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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

総務部 １ 法制審議会 
（2/3（金）13:15～17:00 第二応接室） 

２ 平成 28年度県有地等売払一般競争入札（期間入札）２月入札 
（2/6（月）～2/8（水）現地説明） 
（2/9（木）～2/22（水）入札期間） 

３ 連携中枢都市圏ビジョン懇談会 
（2/7（火）14:00～16:30 高知城ホール） 

４ 職場ドック表彰式及び実践報告会 
（2/7（火）14:30～17:15 正庁ホール） 

５ 第８回対話と実行行脚 
（2/8（水）10:40～17:30 室戸市） 

６ 高知わかもの未来会議 2017 
（2/11（土）13:00～16:30 高知県立大学） 

７ 平成 29年度当初予算及び平成 28年度２月補正予算の記者発表 
（2/15（水）14:00～14:50 第一応接室） 

８ 第 14回高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 
（2/16（木）14:00～16:00 正庁ホール） 

９ 知事賞誉授与式 
（2/22（水）10:00～12:00 正庁ホール） 

10 市町村総務財政担当課長会議 
（2/22（水）10:00～17:00 高知城ホール） 

11 第９回対話と実行行脚 
（2/23（木）10:30～17:30 土佐町） 

12 プラチナ構想ネットワーク第 10回シンポジウム 
（2/24（金）14:00～17:30 虎ノ門ヒルズフォーラム） 

13 高知県町村会・町村議長大会 
（2/24（金）15:15～19:15 ザ クラウンパレス新阪急高知） 

14 高知県土地評価協議会 
（2/27（月）9:00～16:20 勤労センター） 

 
〔参考〕 
○２月議会日程（予定） 
・開会（2/21（火）） 
・一括質問（2/28（火）～3/3（金）） 
・一問一答質問（3/6（月）、3/7（火）） 
・常任委員会（3/8（水）～3/15（水）） 
・閉会（3/17（金）） 



H29.2.2 政策企画課 

－2 / 28－ 

各部局等の主要な取り組み 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

危機管理部 
 
 
 

１ 第２回高知県物資配送計画検討協議会 
（2/1（水）9:00～11:30 高知共済会館） 

２ 津波避難計画現地点検 
（2/1（水）9:00～15:00 室戸市椎名 
      9:30～14:00 宿毛市大海、小筑紫、湊、内外ノ浦、沖新田、大島 
      10:00～ 香南市赤岡町） 
（2/2（木）10:00～ 南国市里改田） 
（2/3（金）9:00～12:00 室戸市室戸岬 

       10:00～ 南国市里改田） 
（2/4（土）10:00～12:00 奈半利町横町） 
（2/6（月）10:00～11:30 宿毛市錦、呼崎） 
（2/12（日）9:00～15:30 室戸市入木、中里、室戸岬東 

13:00～15:00 安芸市土居春日） 
（2/19（日）9:00～ 須崎市青木町、鍛治町） 
（2/21（火）9:00～12:00 室戸市高岡） 
（2/26（日）13:30～15:30 安芸市土居紙中） 

３ 応急期機能配置計画策定支援 
（2/1（水）10:00～12:00 仁淀川町） 
（2/7（火）9:00～11:00 芸西村） 

４ 災害時の情報共有に関する四国 4県勉強会 
（2/1（水）14:00～16:00 香川県庁） 

５ 避難所運営マニュアル作成支援 
（2/1（水）15:00～18:00 仁淀川町旧吾川中学校 
      18:30～20:30 土佐市高岡・高石） 
（2/5（日）15:00～18:00 中土佐町笹場小学校） 
（2/8（水）ＡＭ 黒潮町三浦小学校） 
（2/11（土）13:30～15:30 日高村能津小学校） 

６ 第 21回「震災対策技術展」横浜 
（2/2（木）10:30～11:15 パシフィコ横浜） 

７ 安芸地区市町村担当者会・応急救助機関連絡会合同会議 
（2/2（木）13:30～16:30 安芸総合庁舎） 

８ 平成 28年度実践訓練研修 
・自主防災組織人材育成研修） 
（2/4（土）13:00～16:30 高知市春野文化ホール） 
（2/11（土）13:00～16:30 黒潮町ふるさと総合センター） 
・避難所運営訓練（ＨＵＧ） 
（2/26（日）13:00～16:30 黒潮町ふるさと総合センター） 

