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死亡した野鳥を
見つけたら

渡り鳥の飛来シーズンは、 高病原性鳥イ
ンフルエンザの感染リスクが高まります。
①ガン・カモ等の水鳥、ワシ・タカ等の
猛禽類など感染リスクの高い野鳥が死ん
でいる②ハトやハトより小さい鳥類がま
とまって5羽以上死んでいる──などの
場合は感染が疑われるため、触らずにご
連絡ください。
B新エネルギー・環境政策課
☎823-9209

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（塩化カルシウム）を散布し
ています。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

土佐士業交流会
合同無料相談会

県内の弁護士・司法書士・税理士・社会
保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑
定士・弁理士・行政書士で構成する「土
佐士業交流会」による合同無料相談会を
実施します。
日時  1月16日㈰10時～15時
場所  本庁舎6階大会議室
申込  12月6日㈪～10日㈮に、電話で（12

時～13時を除く）。
ほか �当日は南側入り口のみ通行可能。
AB高知県土地家屋調査士会
☎825-3132

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 �平成15年12月2日以前に生まれた

方で、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3年7月以前
に転出した方を除く）。

ほか �この登録と9月2日～12月1日の間
に行われた在外選挙人名簿の登録に
関する異議申出期間は12月2日㈭～
6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

離婚時の年金分割
離婚後2年以内に手続きを

離婚時に、婚姻期間中の厚生年金記録を
分割し、それぞれ自分の年金にすること
ができます。ただし、①離婚した日の翌
日から2年を経過②離婚後に相手が死亡
し、1カ月が経過──のいずれかに該当
する場合は、年金分割をすることができ
ません。年金分割の相談・手続きは、最
寄りの年金事務所で。市役所では相談・
手続きができませんのでご注意くださ
い。
B高知東年金事務所☎831-4430、
高知西年金事務所☎875-1717

ひきこもりピア相談会
〜思いや悩みを聞いてほしい方へ〜

高知ひきこもりピアサポートセンターの
ピアサポーターが相談に応じます。
対象 �ひきこもりによる悩みを抱える方
日時  1月9日㈰10時～17時
場所  オーテピア高知図書館3階グループ室4
定員 �先着7組（相談時間は1組1時間以内）
申込  12月1日㈬～開催日の前日に、 オー

テピア高知図書館3階総合カウンター
に直接または電話・FAX・電子メー
ルのいずれかで。総合カウンターと
電話は当日受け付け可。

ABオーテピア高知図書館
☎823-4946、FAX802-6014、

toiawase@library.kochi.jp

健康増進事業への寄附に
感謝状贈呈

明治安田生命保険相互会社高知支社高
知南営業部から、がん検診事業に寄附を
いただきました。これは同社が展開する

「地元の元気プロジェクト」の一環で、
市民の健康づくりに向けて「私の地元応
援募金」として寄附するもので、市から
感謝状を贈呈しました。

B健康増進課☎803-8005

償却資産（事業用資産）の
申告をお忘れなく

市内に償却資産をお持ちの方は、毎年1
月1日現在の状況の申告が必要です。廃
業や資産の増減がない等の場合でも同
様です。 過去に申告した方には、12月
中旬に案内を郵送しますのでご確認く
ださい。初めて申告する方等で申告書が
必要な場合はご連絡ください。申告書等
は資産税課HPからもダウンロードでき
ます。申告期限は1月31日㈪ですが、混
雑緩和のため、1月17日㈪までの提出に
ご協力をお願いします。
AB資産税課償却資産係☎823-9424

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、まちづくりを考えてみませんか。
対象  市内在住の18～69歳の方（令和4年

4月30日現在）
申込  応募の動機（1,000字以内）と、住所・

氏名・年齢（令和4年4月30日現在）・
性別・ 職業・ 電話番号を明記し、1
月7日㈮必着で郵送または電子メー
ルで。

ほか  任期2年（令和4年5月～令和6年4
月）。年4回程度（19時～21時）の会
議への参加に応じて委員報酬あり。

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

高知市展ポスターデザイ
ンの募集

▶賞金総額…10万円
▶作品規格…A4サイズ以上で、「第74
回高知市展」または「第74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。
対象  16歳以上の県内在住者または県出

