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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １月の主要な取り組み予定 

総務部 １ 仕事始め式 
（1/4（水）9:00～ 正庁ホール） 
２ ２月補正予算編成 
（1/6（金）見積書提出期限） 
３ 第７回対話と実行行脚 
（1/10（火）11:30～19:00 土佐清水市） 
４ 平成 29年度当初予算編成 
（1/13（金）～1/16（月）総務部長協議） 
（1/25（水）～1/31（火）知事査定） 
５ 平成 28年度起業・新事業展開広報テレビ番組放送 
 「さぁ一歩！未来へチャレンジ！～起業・新事業展開の支援～」 
（1/21（土）18:30～19:00 高知さんさんテレビ（本放送）） 
（1/29（日）16:55～17:25 高知さんさんテレビ（再放送）） 
６ 移行法人を対象とする研修会 
（1/23（月）13:00～15:15 正庁ホール） 
７ 公益法人を対象とする研修会 
（1/24（火）13:00～16:50 正庁ホール） 
８ 知事定例記者会見 
（1/25（水）14:00～14:50 第一応接室） 
９ 第３回総合教育会議 
（1/27（金）13:30～15:30 高知共済会館） 
10 県有地等売払一般競争入札（期間入札）２月入札 
（1/30（月）入札公告日） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 １月の主要な取り組み予定 

危機管理部 
 
 
 

１ 消防出初式 
（1/4（水）10:00～ 津野町 鳴川グラウンド） 
（1/6（金） 9:00～ 大月町 大月町役場駐車場） 
（1/7（土）10:00～ 室戸市 神ノ前防災公園） 
（1/8（日） 8:30～ 黒潮町 黒潮消防署 

9:00～ 宿毛市 宿毛市総合運動公園 
9:00～ 四万十市 中村高校新グラウンド 
9:00～ 土佐町 地蔵寺支所グラウンド 
9:00～ 三原村 三原村農業構造改善センター 
10:00～ 土佐市 土佐市消防本部訓練場 
10:00～ 本山町 さくら市交流広場 
10:00～ いの町 消防学校グラウンド 
10:00～ 中土佐町 久礼八幡宮境内 
13:00～ 高知市 くろしおアリーナ 
13:00～ 安芸市 安芸市消防防災センター訓練場 
13:00～ 香美市 柳沢グラウンド（大栃） 
13:30～ 南国市 吾岡山文化の森市民の広場 
13:30～ 須崎市 須崎市防災訓練場 
13:30～ 四万十町 四万十緑林公園駐車場 
14:00～ 香南市 赤岡運動広場） 

（1/11（水）11:00～ 嶺北消防 吉野クライミングセンター 
（1/15（日） 9:00～ 仁淀川町 池川山村広場 

9:30～ 中芸消防 中芸広域連合消防本部） 
２ 平成 28年度安否情報システム第 2回全国一斉訓練（武力攻撃事態等及び自然
災害・事故災害） 

（1/10（火）～1/31（火）各市町村） 
３ 津波避難計画現地点検（現地点検成果報告含む） 
（1/10（火）10:00～14:30 大月町（柏島、一切、頭集、本村、馬路地区）） 
（1/11（水）10:00～14:30 大月町（西泊、赤泊、樫ノ浦、安満、橘浦地区）） 
（1/12（木）10:00～14:00 黒潮町 

（坂折、横浜、伊田郷、有井川、浮津、伊田浦地区）） 
（1/17（火）9:30～14:30 黒潮町 
     （明神・会所・浜町、下分・町分、大和田、藤縄、馬地、上分地区）） 
（1/19（木）9:00～15:00 土佐清水市 

     （小方、船場、長野、市野々、鍵掛、東谷、布浦、布郷地区）） 
（1/22（日）9:00～ 須崎市中町、西町地区 

10:00～12:00 東洋町甲浦 小池・原地区） 
（1/24（火）10:00～14:30 土佐清水市 

     （大津、貝ノ川浦、貝ノ川郷、片粕、下川口郷、下川口浦地区）） 
４ 防衛協力団体主催新年互礼会 
（1/14（土）18:00～ ホテル日航高知旭ロイヤル） 
５ 第 1回早期津波避難システム検討委員会 
（1/16（月）13:00～15:00 高知城ホール） 
６ 避難所運営マニュアル作成支援（準備委員会、ＷＳ、検討会） 
（1/16（月）18:00～20:00 佐川町黒岩小学校） 
（1/19（木）19:00～ 須崎市南地区） 
（1/24（火）19:00～21:00 黒潮町幡多青少年の家） 
７ 平成 28年度四国４県消防ブロック会議 
（1/24（火）14:00～ 徳島市） 
 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １月の主要な取り組み予定 

危機管理部 
（続き） 

８ 第 9回地域本部連絡会議 
（1/24（火）15:00～17:00 防災作戦室） 
９ 平成 28年度四国４県消防主管課長会議 
（1/25（水） 9:30～ 徳島県庁） 
10 平成 28年度高知県南海トラフ地震対策優良取組事業所認定制度審査委員会 
（1/27（金）13:30～17:00 高知県立弓道場） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 １月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
 
