
催し・イベント

南海トラフ地震や風水害による大規模災害を想
定し、消防車やヘリコプターなどを使った総合防
災訓練を実施します。起震車体験や住宅の耐震
相談コーナーなどもあります。
　　 ５月30日（日）10時～15時
　　 須崎市神田の商業施設周辺
　　　　 　 県庁危機管理・防災課
　　　　     Tel：088-823-9320

高知県総合防災訓練・
地域防災フェスティバル

日時
場所
問い合わせ先

募　集
JICA海外協力隊2021年春募集

開発途上国の人 と々共に生活し、相互理解を図
り、現地の人 と々協働しながら、あなたの技術・経
験を生かしてみませんか？
　　　　 生年月日が昭和26年7月2日から
　　　　 平成13年4月2日までの日本国籍を持つ方
　　　　 5月20日（木）～6月30日（水）
　　　　　　JICA四国 高知デスク
　　　　　　Tel：088-875-0022
問い合わせ先

応募資格

受付期間

保護されている犬、猫を新しい家族にとお考えの
方、ぜひご家族で来所ください。
※要事前予約（水・土・祝は休み）
　　　　　  中央小動物管理センター
　　　　　  Tel：088-831-7939

中央小動物管理センターの
日曜日開所をはじめました

問い合わせ先

検索高知県私立高校生等に対する支援

私立高校生の授業料を軽減する制度です。新型
コロナウイルス感染症の影響等により家計が急
変した世帯の方も授業料の減免を
受けられる場合があります。
　　　    　 県庁私学・大学支援課
　　　　 　 Tel：088-823-9135

私立高校生への就学支援金制度と
授業料減免制度

詳しくはこちら

問い合わせ先

県民税には年間500円の森林環境税が含まれ
ています。「森林環境の保全」や「県民参加の森
づくり」を進める事業に活用させていただきますの
で、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
　　　　　  （税について）県庁税務課　　　　
　　　　　  Tel：088-823-9308
　　　　     （事業について）県庁林業環境政策課
　　　　 　 Tel：088-821-4586

「県民みんなが森のサポーター」
森林環境税

問い合わせ先

お知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場
合、手話通訳者が医療機関に同行できないため、
遠隔手話通訳をご利用ください。タブレットやスマー
トフォンのテレビ電話を使用し、離れた場所にいる
手話通訳者が画面越しに手話通訳を行います。
　　 無料（個人所有のスマートフォン等を利用の
　　 場合、通信費は自己負担となります。）
　　　　 電話・FAX・メール
　　　　 　 一般社団法人高知県聴覚障害者協会
Tel：088-822-2794　FAX：088-875-5307
メール：kochi-deaf-haken@md.pikara.ne.jp

【聴覚障害のある方】
遠隔手話通訳が利用できます

料金

申込方法
問い合わせ先

若者進路相談会
働くことに不安を感じ、一歩が踏み出せず戸惑って
いる概ね１５歳から４９歳までの方及びその家族を
対象とした出張相談です。（修学相談にも応じます）
　　 6月12日（土）11時～17時
　　 オーテピア高知図書館3階グループ室5
　　（高知市追手筋）
　　　　　  こうち若者サポートステーション
　　　　　　Tel：088-844-3411

場所
日時

検索こうちサポステ

問い合わせ先

自転車も車両として道路交通法を遵守する必要
があり、加害者として損害賠償責任を負う場合が
あります。自転車利用者のマナーアップを広く県民
に訴え、自転車の安全な利用の促進を図るため、
「自転車月間」の５月に高知県自転車対策連絡協
議会の構成員などが交通ルールの遵守とマナー
の向上を呼びかけます。
　　 5月1日（土）～5月31日（月）
　　     　　県庁県民生活課
　　　　　  Tel：088-823-9319

自転車マナーアップキャンペーン　

日時
問い合わせ先

①啓発チラシ・グッズの配布
②消費生活パネル展
　　 ①5月18日（火）10時半～11時
　　 ②5月6日（木）～5月26日（水）
　　 ①イオン高知旭町店（高知市旭町）
　　 ②オーテピア高知図書館2階（高知市追手筋）
　　　　　　 県立消費生活センター
　　　　　　Tel：088-824-0995

場所

消費者月間における催しについて

日時

問い合わせ先

【高知校】機械加工科、溶接科、電気工事科
　　　　塑性加工科（オートボディ科）、配管科
　　　　自動車整備科
【中村校】木造建築科、左官エクステリア科　　
　　 高知校〈１回目〉７月20日（火）13時～16時
　　　　　  〈２回目〉８月20日（金）13時～16時
　　 中村校〈１回目〉７月25日（日）13時～16時
　　　　　 〈２回目〉８月29日（日）13時～16時
　　 高知高等技術学校（高知市仁井田）
　　 中村高等技術学校（四万十市具同）
　　各科５～10人程度
　　　　高知校（１回目）７月６日（火）17時まで
　　　　　　　  （２回目）８月６日（金）17時まで
　　　   中村校（１回目）７月９日（金）17時まで
　　　　　　　 （２回目）８月13日（金）17時まで
　　　　電話・FAX
　　　　高知高等技術学校
　　　　Tel：088-847-6601　FAX：088-847-6617
　　　　中村高等技術学校
　　　　Tel：0880-37-2723　FAX：0880-37-2724

