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年金生活者支援給付金の
請求はお済みですか

　年金生活者支援給付金の初回振り込
みは12月です。 受給には請求書の提
出が必要で、9月に日本年金機構から
対象の方に請求書を送付しています。
　12月末までに提出すると10月分ま
でさかのぼって支給されますが、1月
以降になると提出月の翌月分からとな
ります。お早めに手続きをお願いしま
す。
B給付金専用ダイヤル☎0570-05-
4092、高知東年金事務所☎831-4430

くらしの悩みごと相談
〜無料特設人権相談所〜

　差別、暴行・虐待、いじめ、DV等、
家庭および近隣関係等における人権問
題などの相談に、人権擁護委員が応じ
ます。お気軽にご相談ください。相談
無料。秘密厳守。
▶本町仮庁舎…偶数月の第3火曜日。
開設日前週の金曜日17時までに要予
約。問い合わせは人権同和・男女共同
参画課☎823-9449へ。
▶春野公民館…奇数月の第3水曜日。
予約不要。開設日・時間等は高知地方
法務局人権擁護課☎822-3503へ。
B人権同和・男女共同参画課
☎823-9449
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幼児健診等に従事する歯科
衛生士、保健師等の募集

　1歳6カ月児健診・3歳児健診の歯科
診察介助・歯科保健指導に従事する歯
科衛生士と、問診に従事する保健師ま
たは看護師を若干名募集します。従事
は主に火・水曜日の午後、月に数回。
　また、赤ちゃん訪問事業に従事する
子育て支援訪問員（保健師・ 助産師・
看護師のいずれかの資格を有する方）
も若干名募集します。
　業務内容など詳しくはお問い合わせ
ください。
AB母子保健課☎855-7795

見守り委員会委員の募集

　「高知市市民と行政のパートナーシ
ップのまちづくり条例」の見守り委員
会委員となり、協働のまちづくりを考
えてみませんか。
▶対象…市内在住の18歳〜69歳の方

（令和2年4月1日時点）
▶募集人数…若干名（選考委員会で決定）
▶任期…2年（令和2年5月〜令和4年4月）
▶会議…年4回程度（19時〜21時予定）
▶委員報酬…会議への参加に応じて支給
▶応募方法…応募の動機（1,000字以
内）と、住所・氏名・年齢（令和2年4
月1日時点）・性別・職業・電話番号を
明記し、令和2年1月9日㈭必着で郵送
または電子メールで。
AB〒780-8571 鷹匠町2-1-43 
地域コミュニティ推進課☎823-9080

kc-102000@city.kochi.lg.jp

第30回高知出版学術賞
推薦の募集

　対象は①県内に在住する人の学術的
著述または他県在住者の本県に関する
事項をテーマとした学術的著述で、②
2019年中に発行（奥付の日付）された
単行本。自薦・他薦を問いません。
　出版学術賞（3点以内で賞状と賞金
10万円）、特別賞（1点以内で賞状と賞
金5万円）をそれぞれ表彰。
　令和2年1月31日㈮までに所定の推
薦書に推薦図書3冊を添えて、 直接ま
たは郵送で。月曜日は休館、祝日は開館。
AB〒781-9529 九反田2-1 市文化
振興事業団内「高知出版学術賞審査委
員会」☎883-5071

高齢者向け優良賃貸住宅
入居者の募集

①ステラ桟橋（桟橋通五丁目）②長
ちょう

喜
き

荘（西塚ノ原）③はるる（北本町四丁目）
④クオリア上街鷹城館（上町三丁目）
⑤イチゴいちえ（介良）⑥アートケア・
ホーム長浜1号館（長浜）⑦つばさ（桟
橋通一丁目）──の入居者を随時募集
中。
AB①高知県住宅供給公社☎882-
1313、②③㈲秦ホーム☎821-7272、
④⑤㈱高知ハウス☎824-6811、⑥㈱
ハルホーム☎823-1101、⑦㈲滝石建
設不動産事業部☎832-6262