 
 

１ 高知県エイズ治療拠点病院連絡会 
（1/6（金）18:30～20:30 高知共済会館） 
２ ウイルス性肝炎啓発イベント 
（1/7（土）9:00～16:00 フジグラン四万十） 
３ 平成 28年度難病指定医養成研修 
（1/8（日）10:30～16:50 
1/15（日）10:30～16:50  
高知市文化プラザかるぽーと 11階大講義室（高知市中央公民館）） 

４ 災害医療コーディネート人材育成研修 
（1/8（日）13:00～17:30 
1/9（月）9:00～16:15 総合あんしんセンター） 

５ はたちの献血キャンペーン 
（1/9（月）11:00～16:00 イオンモール高知 南コート） 
６ 高知県県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会 
  ・第 12回財政・保険料（税）作業部会 

（1/12（木）13:00～ 職員能力開発センター） 
・第 10回給付・保健事業作業部会 
（1/26（木）13:00～ 職員能力開発センター） 

７ 平成 28年度第２回高知県医療審議会保健医療計画評価推進部会 
（1/12（木）18:30～20:30 高知共済会館） 
８ 子どもの健康教育研修会 
（1/13（金）13:30～15:30 正庁ホール） 
９ 第 10回高知県がんフォーラム 
（1/14（土）13:00～16:00 県民文化ホール オレンジ） 
10 第３回「日本一の健康長寿県構想推進会議」 
（1/16（月）10:00～12:00 

13:15～17:15 第二応接室） 
11 高知県慢性腎臓病（CKD）対策連絡協議会 
（1/16（月）18:30～20:00 第二応接室） 
12 医師向け災害医療研修 
【セクション３】 
（1/16（月）19:00～21:00 正庁ホール） 
（1/26（木）19:00～21:00 四万十市立中央公民館） 
【セクション４】 
（1/19（木）19:00～21:00 ＪＡ高知病院） 
（1/24（火）19:00～21:00 すこやかセンター伊野） 
（1/30（月）19:00～21:00 あき総合病院） 

13 平成 28年度広域がん検診 
各検診日 9:00～（※要事前申込） 

（1/16（月）～1/20（金）、1/27（金）、1/28（土）高知市 保健福祉センター） 
（1/21（土）宿毛市 幡多健診センター） 
（1/29（日）南国市 保健福祉センター） 
（1/30（月）高知市 西部健康福祉センター） 
（1/31（火）高知市 東部健康福祉センター） 

14 地域肝炎治療コーディネーター「フォローアップ研修会」 
（1/18（水）13:30～16:30 ちより街テラス） 
15 母子保健指導者基本研修会Ⅱ 
（1/18（水）13:30～16:30 正庁ホール） 
16 南海トラフ地震時保健活動情報伝達訓練 
（1/19（木）13:30～15:30 健康長寿政策課内ほか） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
（続き） 
 
 

17 県庁献血 
（1/20（金）9:30～11:30 

12:30～16:30 本庁舎正面玄関前） 
18 在宅歯科医療従事者研修会 
（1/22（日）10:00～12:00 高知学園短期大学） 
19 平成 28年度小児慢性特定疾病指定医育成研修 
（1/22（日）10:30～16:50 総合あんしんセンター） 
20 平成 29年度自治医科大学医学部第一次入学試験 
（1/23（月）9:00～14:10 
1/24（火）10:10～16:00 高知共済会館） 

 ※出願手続期間：1/4（水）～1/18（水） 
 ※合格発表：1/27（金） 
21 血管病重症化予防対策に係る研修会 
（1/25（水）13:30～16:30 サンピアセリーズ） 
22 高知県健康診査管理指導協議会循環器疾患等部会 
（1/26（木）18:30～20:30 高知共済会館） 
23 高知県健康づくり推進協議会地域職域連携検討専門部会 
（1/27（金）15:00～17:00 保健衛生総合庁舎１階南会議室） 
24 平成 28年度血管病対策研修会 
（1/29（日）10:00～12:00 高知県立大学池キャンパス） 
25 第２回がん患者退院調整従事者研修 
（1/30（月）18:30～20:30 県庁地下第３・第４会議室） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 １月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
 
 
 

１ 平成 28年度高知県子どもの生活実態調査 
（調査期間：12/16（金）～1/10（火）） 
２ 第２回高知県災害福祉広域支援ネットワーク検討会 
（1/10（火）15:30～17:00 高知共済会館） 
３ 星に願いをパーティ 2016「ライフプランセミナー付交流会ｖｏｌ．４」 
（1/14（土）10:30～15:00 高知市文化プラザかるぽーと） 
４ 平成 28年度高知県認知行動療法研修会 
（1/15（日）9:30～16:30 こうち男女共同参画センター「ソーレ」） 
５ 地域カンファレンスｉｎ高知（認知症フォーラム） 
（1/15（日）13:30～16:00 県民文化ホール オレンジホール） 
６ 第３回「日本一の健康長寿県構想推進会議」 
（1/16（月）10:00～12:00 

