
講　座

募　集

催し・イベント お知らせ

他県から高知県内に進出された立地企業の魅力
を紹介する説明会です。立地企業のプレゼンテー
ションや個別ブースでの説明、ハローワークの相談
コーナー等もあります。求職中の方や学生の方な
ど、どなたでも参加できます。

合同企業説明会

大学生やその保護者の方を対象に就活スタート
アップセミナーを開催します。
 開催日時  8月１８日㈰ １３：３０～１７：３０
 会場  高新文化ホール
 内容  今しか聞けない就活のトリセツ（大学生、保
護者向け）等
 問い合わせ  県庁商工政策課
　　　　　  TEL088･823･9692

就活スタートアップセミナー

試　験

 日時  9月8日㈰ 10時～11時
 場所  県立高知高等技術学校（高知市仁井田）
 出願期間  ７月22日㈪～8月5日㈪
 対象  職種ごとの実技試験及び学科試験の関連
学科が免除される方
 募集案内配布場所  県庁雇用労働政策課、
県立（高知・中村）高等技術学校など
 出願方法  持参、郵送（簡易書留・消印有効）
 受験料  3,100円
 申し込み・問い合わせ  
〒781-0112 高知市仁井田1188
県立高知高等技術学校　TEL088･847･6601
 HP  http://www/pref.kochi.lg.jp/soshiki/151304/

職業訓練指導員試験

 日時  10月11日㈮ 10時～12時
 場所  高知城ホール２階会議室（高知市丸ノ内）
 出願期間  ８月30日㈮～９月13日㈮
 募集案内配布場所  県庁工業振興課（ホーム
ページダウンロード可）
 出願方法  持参、郵送（消印有効）
 受験料  8,000円（県収入証紙を貼付）
 申し込み・問い合わせ  県庁工業振興課
　　　　　　　　　  TEL088･823･9720
 HP  http://www/pref.kochi.lg.jp/soshiki/150501/

採石業務管理者試験

個人事業税の第１期納期限は９月２日

毎年、９月１日～10日は「屋外広告物適正化旬間」
です。県と高知市では、屋外広告物の規制の周知
及びまちの美観・景観のため、電柱や信号機等に
貼られた張り紙など、条例に違反している屋外広告
物を一斉に除却します。
 開催日  ９月10日㈫ ９時～12時
 問い合わせ  県庁都市計画課 TEL088･823･9846

今年度の個人事業税の納期限は、9月２日㈪と12
月２日㈪の２回です。第1期分の納付書を8月上旬
に送付しますので、納期限までに納付してください。
※30万円以下の税額であれば、コンビニ納付可
 対象  個人事業者
 問い合わせ  事業所の所在地（事業所を設けて
いない場合は住所地）を所管する県税事務所

「屋外広告の日」違反広告物一斉除却作業

福祉施設・事業所を見学しながら、職員の方から福
祉の仕事について直接学びます。
 開催日時  ①８月３日㈯ 10時～12時
 　　　　  ②８月14日㈬ 13時～15時
 会場  ①特別養護老人ホーム夢の丘（四万十市
右山）
②特別養護老人ホーム豊寿園（宿毛市平田町）
 対象  福祉の仕事に興味のある方・高校生・専門
学生・大学生
 受講料  無料
 問い合わせ  高知県福祉研修センター
　　　　　  TEL088･844･3605
 ＨＰ  http://www.pippikochi.or.jp/kensyu/

福祉の仕事はじめの一歩講座

建築を学ぶ学生のための「高知の森と木造建築」
講座です。林業大学校の講義のほか隈研吾校長
など著名な建築家の作品見学、檮原町のモアリー
ズの森の見学を予定しています。
 開催日  ９月18日㈬～20日㈮
 場所  県立林業大学校
 対象  建築を学ぶ高校、高専、大学、専門学生など
 申込方法  インターネット、FAX
 定員  20名程度（先着順）
 申し込み・問い合わせ  県立林業大学校
TEL0887･52･0784  FAXO887・52・0788
 HP  https://kochi-forestry.ac.jp

林業大学校 木造建築オータムスクール

中大規模の木造建築物の設計に必要な防耐火
の知識を学びます。
 開催日  ９月18日㈬、10月２日㈬～４日㈮
 場所  県立林業大学校
 申込方法  インターネット、FAX
 定員  30名程度
 受講料  2,070円
 申し込み・問い合わせ  県立林業大学校
TEL0887･52･0784  FAXO887・52・0788
 HP  https://kochi-forestry.ac.jp

