
講座・講演

募　集 催し・イベント お知らせ

自社の魅力等を発信するための求人広告づくりや、
全国連携のサイトへの求人情報の掲載など、県内
事業者と都市部求職者とのマッチングを支援します。
 募集期間  令和2年2月28日㈮まで
 対象  一定の要件を満たす県内の法人（詳細は
お問い合わせください）
 申し込み・問い合わせ  県庁商工政策課
　　　　　　　   　  TEL088･823･9789

統計の普及と統計の活用を啓発する作品（統計グ
ラフ）を募集します。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。
 募集期間  ６月３日㈪～９月５日㈭ １７時必着
 対象  県内在住及び県内へ通勤通学をしている
小学生以上の方
 お問い合わせ  県庁統計分析課
　　　　　　  TEL088・823・9344

高知県統計グラフコンクール作品募集

保育士資格を持たない保育補助者の雇上げに必要
な資金を無利子でお貸しします。雇用した保育補助
者が、貸付期間中又は貸付終了後１年以内に保育
士資格を取得した場合、全額返還免除になります。
 貸付期間  3年間を限度
 貸付金額  年額2,953,000円以内（一定の条件
を満たし、2人以上雇用する場合、年額5,168,000
円以内）
 対象  一定の要件を満たしている県内の保育所
等で、保育士資格を持たない保育補助者を雇用さ
れる保育事業者
 申し込み・問い合わせ  〒780-8567 高知市朝
倉戊３７５-１ 社会福祉法人 高知県社会福祉協
議会 福祉資金課  TEL088・844・4600
 ＨＰ  http://www.kochiken-shakyo.or.jp/

保育事業者への貸付制度

保育士資格をお持ちの方が新たに保育所等に就職
又は復帰するために必要な資金を無利子でお貸しし
ます。貸付後、保育士として県内の保育所等に
２年間従事した場合は、全額返還免除になります。
①未就学児の保育料の一部貸付
　（貸付期間）1年間
　（貸付金額）保育料の半額（月額27,000円を上限）
②就職準備金
　（貸付金額）200,000円以内　　　　　　　
③未就学児の子どもの預かり支援事業利用料金
　の一部貸付
　（貸付期間）2年間
　（貸付金額）年間123,000円以内　　
 対象  一定の要件を満たし、県内の保育所等へ
保育士として新たに就職又は復帰される方
 申し込み・問い合わせ  〒780-8567 高知市朝
倉戊３７５-１  社会福祉法人 高知県社会福祉協
議会 福祉資金課  TEL088・844・4600
 ＨＰ  http://www.kochiken-shakyo.or.jp/

保育士資格をお持ちの方への貸付制度

県内で介護職員として再就職をされる方に、必要な
費用を無利子でお貸しします。貸付後に介護職員
として県内で２年間従事した場合は、全額返還免
除となります。
【貸付額】20万円以内
 対象  一定の要件を満たし、対象となる施設・事
業所へ介護職員として再就職される方
 申し込み・問い合わせ  〒780-8567 高知市朝
倉戊３７５-１　社会福祉法人 高知県社会福祉協
議会 福祉資金課  TEL088・844・4600
 ＨＰ  http://www.kochiken-shakyo.or.jp/

介護職員として再就職される方への貸付金

都市部求職者とのマッチング支援事業
への参加企業の募集

６月は土砂災害防止月間です。土砂災害について
理解を深めていただくため、パネル展を開催します。
 期間  ６月３日㈪～６月１４日㈮
 場所  県庁１階  ロビー
 問い合わせ  県庁防災砂防課
　　　　　  TEL088・823・9845

県外大学生等を対象としたセミナーを開催します。
【東京】日本橋プラザビル
　　　６月29日㈯ 12時30分～14時00分
【大阪】難波御堂筋ホール
　　　６月30日㈰ 12時30分～14時00分
 対象  大学生等
 問い合わせ  県庁商工政策課
　　　　　  TEL088・823・9692

市町村ごとの移住相談ブースに加え、第一次産業
や地域おこし協力隊の相談、就職相談等のブース
を出展します。高知県へのU・Iターンをお考えの方
はもちろん、高知が気になるという方へ、ぜひお声
がけください。（参加費無料、申込不要）
【大阪】難波御堂筋ビル10階「難波御堂筋ホール10」
　　　大阪市中央区難波4-2-1
　　　6月15日㈯ 11時～17時
【東京】東京交通会館12階「カトレアサロンA」
　　　東京都千代田区有楽町2-10-1
　　　6月16日㈰ 11時～17時
 対象  高知県へのU・Iターンを検討されている方
 問い合わせ  （一社）高知県移住促進・人材確保
センター　TEL088・823・9336