第72回高知市展ポスター
デザインの募集

　「第72回高知市展」ポスターのデザ
インを募集しています。 賞金総額10
万円。
▶作品規格…A4サイズ以上で、「第
72回高知市展」または「第72回市展」
と、「アンデパンダン」の文字およびシ
ンボルマーク「 」が入っていること。
▶応募資格…16歳以上の県内在住者
または県出身者。
▶応募方法…応募作品に①住所②氏名
③年齢④電話番号⑤作品返却の要否
を添付し、令和2年1月10日㈮までに
直接・電子メール・郵便（当日消印有効）
のいずれかで。
AB〒781-9529 九反田2-1 かるぽ
ーと8階 市文化振興事業団「市展ポス
ターデザイン」係☎883-5071

kikaku@kfca.jp

「第36回写真コンテスト・
高知を撮る」の作品募集

▶記録写真部門…高知県に関する記録
性を持った写真（①平成以降の部②昭
和以前の部）
▶ I LOVE 高知部門…あなたの好きな
高知の写真（平成31年1月1日以降に
撮影されたもの）
　締め切りは令和2年1月31日㈮。だ
れでも何点でも応募可。出品料は無料。
賞状と賞金（特選3万円・準特選1万円）
あり。サイズはワイド四つ切り以上で、
組写真は3枚まで。パネル張りは不要。
AB〒781-9529 九反田2-1 市文化
振興事業団「写真コンテスト」係
☎883-5071

4月の保育施設入所申し込み
をオーテピアで受け付けます

　令和2年度4月入所1次募集の受け付
けをオーテピア4階研修室で行います。
▶1次募集…12月3日㈫〜13日㈮10
時〜19時（土・ 日曜日は17時まで）。
12月9日㈪は休館。ベビーカーで来館
でき、休憩コーナー（飲食可）もありま
す。別フロアには授乳室もあり。
　その他の受付場所は、申込書をご確
認ください。
B保育幼稚園課
☎823-4012

路面凍結によるスリップ
事故に注意

　冬季は路面が凍結し、転倒やスリッ
プ事故が発生しやすくなります。市で
は、除雪した翌朝など凍結が予想され
る幹線市道に融雪剤を散布し、通行の
安全確保に努めています。市民の皆さ
んも通行の際には安全に心掛けてくだ
さい。
　なお、降雪に備え、融雪剤を知寄町
の道路管理課補修係事務所と鏡・土佐
山・ 春野の各分室
に用意しています。
必要な方はご連絡
ください。

B道路管理課補修係☎882-9679、
鏡分室☎896-2005、
土佐山分室☎895-2616、
春野分室☎894-4382

選挙人名簿への登録・
在外選挙人名簿登録

　12月1日時点で登録資格を有する方
を、高知市選挙人名簿に登録します。
　対象は平成13年12月2日以前に生
まれ、市の住民基本台帳に記録された
日から引き続き3カ月以上居住した方

（既登録の方、 令和元年7月以前に転
出した方を除く）。
　この登録と11月17日〜12月2日に
行われる在外選挙人名簿の登録に関す
る異議申出期間は12月3日㈫〜7日㈯
8時半〜17時です。
　登録確認のための名簿閲覧をご希望
の方は、事前にお問い合わせください。
B選挙管理委員会☎823-9483
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高知市洪水ハザードマップ・
防災タウンページの全戸配布

　物部川・仁淀川・鏡川・国分川の「想
定し得る最大規模の洪水」公表を受け
て、高知市洪水ハザードマップを改定。

「防災タウンページ」に同封し、11月に
全戸配布しました。
　防災のさまざまな情報が載っている

「防災タウンページ」と一緒にご覧いた
だき、お住まいやお勤め先等の浸水想
定や各種防災情報をご確認ください。
　なお、まだ届いていない方は防災政
策課までご連絡ください。
B防災政策課☎823-9055

忘年会・新年会はおいしく
残さず食べきろう！

　忘年会 ・新年会の多いこの時期。
「30・10運動」で、食べ残しなどの食
品ロス削減に、ぜひご協力ください。
▶食品ロス…食べられる状態にもかか
わらず廃棄される食品のこと。
▶30･10（さんまるいちまる）運動…
宴会の始め（乾杯後）30分は離席せず
に食事を楽しみ、ラスト10分も食事を
楽しんで食べ残しを減らす運動です。
　なお、この運動は高知市を含む全国
405自治体が参加する「全国おいしい
食べきり運動ネ
ットワーク協議
会」が呼びかけ
る全国共同キャ
ンペーンの一つ
として実施して
います。
B環境政策課
☎823-9209