13:15～17:15 第二応接室） 
７ 平成 28年度あったかふれあいセンター職員フォローアップ研修 
（1/17（火）10:00～16:30 四万十市立中央公民館） 
（1/18（水）10:00～16:30 ふくし交流プラザ） 
８ 品質マネジメントシステム研修（第 11回） 
（1/19（木）10:00～16:00 ふくし交流プラザ ） 
９ 平成 28年度第２回あったかふれあいセンター推進連絡会 
（1/20（金）13:00～16:00 高知城ホール） 
10 平成 28年度新任民生委員・児童委員（１年目）研修 
（1/20（金）13:30～16:00 南国市保健福祉センター） 
（1/23（月）13:30～16:00 安芸市総合社会福祉センター） 
（1/27（金）13:30～16:00 黒潮町ふるさと総合センター） 
（1/31（火）13:30～16:00 県立紙産業技術センター） 
11 乳幼児の発達に関する研修会 
（1/21（土）17:00～19:00 ちより街テラス） 
12 平成 28年度高知県障害者サポート研修（第２回） 
（1/24（火）9:45～16:10 とさでん交通株式会社本社棟） 
13 平成 28年度高知県要保護児童対策地域協議会連絡会議研修会 
（1/24（火）13:20～16:00 ちより街テラス） 
14 生活支援体制整備事業推進研修会 
（1/25（水）13:00～16:10 ふくし交流プラザ） 
15 平成 28年度高知県地域コーディネーター養成研修（第３回） 
（1/26（木）13:00～17:00 須崎商工会議所） 
（1/27（金）13:00～17:00 高知会館） 
16 「住民主体の介護予防の取組」支援研修会 
（1/26（木）13:30～16:30 ふくし交流プラザ） 
17 「里親制度」説明会・相談会 
（1/26（木）14:00～16:00 室戸市保健福祉センターやすらぎ） 
18 星に願いをパーティ「紙すき体験交流会」 
（1/28（土）10:00～14:00 土佐和紙工芸村ＱＲＡＵＤ） 
19 カップルサポーター説明会・養成講座 
（1/28（土）13:00～15:20 四万十市立文化センター） 
（1/29（日）10:00～12:00 ちより街テラス） 
20 地域住民を守る災害救護救援研修会 
（1/28（土）13:30～16:30 宿毛市総合社会福祉センター） 
（1/29（日）13:30～16:30 ふくし交流プラザ） 
21 カップルサポータースキルアップ研修 
（1/28（土）15:40～17:50 四万十市立文化センター） 
（1/29（日）13:30～15:40 ちより街テラス） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １月の主要な取り組み予定 

文化生活部 
 
 
 

１ 高知県交通安全推進県民会議交通安全功労者等表彰審査会 
（1/5（木）14:00～16:00 本庁２階作業室） 
２ 年始の交通安全運動開始式及び街頭啓発 
（1/10（火） 7:30～ 8:20 附属小学校前交差点 

16:00～17:00 高知駅前舞台付近等） 
３ こらぼ・で・とーく 
（1/10（火）13:30～15:30 県民文化ホール第２多目的室） 
（1/25（水）、1/31（火）10:00～12:00 高知市市民活動サポートセンター） 
４ アプリ開発人材育成講座【応用編】グループミーティング 
（1/11（水）、1/18（水）、1/25（水）18:30～20:30 ココプラ） 
５ 平成 28年度第３回こうち男女共同参画会議 
（1/12（木）14:00～16:00 文学館ホール） 
６ トップセミナー「多様性と女性の活躍を考える～ダイバーシティの取組～」 
（1/13（金）18:30～20:30 県民文化ホール（オレンジホール）） 
７ 会計実地検査 
（1/16（月）～1/20（金）時間及び場所 未定） 
８ フィリピン・ベンゲット州農業実習生と部長懇談 
（1/19（木）10:00～10:30 高知会館３階平安） 
９ 安全安心まちづくり功労団体等表彰審査会 
（1/19（木）14:00～16:00 高知会館） 
10 第４回コンテンツビジネス起業研究会 
 ・情報交換会 
（1/20（金）13:00～15:00  県民文化ホール第 11多目的室） 

 ・個別相談会 
（1/20（金）15:00～16:00  県民文化ホール第 11多目的室） 

11 第４回コンテンツ産業振興部会 
（1/20（金）16:00～17:30 県民文化ホール第 11多目的室） 
12 平成 28年度第１回高知県人権尊重の社会づくり協議会 
（1/23（月）14:00～16:00 オリエントホテル高知 ２階松竹の間） 
13 高知県公立大学法人理事会・経営審議会 
（1/24（火）14:00～17:00  永国寺キャンパス） 
14 市町村消費生活相談員研修 
（1/26（木）9:30～16:30 県立消費生活センター） 
15 高知県私立中学高等学校連合会他２団体からの陳情  
（1/27（金）10:00～10:30 第二応接室） 
16 県職員ＮＰＯ短期派遣研修参加者による意見交換会 
（1/27（金）14:00～15:30 職員能力開発センター） 
17 高知県芸術祭 ＫＯＣＨＩ ＡＲＴ ＰＲＯＪＥＣＴＳ 事業報告会 
（1/29（日）13:10～17:00 県立歴史民俗資料館 ２階 多目的ホール（予定）） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 1月の主要な取り組み予定 

