ  高知緩和ケア協会
ＴＥＬ080・4039・1579

第24回　豊かないのち講演会

震災等に備えるための事業継続計画（BCP）を、
専門のコンサルタントと対話しながら策定できます。
コンサルタントによる個別無料相談もあります。

事業継続計画（BCP）策定講座

会 場  ※原則、全日程参加 日　時 定員
（中央開催1回目）
高知城ホール
（高知市丸ノ内）

（東部開催）
ロイヤルホテル土佐
（安芸群芸西村西分甲）

（西部開催）
新ロイヤルホテル四万十
（四万十市中村小町）

（中央開催2回目）
高知城ホール
（高知市丸ノ内）

30社

30社

１０社

１０社

悪質商法による被害防止のため、その手口を学びます。
【消費生活パネル展】
5月４日㈯～5月3０日㈭
オ－テピア高知図書館 ２階
【消費者の日 幼稚園児による高知大丸一日店長】
5月30日㈭ １０時～１１時
高知大丸（高知市帯屋町）
 問い合わせ  県立消費生活センター
　　　　　  ＴＥＬ088・824・0999

消費者月間啓発イベント

５月１日の天皇陛下御即位に当たり、記帳所を県庁
に設置します。当日は、ゴールデンウィーク期間中の
ため、県庁駐車場や周辺駐車場が大変混雑します
ので、ご来庁の際は、バスや電車などの公共交通機
関をご利用くださいますようお願いします。
 日時  ５月４日㈯～５日㈰  ９時～17時
 場所  県庁１階ロビー（高知市丸ノ内）
 問い合わせ  県庁代表　TEL088・823・1111
 HP  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110901/

天皇陛下御即位に当たっての記帳所の設置