令和元・2年度高年齢者等就業
支援団体の認定申請（追加登録）

　市および市上下水道局では、一定の
基準を満たし、高年齢者の就労支援を
目的に事業活動を行う団体を、シルバ
ー人材センター等に準ずる高年齢者等
就業支援団体として認定し、高年齢者
向け業務を発注しています。
　認定を希望する団体は、12月2日㈪〜
18日㈬に契約課（本町仮庁舎2階）へ申
請してください。申請書・申請要領等
は契約課で配布中。また、契約課のホ
ームページからもダウンロードできま
す。
AB契約課☎823-9414

おくやみ窓口を開設します

　ご家族を亡くされた方に、死亡に伴
う必要な手続きのご案内をする「おく
やみ窓口」を12月2日㈪から開設しま
す。おくやみ窓口でのご案内の後、担
当課での手続きとなります。
　ご利用は予約優先となっています。
前日までにコールセンター（ ☎822-
8111）へお電話ください。予約受付時
間は8時半〜17時（土・日曜日、祝日
を除く）。
B中央窓口センター☎821-9002

ひとり親家庭等の皆さんへ
〜就職・法律相談などを行っています〜

▶就職相談…対象はひとり親家庭の父
母または寡婦の方。
　相談内容は①就職のための相談やア
ドバイス②求人情報の提供③就職のた
めの各種資格や技術を習得する制度に
ついての説明④託児所や保育所等の情
報の提供──など。
　月〜土曜日9時〜17時（時間は曜日
で前後あり。 日曜日、 祝日は休み）。
無料。申し込み不要。
▶法律相談等…対象はひとり親家庭の
方など。
　毎月第2・3水曜日（司法書士）10時〜
16時（12時〜13時を除く）。1人約1時
間。 毎月第4水曜日（弁護士）10時〜
12時。1人約30分。いずれも無料。申
し込みは電話で。
ABひとり親家庭等就業・ 自立支援
センター（こうち男女共同参画センタ
ー「ソーレ」2階）☎875-2500

電子証明書の発行には
マイナンバーカードが必要です

　インターネットを利用したe-Tax等
の申請・届け出時に必要となる電子証
明書は、マイナンバーカードの中に記
録されます。
　マイナンバーカードの発行には申請
から約1カ月かかるので、お早めの手
続きをお願いします。
　詳しくは中央窓口センターのホーム
ページをご覧くださ
い。

B市コールセンター
☎822-8111
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『筆山での消防訓練』　11月30日㈯13時〜15時半、県外から消防車が集結しての放水や航空部隊による救助訓練などを実施します。消防車等
の通行やヘリの音、筆山駐車場が使用できないなど、ご迷惑をおかけします。ご理解とご協力をお願いします。　消防局警防課☎871-7502

『高知市総合労働相談』　社会保険労務士が、賃金・退職金、解雇、パワハラ・セクハラなど、労働問題全般の相談に応じます。12月17日㈫18
時半〜20時半、市勤労者交流館（丸池町1-1-14）で。無料。事前予約優先。お気軽にご相談ください。　高知市勤労者交流館☎883-2244

詳しくは
くらし・交通安全課☎823-9487へ

年末年始の
交通安全運動
年末年始の
交通安全運動
12月6日㈮～15日㈰

令和2年1月8日㈬～17日㈮
　重点目標の 1つに「飲酒・暴走運
転の根絶」があります。飲酒の機会
が多くなる時期ですが、お酒は注意
力や判断力を低下させます。
　少し時間を空けたからと油断せず
に、「飲んだら乗らない、乗るなら
飲まない」を徹底しましょう。
　また、年末年始は交通が混雑し、
交通事故も多発します。ゆずり合い
の気持ちを大切にし、交通ルール・
交通マナーを守って、交通安全をい
つも心掛けましょう。