高知県総合防災訓練・
地域防災フェスティバル

南海トラフ地震や風水害などの大規模災害を想定
し、消防車やヘリコプターなどを使った「総合防災
訓練」などを開催します。起震車体験や住宅の耐
震相談コーナーなどもあります。
 日時  ６月９日㈰ 10時00分～15時00分
 場所  鏡野公園、高知工科大学
 問い合わせ  県庁危機管理・防災課
　　　　　  TEL088・823・9320

高知暮らしフェア2019夏

インターンシップセミナー

土砂災害防止月間 パネル展

国や県、市町村の今後の政策に活かすため、全国す
べての事業所の活動状態を確認する調査です。調
査員が調査に伺いますので、ご協力をお願いします。
 調査期間  ６月から来年３月
 対象  全ての事業所
 問い合わせ  県庁統計分析課
　　　　　  TEL088・823・9345
 ＨＰ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111901/

病気やけがをした時に、安心して治療が受けられる
ように、すべての方が公的医療保険に加入するこ
とになっています。職場の健康保険などに加入して
いない方で、国民健康保険（国保）への加入手続
きがお済みでない方は、各市町村役場で手続きを
行ってください。
※国保に加入され、何らかの理由で保険料（税）の
支払いが滞った場合でも、高校生世代以下の子ど
もには（短期）被保険者証が交付されます。
 問い合わせ  各市町村の国民健康保険担当課ま
たは県庁国民健康保険課 TEL０８８・８２３・９６４６

国保の加入手続はお済みですか
～特にお子さんのいる皆さまへ～

経済センサス-基礎調査にご協力を

男女共同参画に関する理解を深めるため、啓発パ
ネル展を開催します。
 日時  ６月７日㈮～14日㈮
 場所  オーテピア２階  共同楽習スペース
 日時  ６月17日（月）～28日（金）
 場所  県庁１階ロビー
 問い合わせ  県庁県民生活・男女共同参画課　
　　　　　   TEL088・823・9651

６月は｢男女共同参画推進月間｣です

不正改造を排除し、車両の安全確保及び環境保
全を図ります。
【不正改造を施された車両】
①灯火の色が不適切な灯火器及び回転灯等の
　取付け
②運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルム
　の貼付け
③タイヤ、ホイールの車体外へのはみ出し
④基準外ウィング（エア・スポイラ）の取付け
⑤マフラーの切断・取り外し及び基準不適合のマ
　フラーの装着等
不正改造者に対する情報提供などは、下記まで。
 問い合わせ  「不正改造110番」
TEL088・866・7313 四国運輸局高知運輸支局
検査整備保安部門

６月は「不正改造車排除強化月間」です

県内に在留する外国人等が生活・就労等に関す
る適切な情報を速やかに知ることができるよう、相
談や情報提供を行う総合的な窓口です。
〔対応言語〕 英語、中国語など
〔開所時間〕 月～土、9時～17時
 対象  県内の在留外国人や外国人を雇用してい
る事業者など
 問い合わせ  高知県外国人生活相談センター
 　　　　　 TEL088-8２１-６４４０
 ＨＰ  https://kccfr.jp

「高知県外国人生活相談センター」の開設

７月１日から、未婚のひとり親の方について寡婦（夫）
控除のみなし適用を行い、控除後、所得税非課税
世帯となる場合は、助成を受けることができます。
•新たにひとり親家庭医療費受給者証の交付を
　申請される方
　６月２日から７月１日までの間
•引き続き更新される方
　各市町村で決められた更新期間
適用には市町村所定の申請書の提出が必要です。
 対象  18歳に達する日以後の最初の３月31日ま
での子どもがいるひとり親家庭
 申し込み・問い合わせ  各市町村役場または県庁
児童家庭課　ＴＥＬ088･823･9654

ひとり親家庭医療費助成制度の改正について

先進国の実情を知り、私たちの社会の男女平等を
考えませんか。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）
【講師】エーリン・フリーゲンリング（駐日アイスランド
大使） 通訳あり
※「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
 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）　　 入場  無料
 申込方法  電話、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」　ＴＥＬ 08８・８７３・９１００　
 ＨＰ  http://www.sole-kochi.or.jp

「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

くろしおくんがおすすめする県内の観光スポットやイ
ベントなどを、写真や動画でお伝えしています。
ぜひご覧ください。

くろしおくん 公式SNS

Twitter Instagram