９ 原田総務副大臣による「車座ふるさとトーク」 
（2/4（土）16:00～17:20 黒潮町保健福祉センター） 

10 消防出初式 
（2/5（日） 9:00～ 梼原町 

9:30～ 日高村） 
（2/12（日）7:30～ 越知町 

8:30～ 佐川町） 
11 第 50回南海トラフ地震対策推進本部会議 
（2/9（木）14:00～17:00 第二応接室） 

 
 
 
 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

危機管理部 
（続き） 

12 災害対策支部訓練 
・安芸支部訓練 
（2/10（金）10:00～17:00 安芸総合庁舎） 
・中央西支部訓練 
（2/16（木）14:00～17:00 伊野合同庁舎） 
・中央東支部訓練 
（2/22（水）13:30～16:40 青少年センター） 
・幡多支部訓練 
（2/23（木）9:30～12:00 四万十市本庁防災センター） 

13 平成 28年度第２回南海トラフ地震に関する都府県連絡会 
（2/10（金）14:00～16:30 砂防会館） 

14 第２回カウンターパート３県連携会議 
（2/10（金）14:30～15:20 愛媛県庁） 

15 平成 28年度中四国広域防災担当課長会議 
（2/10（金）15:30～17:15 愛媛県庁） 

16 第 14回高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 
・副知事・副市長会議  
（2/15（水）11:00～11:30 副知事室） 
・連携会議 
（2/16（木）14:00～16:00 正庁ホール） 

17 第２回早期津波避難システム検討委員会 
（2/15（水）13:00～15:00 高知城ホール） 

18 応急救助機関連絡会代表者会 
（2/17（金）15:00～17:00 防災作戦室） 

19 平成 28年度高知県防災行政無線運営協議会実務担当者会 
（2/20（月）10:00～12:00 高知城ホール） 

20 高知市長期浸水避難対策委託研究検討会（第２回） 
（2/20（月）13:00～15:00 高知市） 

21 平成 28年度危機管理・防災担当職員等災害対応研修 
（2/20（月）13:30～15:45 高知城ホール） 

22 全国瞬時警報システム（Ｊアラート）全国一斉情報伝達訓練の再訓練 
（2/21（火）11:00 馬路村、大豊町、四万十町、宿毛市） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
 
 
 

１ 平成 28年度広域がん検診 
（1/16（月）～3/7（火）各日 9:00～ 高知市保健福祉センターほか） 

２ 小児在宅医療検討会 
（2/1（水）18:30～20:30 第二応接室） 

３ 平成 28年度栄養関係功労者高知県知事表彰 
（2/2（木）14:00～15:00 第二応接室） 

４ インターフェロンフリー新薬研修会 
（2/2（木）、2/8（水）19:00～20:30 県民文化ホール） 

５ 難病患者等ホームヘルパー養成研修会 
（2/4（土）12:50～17:20  

  2/5（日）9:30～17:10 ふくし交流プラザ） 
６ 胃内視鏡検診研修会 
（2/4（土）14:00～17:00 高知城ホール） 

７ 平成 28年度救急医療従事者研修（ＪＡＴＥＣ研修） 
（2/4（土）、2/5（日）近森病院） 

８ 平成 28年度第２回高知県医療関連感染対策研修会 
（2/5（日）14:00～16:30 ふくし交流プラザ） 

９ 高知県感染症対策協議会エイズ・性感染症対策部会 
（2/6（月）18:30～20:30 高知城ホール） 

10 第２回高知県訪問看護推進協議会 
（2/6（月）18:30～20:30 高知会館） 

11 HTLV-1母子感染対策に関する研修会 
（2/7（火）18:40～20:15 サンピアセリーズ） 

12 高知県県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会 
・第６回幹事会 
（2/8（水）13:30～ 職員能力開発センター201） 
・第 10回給付・保健事業作業部会 
（2/23（木）13:00～ 本町ビル２階会議室） 

13 高知県健康診査管理指導協議会 
・肺がん部会 
（2/8（水）19:00～21:00 第二応接室） 
・胃がん大腸がん部会 
（2/15（水）19:00～21:00 第二応接室） 
・子宮がん部会 
（2/28（火）19:00～21:00 地下第３・第４会議室） 

14 平成 28年度第２回高知県医薬連携及びセルフメディケーション推進協議会 
（2/8（水）19:00～21:00 高知サンライズホテル） 

15 平成 28年度高知県医療安全推進協議会 
（2/9（木）14:00～16:00 県民文化ホール） 

16 高知県感染症対策協議会 
・結核対策部会 
（2/9（木）18:30～20:30 第三応接室） 
・感染症発生動向調査部会 
（2/14（火）18:30～20:30 県民文化ホール） 