林業大学校 短期課程リカレントコース
「木造建築物の防耐火設計」

就労関係をはじめ、養育費や公的機関による助成
制度の案内など、お一人お一人の状況に応じたき
め細かな対応をしています。

 問い合わせ  ひとり親家庭等就業・
　　　　　  自立支援センター無料職業紹介所
　　　　　  TEL088･823･2500

就労支援などに関する移動相談
（ひとり親家庭対象）

更新の必要な方は8月7日㈬までに申請を行ってくだ
さい。更新に関する書類は、６月上旬に高知県受給
者証更新センターから対象者に郵送しています。県
外へ転出等の理由で更新手続きをされない方はご
連絡ください。
 申請方法  郵送（消印有効）、持参
 対象  特定医療費（指定難病）医療受給者証をお
持ちの方（有効期限が令和元年9月３０日までの方）
 申請・問い合わせ  〒780-0850 高知市丸ノ内
2丁目4番1号 高知県保健衛生総合庁舎１階
高知県受給者証更新センター
TEL088･826･8140または088･826･81９０

特定医療費（指定難病）医療受給者証の
更新手続きについて

ゆるキャラグランプリ出場決定！！
みんなでくろしおくんを応援してね！

木造建築物の設計に必要な木材の物理、性質、
特徴について学びます。
 開催日  ９月19日㈭・20日㈮
 場所  県立林業大学校
 申込方法  インターネット、FAX
 定員  30名程度
 申し込み・問い合わせ  県立林業大学校
TEL0887･52･0784  FAXO887・52・0788
 ＨＰ  https://kochi-forestry.ac.jp

林業大学校 短期課程リカレントコース
「木材加工」 問い合わせ  県庁企業立地課

　　　　　  TEL088･823･9693

開催日 会　場 時間

9/8㈰

～

１６時

１３時

ちより街テラス
（高知市知寄町）

8/27㈫ のいちふれあいセンター
（香南市野市町西野）

8/23㈮ 高知リハビリテーション専門職大学
（土佐市高岡町乙）

8/28㈬ 宿毛文教センター（中央公民館）
（宿毛市中央）

「おもてなしトイレ」 新規認定の募集

こうちフォレストスクール受講生募集

利用者への気配りを行っているトイレを「おもてなし
トイレ」として認定します。詳しくは県庁おもてなし課
のホームページをご覧ください。
 募集期限  令和２年２月１４日㈮
 対象  観光客が利用することができるトイレを設置
している事業者、行政
 問い合わせ  県庁おもてなし課
　　　　　  TEL088･823･9609
 HP  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/020201/

林業の基礎知識や高知県の林業の特徴を学べま
す。林業就業の支援制度の紹介や林業の現場で
働いている方の体験談などを直接聞くことができる
ほか、チェーンソーで丸太を輪切りにする体験もで
きます。
 開催日時  ８月25日㈰ 13時30分～16時30分
　　　　  ※13時より受付開始
 会場  県立森林研修センター研修館（香美市土
　　　佐山田町）
 対象  林業への就業に関心のある方
 定員  20名程度
 申込方法  ホームページ、FAX
 受講料  無料
 申し込み・問い合わせ  高知県林業労働力確保
支援センター　TEL0887･57･0366
　　　　　　 FAX0887･57･0396
 ＨＰ  https://www.kochi-forest.com

平成９年に誕生し、平成１４年のよさこい
高知国体で大活躍した高知県イメージ
キャラクター くろしおくん。高知県の魅力
をより多くの人に知ってもらうため、今年
ついに「ゆるキャラグランプリ」に出場します！みんなの
応援が力になります。ぜひよろしくお願いします！

※一人につき、１つのＩＤを取得できます。ＩＤ登録は初
回のみです。
※一人につき、１日１回 投票できます。
詳しくは、ゆるキャラグランプリ公式サイトへ！

くろしおくんの日々の活動は、こちらをチェック！

 投票期間  8/1㈭ 10:00～10/25㈮ 18:00
 投票方法  ゆるキャラグランプリの公式サイトに

アクセス→ＩＤを取得→投票

Twitter Instagram

ゆるキャラグランプリ

開催日 会　場 時間

10
時
30
分
〜
14
時
３０
分

南国市役所 5階第３～第５委員会室
（南国市大埇甲）

安芸市役所 第1会議室
（安芸市矢ノ丸）

のいちふれあいセンター ２階第3研修室
（香南市野市町西野）

四万十市役所 3階会議室３０１
（四万十市中村大橋通）

土佐市役所 北庁舎1階面接室
（土佐市高岡町甲）

ハローワーク須崎 ２階会議室
（須崎市西糺町）

8/22
㈭

8/15
㈭

8/8
㈭

8/29
㈭

8/27
㈫

8/6
㈫

※いずれの日も、１２時～１３時は除く


