
試　験

住宅・土地統計調査へご協力をお願いします。
防災・空き家等施策の重要な基礎資料となる、世
帯を対象とした抽出調査で、高知県でも約３万世帯
が対象となっています。調査書類が配布された世帯
の方は、ご回答をお願いします。
 問い合わせ  県庁統計分析課  
TEL088・823・9346

農業保険（農業共済・収入保険）に加入しましょう！
台風などの自然災害のリスクに備えるための公的な
保険制度です。掛金の原則50％を国が負担。収入
保険は、平成31年1月から新たに導入。（申請期間
は10～11月） 詳細はお問い合わせください。
 問い合わせ  高知県農業共済組合  
TEL088・856・6550
 メール  rengo@nosai-kochi.or.jp

平成30年度 砂利採取業務主任者試験
「砂利採取業務主任者」は、安全に砂利の採取が
行われるよう監督する責任者で、砂利採取場を管理
する事務所ごとに配置が義務付けられています。
 日時  11月９日㈮  10時～12時
 試験会場  高知城ホール２階 小会議室
 出願期限  10月19日㈮
 受験願書配布場所  県庁1階募集要項コーナー、
県庁用地対策課、ホームページ
 申込方法  持参、郵送（消印有効）
 受験料  8,000円（県収入証紙）
 申し込み・問い合わせ  〒780-0850 高知市丸ノ内
2丁目4番1号 高知県庁北庁舎 県庁用地対策課
TEL088・823・9819
 HP  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170301/

お母さんのための再就職準備イベント

一日合同行政相談所

働きたいお母さんを応援するための賢い働き方セミ
ナーや座談会を実施します。
 日時  10月30日㈫ 10時～15時30分
 場所  ちより街テラス３階（高知市知寄町）
 申込期限  10月29日㈪
 申込案内配布場所  高知家の女性しごと応援室
（ソーレ３階）、県庁県民室など
 申込方法  電話、ファックス、メール
 申し込み・問い合わせ  お母さんのための再就職準
備イベント事務局（アビリティーセンター株式会社）
TEL088・872・1204　FAX088・822・0210
 メール  tiiki-kochi@abi.co.jp

高知県立大学　社会人入試
出願資格や入学検定料などの詳細はホームページ
で確認してください。
 日時  １１月１７日㈯・１８日㈰
 会場  高知県立大学 永国寺キャンパス・池キャン
パス
 出願期間  ◆文化学科［言語文化系／地域文化
創造系］・看護学科・社会福祉学科・健康栄養学
科：１０月１１日㈭～１０月１９日㈮
◆文化学科［文化総合系（夜間主コース）］：
　１１月１日㈭～１１月７日㈬
 募集要項配布場所  高知県立大学（永国寺キャ
ンパス、池キャンパス）、県庁１階募集要項コーナー、
ホームページから資料請求
 申込方法  郵送（書留速達・必着）
 申し込み・問い合わせ  高知県立大学 学生支援
部入試課　ＴＥＬ088・847・8789
 HP  http://www.u-kochi.ac.jp/site/nyushi/

お知らせ

講座・講演相　談
著作権セミナー

出会いや結婚への支援を希望する方々のマッチン
グ後のお引き合わせや交際成立後のフォローなど
を行っていただけるボランティアの養成講座を開催
します。

高知県屋外広告物講習会
屋外広告物に関する知識（法令及び設置、施工
に関する事項）を修得できます。受講者には、屋外
広告業の登録や、広告物の管理者に必要となる
修了証書を交付します。
 日時  11月27日㈫  ９時30分～17時
 場所  オーテピア ４階ホール（高知市追手筋）
 対象  屋外広告業に従事又は従事しようとする
方、広告物の管理者の方
 定員  100人    受講料  3,400円（県収入証紙）
 申込用紙配布場所  県庁１階募集要項コー
ナー、県庁都市計画課、高知市都市計画課、県の
各土木事務所
 申込期間  10月9日㈫～11月7日㈬
 申込方法  持参、郵送（消印有効）
 申し込み・問い合わせ  県庁都市計画課
TEL088・823・9846

 対象  婚姻歴があり、メールができる方
 定員  各20人
 受講料  無料
 申込用紙配布場所  こうち出会いサポートセン
ター、県庁少子対策課ホームページ
 申込期限  10月24日㈬
 申込方法  郵送（必着）、メール、ファックス
 申し込み・問い合わせ  〒780-0053 高知市駅
前町５-５ 大同生命高知ビル２階
こうち出会いサポートセンター
TEL088・821・8080　FAX088・821・8100
 メール  kochike.ouen@pony.ocn.ne.jp