17 平成 28年度第２回高知県健康づくり推進協議会 
（2/9（木）18:30～20:30 第二応接室） 

18 准看護師試験 
（2/10（金）13:00～15:30 高知県看護協会） 

19 第 34回高知県薬物乱用対策推進本部担当者会議 
（2/10（金）13:30～15:30 高知共済会館） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
（続き） 
 
 

20 平成 28年度小児慢性特定疾病指定医育成研修 
（2/12（日）10:30～16:50 総合あんしんセンター） 

21 平成 28年度高知県健康づくり推進協議会 
・たばこ対策専門部会 
（2/13（月）18:30～20:30 高知共済会館） 
・子ども支援専門部会 
（2/22（水）18:30～20:30 高知共済会館） 

22 平成 28年度第２回高知県災害歯科保健医療対策検討会 
（2/15（水）19:00～21:00 総合あんしんセンター） 

23 平成 28年度第３回日本一の健康長寿県構想推進会議 
（2/15（水）時間未定 第二応接室） 

24 第 53回高知県献血推進協議会 
（2/16（木）19:00～20:30 高知共済会館） 

25 多職種連携緩和ケア研修会 
（2/18（土）14:00～16:45 近森病院） 

26 第４回高知家健口フォーラム 
（2/19（日）12:30～16:00 ふくし交流プラザ） 

27 平成 28年度第３回高知県歯と口の健康づくり推進協議会 
（2/20（月）19:00～21:00 総合あんしんセンター） 

28 災害時の周産期医療体制意見交換会 
（2/20（月）19:00～21:00 正庁ホール） 

29 在宅緩和ケア推進連絡協議会 
（2/21（火）18:30～20:30 場所未定） 

30 平成 28年度第３回高知県医療関連感染対策地域支援ネットワーク会議 
（2/21（火）18:30～20:30 高知会館） 

31 平成 28年度第回災害医療対策本部会議医薬品部会 
（2/22（水）19:00～21:00 総合あんしんセンター） 

32 平成 28年度在宅歯科医療連携室講演会 
（2/25（土）19:00～20:30 総合あんしんセンター） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
 
 
 

１ 平成 28年度新任民生委員・児童委員（１年目）研修 
（2/1（水）13:30～16:00 ふくし交流プラザ） 
（2/3（金）13:30～16:00 本山町プラチナセンター） 
（2/8（水）13:30～16:00 須崎市立市民文化会館） 

２ 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 
（2/2（木）13:30～16:00 安芸市民会館） 
（2/3（金）13:30～16:00 四万十市立文化センター） 

３ 平成 28年度第２回高知県医師会かかりつけ医認知症対応力向上研修会 
（2/2（木）19:00～20:30 総合あんしんセンター） 

４ フィリピン戦域戦没者慰霊巡拝 
（2/3（金）10:00～12:00 アンチポロ 

14:00～16:00 カリラヤ日本人戦没者慰霊園） 
５ 婚活サポータースキルアップ研修会 
（2/3（金）13:30～16:00 高知共済会館） 

６ 地域住民を守る災害救護救援研修会 
（2/4（土）13:30～16:30 安芸市消防防災センター） 

７ 平成 28年度高知県生活困窮者自立相談支援事業研修会 
（2/6（月）10:30～16:00 県民文化ホール事務棟） 

８ 平成 28年度高知県相談支援従事者現任研修 
（2/7（火）～2/9（木）9:30～17:00 ふくし交流プラザ） 

９ 「高知県もの忘れ・認知症相談医（こうちオレンジドクター）」フォローアッ
プ研修会 

（2/7（火）18:30～20:30 高知城ホール） 
10 第 10回高知県子ども・子育て支援会議 
（2/8（水）18:00～20:00 高知会館） 

11 高知県少子化対策推進県民会議 
・平成 28年度第３回結婚支援部会 
（2/10（金）10:00～12:00 県立文学館） 
・平成 28年度第３回子育て支援部会 
（2/10（金）14:00～16:00 県立文学館） 
・平成 28年度第３回ワーク・ライフ・バランス推進部会 
（2/13（月）10:00～12:00 高知城ホール） 
・平成 28年度第３回広報啓発部会 
（2/13（月）14:00～16:00 高知城ホール） 