県立高知・中村高等技術学校
オープンキャンパス

場所

問い合わせ・
申し込み先

日時

申込方法

受付期間
定員

高知県警察官Ａ採用試験
【第１次試験】教養試験・論文試験・適性検査
※第１次試験で実施していた体力試験を第２次試
験に変更しました。
　　６月５日（土）
　　高知会場（高知県運転免許センター）
　　東京会場（大田区産業プラザPiO）
　　大阪会場（大阪経済大学大隅キャンパス）
　　昭和62年４月２日から平成16年４月１日までに
　　生まれた方で、学校教育法による４年制大学
　　等を卒業した方又は令和４年３月31日までに
　　卒業見込みの方
　　　　男性24人、女性5人
　　　　５月12日（水）17時まで
　　　　HP　　　　　
　　　　   県警察本部警務課採用係
　　　　　 Tel：0120-032-376

日時
場所

対象

問い合わせ・
申し込み先

申込方法
受付期間
募集人数

詳しくはこちら

放送大学2021年度10月入学生募集

問い合わせ・
申し込み先

受付期間
申込方法

放送大学では、幅広い世代の学生が働きながら大
学を卒業したい、学びを楽しみたいなどの目的で学
んでいます。授業は、テレビやラジオだけでなく、イン
ターネットで好きなときに受講できます。1科目から学
べて、心理学、社会、自然などさまざまな分野で約
300の科目を開講しています。教養学部には、15
歳以上の方でしたらどなたでも入学できます。18歳
以上で入学資格をお持ちの方なら、大学卒業（学
位取得）を目指せます。資料請求もお気軽にどうぞ。
　　　　 6月10日（木）～9月14日（火）
　　       HP・郵送（必着）
　　　　　 放送大学高知学習センター
　　　　　 〒780-8072
　　　　　 高知市曙町2-5-1（高知大学内）
　　　　　 Tel：088-843-4864

検索ソーレ 相談

相　談
LGBT・SOGI相談事業の開始について

問い合わせ先

性自認・性的指向に関するさまざまな相談を受け付
ける専門の相談事業を４月からスタートしました。
　　毎月第4土曜日の13時半～16時半
　　　　 にじいろコール Tel：088-854-8542
　　　　　  こうち男女共同参画センター「ソーレ 」
　　　　　　Tel：088-873-9100

相談
専用電話

試　験
高知県土木技術職員採用試験
（上級、UIJターン枠）

　　 〈上級〉①平成4年4月2日から平成12年4月1
　　 日までに生まれた方
　　 ②平成12年4月2日以降に生まれた方で、
　　 学校教育法による4年制の大学等を卒業した方
　　 又は令和4年3月31月までに卒業見込みの方
　　〈UIJターン枠〉次の①、②両方を満たす方
　　 ①昭和37年4月2日以降に生まれた方
　　 ②高知県外に本社を置く民間企業等で1年
　　以上継続して勤務した期間が通算して5年
　　 以上（大卒者）または10年以上（高卒者）ある方
　　 第一次試験　6月20日（日）
　　 高知会場（高知県職員能力開発センター）
　　 東京会場（明治学院大学白金キャンパス）
　　 大阪会場（関西大学千里山キャンパス）
　　　　 〈上級〉13人
　　　　 〈UIJターン枠〉8人
　　　　 5月21日（金）17時まで
　　　　 HP
　　　　   県庁土木政策課
　　　　 　Tel：088-823-9822

日時

対象

問い合わせ

場所

受付期間
申込方法

募集人数 詳しくはこちら

たくさんの応募、
まちゆうきね！

検索広報広聴課ツイッター ツイッター 高知

土砂災害防止に関する絵画・作文の募集
土砂災害防止月間の行事の一環として、次代を担
う小・中学生を対象に土砂災害及びその防止につ
いての理解と関心を深めてもらうために、土砂災害
に関しての絵画・作文を募集します。
　　　　 6月1日（火）～9月15日（水）
　　　　 郵送（必着）
　　　　　 県庁防災砂防課　
　　　　　 Tel：088-823-9845
問い合わせ・
申し込み先

応募方法
募集期間

講座・講演
令和３年度林業大学校

リカレント（学び直し）コース
問い合わせ先
高知県林業労働力確保支援センター
Tel：0887-52-5911

詳しくはこちら


