
試　験 相　談

募　集

お知らせ

 日時  ２月２２日㈮ １３時２０分～
 会場  県立高知高等技術学校（高知市仁井田）
　　　県立中村高等技術学校（四万十市具同）
 出願期間  ２月４日㈪～２月１５日㈮
 案内配布場所  各高等技術学校、ホームページ　
　　　　　　 　各公共職業安定所
 出願方法  中学校・高等学校を卒業見込みの方
　　　　　は技術学校に持参、郵送（必着）
※既卒者の方は、居住地の公共職業安定所へ持参
 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/ 
〒787-0019 四万十市具同５１７９ 
県立中村高等技術学校　TEL０８８０・３７・２７２３
 HP  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151305/ 

県立高知・中村高等技術学校
訓練生募集（一般入試）

訓練科 対  象

高
知
校

●機械加工科
●溶接科
●電気工事科
●自動車整備科
●配管科 
●オートボディ科
  （高卒コース）

※募集人員は、お問い合わせください。

●木造建築科
●左官・
   タイル施工科

●オートボディ科
  （中卒コース）

中
村
校

高等学校卒業（平成
３１年３月卒業見込み
を含む）またはこれと
同等以上の学力を有
する平成３１年４月１日
現在３９歳以下の方

中学校卒業（平成３１
年３月卒業見込みを
含む）またはこれと同
等以上の学力を有す
る平成３１年４月１日
現在３９歳以下の方

 募集期間  2月15日㈮まで
 募集案内配布場所  林業大学校HP、県民室など
 応募方法  持参、郵送（消印有効）
 申し込み・問い合わせ  県立林業大学校
TEL0887・52・0784  FAX0887・52・0788
 HP  https://kochi-forestry.ac.jp/

曜 日 内　容
月曜日 手話 ハングル入門
木曜日 土佐の歴史と文化 茶道入門
金曜日 中国語入門 話し方講座

 日時  ４月～2020年1月末まで（各25回程度）　 
　　　13時40分～15時20分
 募集期間  ２月１２日㈫～２月１８日㈪
 募集人数  各15人（ただし「茶道入門」は6人）
 募集案内配布場所  
県立高知北高等学校、ホームページ
 応募方法  持参、郵送（必着）
 対象  県内在住の義務教育を修了された方
 申し込み・問い合わせ  〒780-8039 高知市東
石立町160 県立高知北高等学校 特別講座係  
TEL088・832・2182　
 HP  http：//www.kochinet.ed.jp/kita-h/

高知北高校の生徒と一緒に学ぶ講座です。受講
できる講座は一つです。

県立高知北高等学校特別講座

課程 募集人数
基礎課程 若干名

専攻課程
森林管理コース
林業技術コース
木造設計コース

5名程度
5名程度
8名程度

平成31年度県立林業大学校研修生募集
（一般選考（後期））

高濃度ＰＣＢ廃棄物のうち、照明器具の安定器及び
汚染物等の処分期間は2021年３月31日までとなって
います。処分期間内に処分をしないと罰則があります。
【安定器の場合】昭和52年（1977年）３月以前に
建てられた古い工場やビル等では、蛍光灯や水銀
灯などの安定器に高濃度のＰＣＢが使用されてい
る可能性があります。まずはご確認ください。
 問い合わせ  
●個別の安定器の判別 （一社）日本照明工業会
（TEL03・6803・0685）または各メーカー
●ＰＣＢ関連専用電話 （公財）産業廃棄物処理
事業振興財団　TEL0120・985・007
 受付時間  平日10:00～17:00（土日祝除く）
 設置期間  ３月29日㈮まで
県庁環境対策課　TEL088・821・4523

○ID・パスワード方式によるe-TaX利用の簡便化
マイナンバーカード及びICカードリーダライタを未取
得の方については、税務署による本人確認に基づ
き、税務署長が通知したID・パスワードによる電子
申告が可能となります。
○確定申告書等作成コーナーで申告書作成
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コー
ナー」で、所得税及び復興特別所得税、贈与税、
消費税及び地方消費税の申告書や青色申告決
算書などが作成できます。
○マイナンバーの記載にご注意ください
平成28年分以降の申告書から、マイナンバーの記
載と本人確認書類（例１：マイナンバーカード、例２：
通知カードと運転免許証など）の提示又は写しの
添付が必要となります。また、郵送等による提出の
際には本人確認書類の写しの添付が必要です。
 問い合わせ  最寄りの税務署

日　時 会　場

2月16日㈯ 総合保健協会 幡多健診センター
（宿毛市山奈町）

2月23日㈯

3月16日㈯

2月24日㈰

3月3日㈰

3月10日㈰

南国市保健福祉センター
（南国市大埇甲）

南国市保健福祉センター
（南国市大埇甲）

総合保健協会 中央健診センター
（高知市桟橋通）

総合保健協会 中央健診センター
（高知市桟橋通）

高知市保健福祉センター
（高知市塩田町）

ポリ塩化ビフェニル(ＰＣＢ)使用製品・
ＰＣＢ廃棄物の処分期限が迫っています

【検診内容】肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、
　　　　　子宮頸がん
【申込期間】各検診日の2週間前まで
【料　　金】お住まいの市町村により自己負担額
　　　　　 が異なります
【対　　象】肺がん・胃がん・大腸がん検診：40歳
　　　　　以上の男女
　　　　　乳がん検診：40歳以上の女性
　　　　　子宮頸がん検診：20歳以上の女性
 申し込み・問い合わせ  高知県総合保健協会
（平日8時30分～17時） TEL088・831・4351