12 平成 28年度福祉避難所開設・運営に関する研修会 
（2/10（金）13:00～17:15 いの町すこやかセンター伊野） 

13 第２回ふくし再就職応援フェア 
（2/11（土）13:00～16:30 ちより街テラス） 

14 福祉避難所運営訓練 
（2/15（水）安芸市ケアハウス安芸） 
（2/16（木）香美市障害者支援施設白ゆり） 
（2/19（日）香南市特別養護老人ホームオーベルジュ） 

15 平成 28年度（第４回）非行防止対策ネットワーク会議 
（2/16（木）9:00～11:00 本町ビル） 

16 認知症サポーター養成講座 
（2/16（木）14:00～15:30 県民文化ホール） 

17 高知県発達障害児者支援地域協議会 
（2/16（木）19:00～ 正庁ホール） 

18 平成 28年度高知家の子どもの居場所づくりネットワーク会議（第２回） 
（2/16（木）～2/24（金）の間で調整中） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
（続き） 
 
 

19 先進事例に学ぶ小規模複合型サービス起業家育成セミナー 
（2/17（金）13:00～17:00 ふくし交流プラザ） 

20 第４回障害者職業能力開発情報交換会 
（2/17（金）13:30～16:30 教育センター分館） 

21 2016年度高知県要約筆記者認定試験 
（2/19（日）13:00～15:30 高知市障害者福祉センター） 

22 重症心身障害児等サービス調整会議 
（2/20（月）19:00～21:00 第二応接室） 

23 品質マネジメントシステム研修（第 12回） 
（2/23（木）10:00～16:00 教育センター分館） 

24 平成 28年度（第２回）見守り就労支援連絡会 
（2/24（金）10:00～12:00 こうち勤労センター） 

25 マッチングサポーター説明会・養成講座 
（2/25（土）10:00～12:30 四万十市立中央公民館） 
（2/26（日）10:00～12:30 安芸市民会館 

15:00～17:30 高知会館） 
26 ふくし就職フェア 
（2/26（日）12:00～16:00 高知市文化プラザかるぽーと） 

27 平成 28年度高知県強度行動障害支援者養成研修（実践研修） 
（2/27（月）10:00～17:00 
2/28（火）9:00～16:00 こうち男女共同参画センターソーレ） 

28 地域支援事業取組報告会（仮称） 
（2/28（火）10:00～17:00（予定） 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 ２月の主要な取り組み予定 

文化生活部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ ＮＰＯ・市町村行政協働推進セミナー 

（2/1（水）13:30～16:00 高知県ふくし交流プラザ） 
２ 高知地域留学生交流推進会議総会 
（2/1（水）15:00～17:00 産学官民連携センター） 

３ 教えて！熱血高知！第３回放送 
（2/5（日）17:00～17:55 ＢＳフジ） 
（2/21（火）19:00～19:55 高知さんさんテレビ） 

４ 第 51回高知県消費生活審議会 
（2/9（木）10:00～12:00 高知共済会館） 

５ 第３回高知県交通安全推進県民会議幹事会 
（2/10（金）14:00～16:00 高知共済会館） 

６ ファミリー･サポート･センター・アドバイザー研修 
（2/13（月）13:30～16:30 県立文学館） 

７ まんが王国・土佐推進協議会平成 28年度第２回総会 
（2/13（月）14:00～16:00 高知城ホール） 

８ 平成 28年度第２回高知県社会貢献活動支援推進会議 
（2/14（火）10:00～12:00 高知会館） 

９ 第 152回高知県私立学校審議会 
（2/15（水）13:30～14:30  高知共済会館） 

10 安全安心まちづくり推進会議総会 
（2/16（木）13:00～15:30  高知会館） 

11 第４回高知県ＤＶ被害者支援計画策定委員会 
（2/17（金）9:30～11:30 高知城ホール） 

12 第７回高知県文化芸術振興ビジョン審議委員会 
（2/17（金）14:00～16:00 高知サンライズホテル ２階 向陽） 

13 アプリ開発人材育成講座【応用編】グループミーティング 
（2/22（水）18:30～20:30 ココプラ） 

14 高知県公立大学法人評価委員会 
（2/23（木）13:00～15:00  高知会館） 

15 安全安心まちづくりひろば 
（2/25（土）10:00～17:00  イオンモール高知） 

16 高知県民間国際交流関係団体連絡協議会及びリーダー育成セミナー 
（2/25（土）14:00～16:30 高知会館３階平安） 

 
 