産学官民連携セン
ター 
 
 

１ ＭＢＡ 目指せ！弥太郎商人塾 第５回 
（1/16（月）～1/19（木）ココプラ） 
２ シーズ・研究内容紹介(25) 

森林技術センター：①コンテナ苗の活用で再造林を推進 
②過熱蒸気による環境にやさしい木材保存技術 

（1/18 （水）18:30～20:00 ココプラ） 
３ 連続講座 地域産業創出Ⅱ③ 
（1/18（水）10:30～16:30 ココプラ） 
４ 経営者トーク⑨ 
（1/20 （金）18:30～20:00 ココプラ） 
５ ＭＢＡ エグゼクティブコース Day５「組織文化の醸成と変革」 
（1/21（日）ココプラ） 
６ 連続講座 高知コ・クリエーションベース⑥ 

・成果発表会 
（1/25 （水）13:30～17:00 ココプラ） 

７ 連続講座 地域産業創出Ⅰ 
・成果報告会 
（1/25（水）13:00～18:20 ココプラ） 

８ シーズ・研究内容紹介(26) 
 高知大学：異分野への展開が期待される新しい機能紙創製技術 

（1/25（水）18:30～20:00 ココプラ） 
９ ＭＢＡ ワークショップ 「売りたい！を伝える POP講座」 
（1/28（土）15:00～17:00 ココプラ） 
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各部局等の主要な取り組み 

  

部局名 １月の主要な取り組み予定 

産業振興推進部 
 
 
 

１ 県内量販店等テストマーケティング参加事業者募集 
（5/9（月）～H29.2/28（火）） 
２ 高知家 ポジティブ・コレクションの募集 
（6/7（火）～） 
３ シンガポール板長寿司グループ９店舗及びインドネシア板長寿司１店舗で 
「KOCHI JAPAN FAIR」開催 

（12/1（木）～1/31（火）） 
４ 高知家 TVCM（宗田節、ナス（エコシステム栽培）、魚、MVPP・維新博）放送 
（12/10（土）～2月 BS番組（全国）） 
５ 第５回産業振興推進本部会議 
（1/11（水）9:30～17:30 第二応接室） 
６ 高知家のうまいもの大賞 2017 表彰式及び展示販売 
（1/14（土）イオンモール高知） 
７ ＪＯＩＮ 移住・交流＆地域おこしフェア 
（1/15（日）10:00～17:00 東京ビッグサイト西２ホール） 
８ 移住・就職セミナー 
（1/15（日）13:00～16:00 ＡＰ大阪梅田茶屋町Ｆルーム） 
９ 第２回産業振興計画フォローアップ委員会連携テーマ部会 
（1/17（火）13:30～16:00 共済会館） 
10 産地視察型商談会（カテゴリー：青果・青果加工品・精肉・鮮魚・塩干・そ

の他） 
（1/17（火）、1/18（水）（県内各地）） 
11 第２回産業振興計画フォローアップ委員会 
（1/20（金）13:00～17:00 高知サンライズホテル） 
12 第４回こうち起業サロン 
（1/21（土）14:00～17:00 ココプラ） 
13 「シラ国際外食産業見本市 2017」高知県ブース出展 
（1/21（土）～1/25（水）フランス・リヨン） 
14 旭食品フーデム 
（1/26（木）、1/27（金）神戸国際展示場） 
15 大阪出張移住相談 
（1/27（金）、1/28（土）11:00～17:00  

大阪ふるさと暮らし支援センター（シティプラザ大阪１Ｆ）） 
16 高知県移住・就職フェア ～女性が活躍する高知・求人企業訪問～ 
（1/29（日）、1/30（月）高知市、土佐市、須崎市） 
17 地方創生市町村担当課長会 
（1/30（月）13:30～17:00 県庁正庁ホール） 
18 第６回産業振興推進総合支援事業費補助金審査会 
（1/31（火）13:00～16:00 文教会館） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １月の主要な取り組み予定 

産業振興推進部 
（大阪事務所） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
産業振興推進部 
（名古屋事務所） 
 
 
 
 
 