お住まいの市町村でなくても
がん検診が受けられます

今年の確定申告は2月18日から3月15日

天皇陛下の御在位30年を記念して以下の行事を
行います。詳細はホームページをご覧ください。
■県立文化施設等の無料開放
 日時  2月24日㈰
■記帳所の設置、写真展、映像上映
 日時  2月25日㈪ 13時～17時
 　　  （映像上映は14時～、15時～、16時～）
 場所  県民文化ホール グリーンホール（高知市本町）
※記帳所は次の日程で県本庁舎１階にも設置
 日時  2月22日㈮～2月25日㈪ 9時～17時
 問い合わせ  県庁人事課 TEL088・823・9601
 HP  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110901/

天皇陛下御在位三十年慶祝行事

５月末日が納期限の自動車税は３月末日までに手
続きをすると、口座振替になります。新たに自動車を
購入した場合には現在口座振替を利用中であっ
ても、改めて手続きをしていただく必要があります。
【利用できる金融機関】四国銀行、高知銀行、みず
ほ銀行、りそな銀行、高知信用金庫、幡多信用金
庫、四国労働金庫、各農協など
 問い合わせ  住所地を所管する県税事務所

自動車税の口座振替のお願い

10月１日からの消費税率引き上げと同時に消費税
軽減税率制度が実施されます。中小企業・小規模
事業者等に対しては、複数税率対応レジの導入や
受発注システムの改修等が必要になる場合に、経
費の一部を補助する国の制度があります。
詳細はホームページをご覧ください。
 問い合わせ  中小企業庁事業環境部財務課　
TEL03・3501・5803    HP  http://kzt-hojo.jp/

軽減税率対策補助金について

お薬の情報をスマートフォンに保存しておくことで、
災害時などにも情報を正確に伝えることができま
す。また、ご自身だけでなくご家族のお薬の情報を
保存することもできるため便利です。
 ダウンロード
http://www.kochi-kenyaku.or.jp/wdoc/?q=grp08
 問い合わせ  県庁医事薬務課 TEL088・823・9682

「高知e-お薬手帳」をご利用ください

賃貸住宅の契約や退去でのトラブルについて、司
法書士による無料の法律相談会を実施します。
 日時  ３月３日㈰ １０時～１６時
 相談方法  面談または電話（予約不要）
【面談の場合】 県立消費生活センターへ直接お
　　　　　　  越しください。
【電話の場合】 TEL０８８・８２４・０９９９に開催時間 
　　　　　　  内にお電話ください。

セミナーと企業約１０社による合同説明会を開催。もう
一度働いてみようとお考えの方はぜひお越しください。
【講師】間 六口（はざま むくち）氏
　　　（元ハローワーク中村所長）
 日時  ２月１９日㈫ １３時30分～１７時００分
 場所  高知会館　２階 「白鳳」（高知市本町）
 対象  ５５歳以上の働く意欲のある方
 定員  １００名 　　 参加料  無料
 申込用紙配布場所  高知県経営者協会・生涯
現役促進地域連携事業
 申込方法  電話、FAX（当日、会場での受付可）
 申し込み・問い合わせ  高知県経営者協会・生涯
現役促進地域連携事業
TEL088・879・1907  FAX088・879・1908

第４回　生涯現役実現のための
再就職支援セミナーと企業合同説明会

女性が不遇だった時代に生き方を変えようと立ち
上がった女性たちの感動の物語です。

 料金  無料
 託児  あり（6ヵ月～就学前児童、予約制、無料、 
　　　 締切日：3月6日㈬）

国際女性デー「未来を花束にして」映画上映会
ｉｎ「ソーレ」＆「のいちふれあいセンター」

住み慣れた地域で高齢者の皆さんが安心して暮ら
せるよう、軽度の生活支援（買い物や掃除・調理な
どの日常生活のサポート）の研修です。
【研修内容】介護の基本、認知症の理解、
　　　　　健康と栄養（調理実習あり）
 日時  2月12日㈫・13日㈬、19日㈫・20日㈬
 　　  9時～15時
 場所  のいちふれあいセンター（香南市野市町西野）
 定員  30名　 　 料金  無料     
 申込方法  電話
 申し込み・問い合わせ  （公財）介護労働安定セ
ンター高知支部　TEL088・871・6234

介護予防等サービス従事者養成研修

無料法律相談会「賃貸借トラブル１１０番」

こうち男女共同参画センター「ソーレ」（高知市旭町）
日　　時
定　　員
申込方法
申し込み
問い合わせ

3月8日㈮ 10時～12時（9時30分開場）
（予約優先・先着順）80人
電話、ホームページ
こうち男女共同参画センター「ソーレ」
TEL088・873・9100

のいちふれあいセンター2階研修室（香南市野市町西野）
日　　時
定　　員
申込方法
申し込み
問い合わせ

3月8日㈮ 18時30分～21時（18時開場）
（予約優先・先着順）100人
電話、メール
香南市人権課
TEL0887・57・8507

講座・講演

催し・イベント