 
 
 



H29.2.2 政策企画課 

－9 / 28－ 

各部局等の主要な取り組み 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

産学官民連携セン
ター 

１ ＭＢＡ 応用編 
・「マーケティング戦略 ①ターゲット研究と商品開発のポイント」 
（2/1（水）18:00～21:00 ココプラ） 
・「マーケティング戦略 ②商品開発における新規性・独自性」 
（2/8（水）18:00～21:00 ココプラ） 
・「マーケティング戦略 ③商品アピールを意識した、自社製品のブラッシュ 
アップ」 

（2/22（水）18:00～21:00 ココプラ） 
・「財務戦略 ①経営するための「財務と会計」」 
（2/10（金）14:00～16:00 ココプラ） 
・「財務戦略 ②自社の損益と貸借を分析」 
（2/17（金）14:00～16:00 ココプラ） 
・「財務戦略 ③経営を改善するためのポイント」 
（2/21（火）14:00～16:00 ココプラ） 
・「財務戦略 ④中長期損益計算書の策定」 
（2/24（金）14:00～16:00 ココプラ） 

２ シーズ 
・研究内容紹介(27) 

   高知高専：電子教科書をノートに作り変える次世代学習システムの開発 
（2/1（水）18:30～20:00 ココプラ） 

・研究内容紹介(28) 
   高知県立大：みんなで作って食べる食育へ 
   （2/15（水）18:30～20:00 ココプラ） 
  ・研究内容紹介(29) 
   高知工科大：耐久的で信頼性の高い構造物を安価に実現する、気泡潤滑型 

自己充填コンクリートの開発 
（2/22（水）18:30～20:00 ココプラ） 

３ 連続講座 地域産業創出Ⅱ④ 
（2/7（火）、2/8（水）10:30～16:30 ココプラ） 

４ ＭＢＡ 目指せ！弥太郎商人塾 第６回 
（2/13（月）～2/16（木）ココプラ） 

５ ＭＢＡ エグゼクティブコース Day６「経営のオーバービュー/修了式」 
（2/18（土）ココプラ） 

６ 高知家ビジネスプランコンテスト コンクール本選 
（2/25（土）9:00～18:00 正庁ホール） 
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各部局等の主要な取り組み 

  

部局名 ２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 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放送（全国）） 

４ 公益社団法人高知県貿易協会 国際化セミナー・賀詞交流会 
（2/1（水）高知会館（高知市）） 

５ 高知家学講座 2017～土佐和紙で甦る土佐の幕末維新 at TechShop～ 
（2/1（水）19:00～21:30 
2/18（土）10:00～16:30 TechShop Tokyo（東京都港区）） 

６ 第３回産業振興推進地域本部会議 
・物部川地域 
（2/2（木）13:30～15:30 県香美農林合同庁舎） 
・幡多地域 
（2/8（水）14:00～16:00 四万十市防災センター） 

７ 高知県素材を使用した商品の発売報告 
・須崎鍋焼きラーメンプロジェクト監修「鍋焼き風ラーメン」 
（2/3（金）11:00～11:15 第一応接室） 
 ※2/7（火）～中国・四国エリアで発売 

８ 第６回産業振興推進本部会議 
（2/6（月）10:00～17:00 第二応接室） 

９ ＨＡＣＣＰトップセミナー 
（2/6（月）13:30～16:00 ちより街テラス） 

10 第２回地域アクションプランフォローアップ会議 
・仁淀川地域 
（2/7 （火）14:00～16:30 すこやかセンター伊野） 
・高知市地域 
（2/8 （水）13:00～16:00 県教育センター分館） 
・嶺北地域 
（2/9 （木）14:00～16:30 本山町プラチナセンター） 
・物部川地域 
（2/13（月）14:00～16:30 県香美農林合同庁舎） 
・幡多地域 
（2/13（月）14:00～16:30 幡多クリーンセンター） 
・高幡地域 
（2/14（火）14:00～16:30 須崎市総合保健福祉センター） 
・安芸地域 
（2/15（水）14:00～16:30 県安芸総合庁舎） 