産業振興推進部 
（地産外商公社） 
 

１ 大阪経済大学Ｕ・Ｉターン就職相談会 
（1/6（金）12:50～16:05 大阪経済大学本キャンパス（大阪市東淀川区）） 
２ 関西経済連合会 年頭会員懇親パーティー 
（1/10（火）12:00～13:30 シェラトン都ホテル大阪（大阪市天王寺区）） 
３ 桃山学院大学Ｕターン就職相談会 
（1/10（火）12:30～17:00 桃山学院大学（大阪府和泉市）） 
４ 2016年度Ｕ・Ｉターン就職フェア in TACHIBANA 
（1/11（水）13:00～16:00 京都橘大学（京都市山科区）） 
５ 日刊工業新聞社・大阪産業人クラブ 2017新春互礼会 
（1/23（月）13:30～18:30 ANAクラウンプラザホテル大阪（大阪市北区）） 
６ 大阪商業大学Ｕターン就職セミナー 
（1/24（火）12:00～17:50 大阪商業大学（大阪府東大阪市）） 
７ 四国 4県観光物産展 
（1/28（土）、1/29（日）10:00～20:00 三井アウトレットパーク大阪鶴見） 
８ 関西外国語大学 2016年度「学内Ｕ・Ｉ・Ｊターン就職セミナー」 
（1/30（月）11:00～15:00 関西外国語大学中宮キャンパス（大阪府枚方市）） 
 
 
 
１ あったか高知フェア 
（1/12（木）～1/17（火）アピタ桑名店） 
２ 中部高知県人会総会 
（1/28（土）ローズコートホテル） 
 
 
 
１ 高知フェア 
（1/11（水）～2/7（火）キリンシティ「北川村ゆず」） 
２ 日本アクセス展示商談会 
（1/12（木）、1/13（金）インテックス大阪） 
（1/25（水）福岡市内） 
（1/31（火）岡山市内） 
３ 旭食品フーデム【連携】 
（1/26（木）、1/27（金）神戸国際展示場） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １月の主要な取り組み予定 

理事（中山間対
策・運輸担当） 
 
 
 
 

１ 中山間対策に係る市町村長との意見交換 
（1/6（金）～） 
２ よさこいジビエ活用推進セミナー 
（1/12（木）13:00～16:00 ゆすはら・夢・未来館） 
３ 狩猟免許試験 

・銃猟 
（1/14（土）10:00～ 高知県立大学池キャンパス） 
・わな猟 
（1/15（日）10:00～ 高知県立大学池キャンパス） 

４ ツキノワグマ四国地域個体群の保全に係る広域協議会 
（1/19（木）13:00～16:00 徳島県三好市池田総合体育館） 
５ 中山間地域における移動手段確保対策担当者会 
（1/20（金）13:00～ 高知共済会館） 
６ 「四国の新幹線」出前講座＜受講団体：高知中央ロータリークラブ＞ 
（1/26（木）13:00～13:25 城西館） 
７ 第３回高知県特定鳥獣保護管理計画検討会 
（1/27（金）13:30～ 高知県立文学館） 
８ 冬の親子愛鳥教室 
（1/29（日）10:00～12:00 鏡川河畔みどりの広場ほか） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
 
 
 

１ トリエンナーレ展の歩み 企業コレクション・歴代大賞作品展 
（1/2（月）～1/29（日）9:00～17:00 いの町紙の博物館） 
２ 情報労連高知 2017年旗開き 
（1/4（水）18:00～ 城西館） 
３ 連合高知 2017年「旗開き」 
（1/6（金）18:00～ 城西館） 
４ 高知県労連・2017年新春旗開き 
（1/6（金）18:30～ 高知城ホール） 
５ 第２回高知県雇用対策協定運営協議会 
（1/10（火）14:00～16:00 勤労センター５階会議室） 
６ 第３回紙産業フォローアップ委員会 
（1/12（木）午後 紙産業技術センター） 
７ 商標権活用セミナー2016 
（1/16（月）14:00～16:00 室戸市役所第１会議室） 
８ 四万十市チャレンジショップＴＪＢ 運営委員会 
（1/17（火）10:30～12:00 チャレンジショップＴＪＢ） 
９ 知的財産活用セミナー 
（1/23（月）14:00～16:30 土佐市立とさし男女共同参画センター会議室） 
10 経営革新計画審査会 
（1/25（水）時間未定 職員能力開発センター） 
11 高知県内企業見学会＆情報交換会 
（1/26（木）12:30～17:00 高知会館ほか） 
12 高知県工業会講演会、新年賀詞交歓会 
（1/27（金）17:00～20:00 三翠園） 
13 高知県地域産業担い手人材育成事業運営協議会 
（1/30（月）10:00～12:00 高知会館） 
14 土佐和紙展 
（1/30（月）～2/4（土）10:00～18:00 小津和紙（東京都）） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
 
 
 