催し・イベント
未来に発信！女性のための働く車の

運転体験とお仕事トーク
乗務員の仕事に興味がある、運転が好き、新しい仕
事を探している女性にぴったりなイベントです。乗車
体験のほか、現役女性乗務員とのフリートークタイム
もあります。
 日時  10月6日㈯  12時30分～17時
 場所  四万十自動車学校（四万十市具同）
 定員  50人
 申込方法  電話、メール
 申し込み・問い合わせ  ㈱ひととコーポレーション
TEL088・879・5092
 メール  info@hito-to.com
 HP  http://www.withpr.net/driver/

第２７回　高知龍馬空港「空の日」
エアポートフェスティバル2018

空への関心と理解を深め、航空や高知龍馬空港
の発展を目指すイベントです。
【イベント内容】わくわく空港トロッコ、大型化学消
防車による放水アーチ、航空グッズ販売など
 日時  11月4日㈰ 10時～16時
 場所  高知龍馬空港（南国市物部）
 問い合わせ  空の日実行委員会事務局（高知空
港事務所総務課）　TEL088・863・2621

福祉や年金、道路、相続問題など、さまざまなご相
談を国の出先機関や高知県、市役所、弁護士など
がお受けします（予約不要、秘密厳守、相談無料）。

高知県合同労働相談会
働く方や事業主の皆さまのために、県内の労働相
談機関（高知労働局、弁護士会、社労士会、司法
書士会等）が面談と電話による労働相談会を実施
します（相談無料、事前予約優先（先着順））。
当日の電話相談は相談専用ダイヤル（088・821・
4661）まで。
 日時  10月30日㈫  10時～18時
 場所  県庁北庁舎 4階（高知市丸ノ内）
 予約・問い合わせ  高知県労働委員会事務局
TEL088・821・4645

 問い合わせ  総務省 高知行政監視行政相談センター
TEL088・824・4100

国際ふれあい広場2018
フェアトレード品バザーや写真パネル展、国際交流
員によるパネルセッション、海外のダンス、民族衣装
のファッションショーなどを予定。当日は、海外に送る
ための使わなくなった鳴子を集めます。
 日時  １０月２１日㈰ １０時～１６時
 場所  ひろめ市場よさこい広場、大橋通商店街（北側）
 申し込み・問い合わせ  （公財）高知県国際交流
協会  TEL088・875・0022

里親制度説明会・相談会
里親制度とは、さまざまな理由で保護者による養育
が難しい子どもを、里親のご家庭で養育していただ
く制度です。説明会後、個別の相談をお受けします。
 日時  10月7日㈰ 13時30分～16時
　　　（受付13時～15時）
 場所  高知県立ふくし交流プラザ2階　高齢者
能力開発室（高知市朝倉）
 申込方法  電話（当日参加可能）
 申し込み・問い合わせ  高知聖園ベビーホーム里
親サポートセンター結いの実  TEL088・872・1012

被災建築物応急危険度判定講習会
被災建築物の応急危険度判定を行う技術者を養
成します。

 対象  建築士(1級・2級・木造）の資格等があり、
　　　応急危険度判定士の登録を希望する方。
 定員  各50人（先着）　　 受講料  無料
 申込用紙配布場所  （公社）高知県建築士会
ホームページ、県庁建築指導課ホームページ
 申込期限  各講習開催日の一週間前まで
 申込方法  持参、郵送（必着）
 申し込み・問い合わせ  〒780-0870 高知市本町
4-2-15 建設会館3階 （公社）高知県建築士会
TEL088・822・0255　FAX088・822・0612

「おもてなしタクシー」をご利用ください！
観光ガイドの知識と優れた接客マナー、信頼できる
確かな運転技術を持った「おもてなしタクシー」の乗
務員が”おもてなしの心”でお客様をご案内します。
 問い合わせ  高知県観光ガイドタクシー
認定制度実行委員会事務局
（公財）高知県観光コンベンション協会
TEL088・823・1434

県立坂本龍馬記念館の特別展「龍馬」展の変更について
プレ展示（10月2日㈫～24日㈬）は中止。10月25日
㈭からの前期、後期は予定どおり開催。※展示内容
を一部変更します。（京都国立博物館所蔵の資料
展示はなくなりました。）
 問い合わせ  高知県立坂本龍馬記念館
ＴＥＬ088・841・0001

日　時 会　場
10月10日㈬
10時～15時

フジグラン高知
（高知市朝倉東町）

11月2日㈮
10時30分～15時

アピアさつき
（四万十市右山五月町）

日　時 会　場
11月1日㈭
18時～21時

安芸市民会館２階４号室
（安芸市矢ノ丸）

11月3日（土・祝）
13時～16時

ちより街テラス３階会議室３
（高知市知寄町）

日　時 会　場
10月17日㈬
13時～17時

中村地区建設共同組合会館
（四万十市右山元町）

12月21日㈮
13時～17時

ポリテクセンター高知
（高知市桟橋通）

11月4日㈰
13時～16時

四万十市立中央公民館
３階研修室Ⅲ

（四万十市右山五月町）