身者
申込  1月14日㈮までに、作品に①住所②

氏名③年齢④電話番号⑤作品返却希
望の要否を添付し、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 高知市文
化振興事業団「市展ポスターデザイン」
係☎883-5071、

bunkasai@kfca.jp

介護認定調査員の募集

対象  介護支援専門員、 ヘルパー2級（初
任者研修修了者）等の介護職・看護
師等の資格があり、介護現場での就
労経験がある方。

申込  12月1日㈬～24日㈮
ほか  面接試験あり。募集要項を郵送しま

すので、お問い合わせください。
AB介護保険課認定係☎823-9931

エコ通勤・
エコ通学しよう

車の代わりに、自転車で市内のスーパー
マーケットまで移動し、バスや電車に乗
り換えて通勤・通学等をする「サイクル
＆ショップライド」で、エコ通勤・エコ
通学しよう。新規登録するとICカード「で
すか」チャージ券1,000円分プレゼント。
実施店舗は新エネル
ギー・ 環境政策課HP
でご確認ください。

B新エネルギー・環境政策課
☎823-9209

令和3・4年度高知市高年齢者等就
業支援団体の認定申請（追加登録）

市と市上下水道局は、一定の基準を満た
し、高年齢者の就労支援を目的に活動す
る団体を、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に認定し、
高年齢者向け業務を発注しています。
申込  12月1日㈬～20日㈪
ほか �申請要領等は契約課で配布中。契約

課HPからもダウンロードできます。
AB契約課☎823-9414

市民とつくる
防災フォーラムの開催

テーマは「コロナ禍での防災活動」。
①�高知大学防災すけっと隊による講演
（オンラインの場合あり）
②�大槻知

さと
史
し

さん（高知大学准教授）・高橋
真里さん（香川大学IECMS）・ 中田敬
司さん（神戸学院大学教授）によるオ
ンラインパネルディスカッション

日時  12月5日㈰13時半～15時半
場所  総合あんしんセンター3階大会議室

（丸ノ内1-7-45、会場参加者用）
定員 �先着50人（会場参加者のみ）
申込  会場参加希望者のみ、 電話または

氏名・ 連絡先を明記し、FAX・ 電
子メールのいずれかで。

ほか �オンライン配信について、詳しくは
地域防災推進課HPで。

AB地域防災推進課☎823-9040、
FAX823-9008、

kc-080300@city.kochi.lg.jp

借金にお悩みの方、クレジットの残債が減らない方、弁護士や司法書士
に借金整理の相談をしませんか。予約者を優先しますので、あらかじめ各会場まで
お申し込みください。※新型コロナウイルス感染症対策のため、やむを得ず中止と
なる場合がありますのでご了承ください。

令和3年度 多重債務者無料相談会 相談料
無料

開　催　日　時 場　　　所 予約電話番号
12月1日㈬17時～20時
　　3日㈮17時～20時
　　4日㈯13時～16時
　　11日㈯13時～16時
　　12日㈰13時～16時
　　17日㈮17時～20時

高知県立消費生活センター
四万十市役所
高知市消費生活センター
南国市役所
高知県立消費生活センター
高知市消費生活センター

☎824-0999
☎0880-34-8805
☎823-9433
☎880-6205
☎824-0999
☎823-9433

詳しくは、くらし・交通安全課消費生活センター☎823-9433へ

第37回

こころ豊かな景観を創りだすために

特賞

高知市都市美デザイン賞は、良好な景観の形成に寄
与している建築物やテーマ（工作物）、街並み・まち
づくり活動などを表彰することで、市民の景観に関
する意識を高めることを目的に実施しています。今

回の都市美デザイン賞への応募総数は26通で、審査対象物件数は14件あり、選
考の結果、特賞1件と入賞2件となりました。都市美デザイン賞の講評は、都市計
画課HPでご覧いただけます。

詳しくは、都市計画課☎823-9465へ

第 37回高知市都市美デザイン賞受賞物件

高知県立大学・高知工科大学
永国寺キャンパス

四国銀行一宮支店 街にひらかれた家

高知県立大学・高知工科大学 永国寺キャンパス

入賞 ▶一般建築部門…四国銀行一宮支店　▶住宅建築部門…街にひらかれた家

『幼児健診等に従事する歯科衛生士の募集』　1歳6か月児健診・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を
若干名募集します。従事は主に火・水曜日の午後で、月に数回程度。詳しくはお問い合わせください。　母子保健課☎855-7795

『確定申告時期非常勤職員の募集』　高知税務署では、確定申告事務に従事する非常勤職員を募集しています。雇用期間は令和4年
1～3月。定員に達し次第締め切り。詳細はハローワーク求人情報、またはお問い合わせください。　高知税務署☎822-1123