１ 外国客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（1/5（木）10:00入港～20:00出港 高知新港 7-3、7-4岸壁） 
２  Super Sports XEBIO Fリーグ 2016/2017 in 高知 
（1/5（木）18:00～ シュライカー大阪 vs名古屋オーシャンズ） 
（1/7（土）15:00～ シュライカー大阪 vsデウソン神戸 春野総合運動公園 ） 
３ 韓国高校・中学・リトル野球室戸合宿 
（1/6（金）～2/12（日） 室戸マリン球場、室戸市中央公園野球場 ） 
４ 2017世界選手権候補ウエイトリフティング女子合宿（三宅 宏実 他） 
（1/8（日）～1/20（金）高知東高校 ） 
５ 「志国高知 幕末維新博」開催に向けた説明会 
（1/13（金）13:00～15:00 東京国際フォーラム ホール B7） 
６ サッカーJ2リーグ「徳島ヴォルティス」高知キャンプ 
（1/15（日）～1/22（日）春野総合運動公園 球技場） 
７ 「薩長土肥連合」東京プロモーション 
（1/19（木）15:00～16:00 東京都区内） 
８ 土佐の観光創生塾 第６回 
  ・東部地域 

（1/20（金）13:30～17:30 高知県安芸総合庁舎） 
・中央地域 
（1/27（金）13:30～17:00 オリエントホテル高知） 

９ 高知県高知港外国客船受入協議会第４回外国客船市街地受入部会 
（1/24（火）15:00～17:00 協同組合帯屋町筋） 
 「南国土佐観光びらき 2017清掃」（主催：高知市、高知市観光協会） 
（1/25（水）9:30～10:30 はりまや橋周辺、高知城周辺、桂浜公園） 
10 サッカーJ2リーグ「カマタマーレ讃岐」高知キャンプ 
（1/25(水）～1/29（日）春野陸上競技場） 
11 第４回新足摺海洋館基本設計アドバイザリー会議 
（1/26（木）時間・場所 調整中） 
12 サッカーＪリーグ「アルビレックス新潟」春季キャンプ 
（1/30(月）～2/17（金）春野陸上競技場） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １月の主要な取り組み予定 

農業振興部 １ ウェルカムフラワーの展示 
（12/26（月）～1/5（木）、1/19（木）～1/25（水）高知龍馬空港） 
２ 農業後継者・従業員育成研修会 
（1/10（火）13:00～17:00 びすた保育園３階会議室） 
３ 園芸戦略推進会議 
（1/10（火）13:30～16:00 高知県園芸農業協同組合連合会） 
４ 農業経営研修会 
（1/11（水）14:00～17:00 オリエントホテル高知） 
５ 第１回高知県酒米品評会表彰式 
（1/13（金）12:30～17:00 高知会館） 
６ 産地提案型！農業体験ツアーin安芸市 
（1/14（土）11:00～17:30 
1/15（日）9:00～13:00 安芸市内） 

７ JOIN移住・交流＆地域おこしフェア 
（1/15（日）10:00～17:00 東京ビッグサイト） 
８ 平成 28年度第２回産業振興計画フォローアップ委員会農業部会 
（1/16（火）13:30～17:00 高知共済会館） 
９ 農業系大学版アグリスクール 
（1/19（木）13:10～14:40 高知大学農学部） 
10 平成 28年度農林水産物直販所運営管理者及び安心係等発展講習会 
（1/19（木）14:00～16:10 高知会館） 
11 ６次産業化セミナー成果発表会 
（1/20（金） 13:00～17:00 サンピア セリーズ） 
12 高知のやさい・くだもの・花フェスタ、園芸品展示品評会 
（1/21（土）9:00～16:00 
1/22（日）9:00～15:00 高知ぢばさんセンター） 

13 こうちアグリスクール（冬期東京土曜講座） 
（1/21（土）、1/28（土）14:00～17:30 パソナグループ東京本社） 
14 日高村クラスター協定式 
（1/23（月）14:00～14:30 第一応接室） 
15 農業経営管理研修会 
（1/25（水）13:00～16:00 高知共済会館） 
16 農業参入フェア 2016への出展 
（1/25（水）13:00～16:30 梅田スカイビル（大阪府）） 
17 農地中間管理機構研修会 
（1/25（水）岡山市） 
18 次世代施設園芸フォーラム in高知 

・講演等 
（1/26（木）13:00～17:10 県民文化ホール） 
・現地視察 
（1/27（金）9:30～11:30 四万十町次世代施設園芸団地） 

19 需要に応じた米生産の推進キャラバン 
（1/27（金）13:00～17:00 ＪＡビル） 
20 フラワーフィーリングＫＯＣＨＩ 
（1/30（月）13:00～17:00 TKPガーデンシティ品川（東京都）） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
 
 
 

１ 高知県における今後の管理型産業廃棄物最終処分のあり方に関する基本構想
（案）パブリックコメントの実施 

（1/12（木）～2/10（金）） 
２ ＣＬＴ建築物の設計施工マニュアル講習会 in 高知 
（1/16（月）13:00～17:25 高知会館） 
３ 高知県森林環境保全基金運営委員会 
（1/18（水）高知共済会館） 
４ 高知県リサイクル製品等認定審査会 
（1/20（金）13:30～16:30 高知共済会館） 
５ 林業就業相談会ｉｎ高知 
（1/21（土）13:30～16:30 高知商工会館） 
６ 協働の森づくり事業交流活動 
  ・四国電力㈱ 

（1/23（月）四万十町） 
７ 森の仕事ガイダンス 
（1/28（土）13:00～17:00 大阪マーチャンダイズマート） 
８ 生物多様性こうち戦略フォーラム「生物多様性×ＤＡＳＨ村？！」 
（1/29（日）11:00～15:30 高知市文化プラザ かるぽーと） 
９ 第４回高知県地球温暖化対策実行計画改定委員会 
（1/31（火）13:30～16:00 場所未定） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １月の主要な取り組み予定 

水産振興部 
 
 
 

１ 「高知カツオ県民会議」立ち上げ準備会 
（1/6（金）12:00～ 高知市内） 
２ 内水面漁業に関する研修会 
（1/13（金）14:00～16:30 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
３ 第２回産業振興計画フォローアップ委員会水産業部会 
（1/16（月）13:30～16:00 オリエントホテル高知） 
４ シンガポール板長寿司高知フェア支援 
（1/19（木）～1/22（日）シンガポール） 
５ 第７回土佐のおさかなまつり 
（1/22（日）10:00～15:00 高知市中央公園） 
６ 消費地市場合同会議 
（1/24（火）17:00～20:00 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
７ 食育事業 
（1/27（金）高知県立高知江の口養護学校） 
８ 産地見学会 
（1/29（日）、1/30（月）中土佐町、四万十町、黒潮町、四万十市、土佐清水市） 
９ 平成 29年度 水産基盤整備事業 実施要求ヒアリング 
（1/30（月）水産庁） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １月の主要な取り組み予定 

土木部 
 
 
 

１ のいち動物公園イベント 
  ・写生コンテスト作品展 
  （12/11（日）～2/19（日）） 

･干支展「酉」 
（12/17（土）～1/9（月）  
・オリジナルカレンダーのプレゼント  

  （1/2（月）、1/3（火）） ※各日先着 150名 
・新春餅まき会 

  （1/2（月）、1/3（火）） 
・動物ビデオ特別上映 

  （1/2（月）、1/3（火）） 
２ フェリー船「フェリーいしかり」寄港 
（1/1（日）8:00入港～20:30出港 高知新港 7-3岸壁） 
３ 外国客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（1/5（木）10:00入港～20:00出港 高知新港 7-3、7-4岸壁） 
４ 高知県被災宅地危険度判定士養成講習会 

・高知会場 
（1/11（水）13:30～16:30 県民文化ホール第６多目的室） 
・幡多会場 
（1/12（木）9:00～12:00 四万十市立中央公民館） 

５ 高知県景観法行政セミナー 
（1/20（金）13:00～17:00 高知城ホール） 
６ 室戸広域公園屋内運動場落成式 
（1/21（土）13:30～15:30 室戸広域公園） 
７ 物部川濁水対策検討会 
（1/25（水）13:30～17:00 文教会館） 
８ 高知県被災宅地危険度判定調整員養成講習会 
（1/27（金）9:30～16:50 高知県立春野総合運動公園） 
９ 水害・土砂災害への備えに関する要配慮者利用施設の管理者向け説明会 
（1/27（金）13:30～16:00 県民文化ホール（オレンジホール）） 
10 奈半利川水系ダム検討会 
（1/27（金）14:00～16:00 奈半利町町民会館） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

  

部局名 １月の主要な取り組み予定 

会計管理局 
 
 
 

１ 会計検査 
（1/10（火）紙産業技術センター） 
（1/11（水）高知若草養護学校） 
（1/16（月）幡多看護専門学校） 
（1/17（火）西部家畜保健衛生所） 
（1/18（水）畜産試験場） 
（1/19（木）、1/20（金）高知土木事務所） 
（1/23（月）中央家畜保健衛生所） 
（1/25（水）法務課、人事課、職員厚生課、都市計画課） 
（1/26（木）教育センター） 
（1/27（金）障害保健福祉課、私学・大学支援課、管財課） 
（1/31（火）総務事務センター、中山間地域対策課、経営支援課） 
２ 現金出納検査 
（1/31（火）13:30～ 北庁舎南監査室） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

  

部局名 １月の主要な取り組み予定 

公営企業局 
 
 
 

１ 再生可能エネルギーへの関心を深める出前授業（ペットボトル風車による発
電体験）  

（1/13（金）香美市立楠目小学校５年生 19名） 
２ 平成 28年度四国 4県工業用水道事業者合同災害時応援訓練（情報伝達訓練） 
（1/17（火）13:30～15:30） 
３ 県立病院職員採用試験 
（1/21（土）9:00～ 職員能力開発センター） 
４ 第 13回物部川濁水検討会 
（1/25（水）14:00～16:30 文教会館） 
５ あき総合病院経営幹部会議 
（1/26（木）16:00～ あき総合病院） 
６ 平成 28年度四国 4県工業用水道被災時の相互応援実務者研修会 
（1/26（木）、1/27（金）徳島県企業局） 
７ 幡多けんみん病院経営幹部会議 
（日程調整中 幡多けんみん病院） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １月の主要な取り組み予定 

教育委員会 
 
 
 

１ 龍馬マラソン２０１７ランニングセミナー 
（1/8（日）9:30～12:00 高知市陸上競技場（りょうまスタジアム）） 
２ 高知くろしおキッズちゃれんじ２ 
（1/8（日）須崎市立スポーツセンター） 
（1/14（土）教育センター分館） 
３ 高知県学力定着状況調査 
（1/11（水）） 
４ 高知県青少年教育施設連絡協議会指導者研修会 
（1/11（水）、1/12（木）国立室戸青少年自然の家） 
５ 第３回多様な学習支援推進事業に関する検討会議 
（1/18（木）10:20～12:40 高知追手前高等学校） 
６ 高知県公民館研究大会（安芸地区大会） 
（1/19（木）10:00～15:30 安芸市民会館） 
７ シンガポールスポーツスクールアワード等出席 
（1/19（木）、1/20（金）シンガポールスポーツスクール） 
※教育長出席 出張期間：1/18（水）～1/21（土） 

８ 若者はばたけプログラム活用研修会（初級講座）講座Ⅳ 
（1/20（金）10:30～17:00 県立高知青少年の家） 
９ 高知県小中学校ＰＴＡ連合会と高知県教育委員会との教育研修会 
（1/21（土）15:00～17:30 教育センター分館） 
10 四国地区スポーツ推進委員研修会 
（1/21（土）、1/22（日）高知市文化プラザかるぽーと） 
11 第６回スクールカウンセラー等研修講座 
（1/22（日）10:00～16:30 教育センター分館） 
12 学校新聞づくりコンクール大会 
（1/22（日）10:20～16:30 高新文化ホール） 
13 第１回全国高等学校総合文化祭開催準備委員会 
（1/26（木）15:00～16:30 高知丸の内高等学校大会議室） 
14 第１回高知県特別支援学校技能検定 
（1/28（土）9:30～15:30 春野運動公園体育館） 
15 第１回高校生伝えるチカラ選手権 
（1/28（土）13:00～17:00 高知市立自由民権記念館） 
16 スーパー食育スクール事業第３回推進委員会 報告研修会 
（1/31（火）13:20～17:00 高知城ホール） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

  

部局名 １月の主要な取り組み予定 

警察本部 
 
 
 

１ 年始行事 
（1/4（水）11:00～ 警察本部講堂） 
２ 高知県警察年頭視閲式 
（1/13（金）10:30～ 城西公園） 
３ 平成 28年度四国防災トップセミナー 
（1/17（火）14:30～17:15 高松サンポート合同庁舎） 
４ 退職予定者説明会 
（1/23（月）9:00～17:15 警察本部講堂） 
５ 第 84期短期初任科卒業式 
（1/27（金）10:00～11:00 警察学校） 
６ 平成 29年第１回県下警察署長会議 
（1/27（金）14:00～ 警察本部講堂） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

  

部局名 １月の主要な取り組み予定 

東京事務所 
 
 
 

１ ビッグホリデー株式会社本社における四国ワークショップ 
（1/10（火）15:30～18:00 東京都文京区） 
２ ＪＯＩＮ移住・交流＆地域おこしフェア 
（1/15（日）10:00～17:00 東京ビッグサイト（東京都江東区）） 
３ 土佐二十日会平成２９年前期定例会 
（1/20（金）18:00～ 東京都港区） 
４ 立教大学Ｕ・Ｉターン就職相談会 
（1/23（月）15:30～18:30 立教大学池袋キャンパス（東京都豊島区）） 
５ 株式会社日本総合研究所東京本社における高知県フェア 
（1/26（木）11:00～14:00 東京都品川区） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １月の主要な取り組み予定 

産業振興センター 
 

１ 地場産大賞審査会 
（1/11（水）終日 ぢばさんセンター） 
２ 第２回農商工セミナー 
（1/13（金）13:30～17:00 ぢばさんセンター） 
３ よろず支援拠点 手書きポップ＆デザイン実践セミナー 
（1/16（月）13:30～16:30 安芸総合庁舎） 
（1/26（金）13:30～16:30 土佐合同庁舎） 
４ e商人養成塾 ネットショップ成功者から学ぶセミナー 
（1/17（火）13:30～16:30 ぢばさんセンター） 
５ よろず支援拠点 正しいウェブ活用法セミナー 
（1/18（水）13:00～15:00 ぢばさんセンター） 
６ よろず支援拠点 簡単！androidバーコード読み取りアプリ開発セミナー 
（1/19（木）13:30～16:00 ぢばさんセンター） 
７ 第９回事業戦略支援会議 
（1/25（水）13:30～ ぢばさんセンター） 
８ 第３回農商工セミナー 
（1/26（金）13:30～17:00 ぢばさんセンター） 
９ よろず支援拠点 便利なネットサービスセミナー 
（1/26（木）14:00～15:00 ぢばさんセンター） 
 
 
 
 