11 就職ツアー「高知が誇る個性派企業訪問」 
（2/13（日）8:30～18:10 高知市、日高村、土佐市、香美市） 

12 四国の物産と観光展 
（2/15（水）～2/21（火）中合百貨店 福島店） 

13 こうち起業サロン 
（2/18（土）14:00～17:00 ココプラ） 

14 土佐ＭＢＡ 基礎編（貿易実務③） 
（2/20（月）高知市内） 

15 四国物産展 
（2/22（水）～2/28（火）小田急百貨店 町田店） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

産業振興推進部 
（続き） 
 
 
 
 
 
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） 
 
 

16 移住笑談会 ～地域おこし協力隊編～ 
（2/25（土）13:00～16:00  

大阪ふるさと暮らし情報センター（シティプラザ大阪４Ｆ）） 
17 移住笑談会 ～ワークライフバランス編～ 
（2/26（日）12:00～14:45 ふるさと回帰支援センター（東京交通会館８Ｆ）） 

 
 
１ 四国うまいもの市 
（2/1（水）、2/2（木）愛媛県大阪事務所（大阪市西区）） 

２ 第２回高知県東部地域フェスタ in天神橋筋商店街(大阪) 
（2/4（土）10:00～18:00 
2/5（日）10:00～16:00 天神橋筋商店街（大阪市北区天神橋）） 

３ 関西学院大学 UIターン就職セミナー 
（2/6（月）13:00～16:00 関西学院大学大阪梅田キャンパス 

（大阪市北区茶屋町）） 
４ 室戸のおきゃく＆室戸フェア in京都 

・フェア 
（2/10（金）12:00～19:00 ゼスト御池（京都市中京区）） 
・おきゃく 
（2/11（土）17:00～19:00 京都ロイヤルホテル＆スパ（京都市中京区）） 

５ 第 21回大阪オートメッセ 2017【連携】 
（2/10（金）～2/12（日）9:00～18:00 インテックス大阪（大阪市住之江区）） 

６ 関西から高知を応援する会 
（2/15（水）17:00～20:00 ホテル日航大阪（大阪市中央区）） 

７ ３県連携物産展（春のええもん市） 
（2/23（木）10:00～18:00 
2/24（金）10:00～17:00 

 高知県・福井県・静岡県の各大阪事務所（大阪市中央区）） 
８ あったか高知で暮らす。移住笑談会『地域おこし協力隊』編 
（2/25（土）シティプラザ大阪（大阪市中央区）） 

 
 
１ 四国・瀬戸内フェア 
（2/18（土）、2/19（日）フランテ（名古屋市内）） 

２ 高知食材を使った料理教室 
（2/27（月）東邦ガス栄料理教室（名古屋市中区）） 

 
 
１ 高知フェア 
（1/11（水）～2/7（火）キリンシティ「北川村ゆず」） 
（2/1（水）～4/28（金）月島もんじゃ こぼれや） 
（2/20（月）～2/26（日）こだわりや） 
（2/24（金）～3/2（木）京北スーパー） 
（2/26（日）成田エクセルホテル東急） 

２ 「鹿児島」×「高知」×「山口」東京アンテナショップ『薩長同盟』 
（1/21（土）～2/28（火）まるごと高知） 
※鹿児島、山口、高知の各アンテナショップでスタンプラリー等の共同企
画を実施 

３ 高知野菜フェア 
（2/1（水）～2/28（火）成田エクセルホテル東急） 

→次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

産業振興推進部 
（地産外商公社） 
（続き） 

４ 国分グループ展示商談会 
（2/2（木）大阪帝国ホテル） 

５ 高知・愛媛フェア 
（2/6（月）～2/19（日）三浦屋） 

６ 全国観光と名産品の旅 
（2/7（火）～2/10（金）グリナード永山（多摩市）） 

７ 第 21回大阪オートメッセ 2017 
（2/10（金）～2/12（日）9:00～18:00 インテックス大阪（大阪市住之江区）） 

８ まるごと高知×ビックカメラ コラボ企画 
（2/11（土）、2/12（日）） 

９ ＱＶＣジャパンテレビショッピング 
（2/15（水）9:00～10:00「日本全国ぐるぐるグルメ～高知２周年記念～」） 

10 第 51回スーパーマーケットトレードショー2017 
（2/15（水）～2/17（金）幕張メッセ） 

11 四国フェア 
（2/17（金）～2/20（月）とりせん） 
（2/22（水）～2/28（火）スズキヤ） 

12 いらっしゃいませスタンプラリー 
（2/20（月）～3/20（月）） 

13 AJS2017年春期商品展示会 
（2/23（木）京都パルスプラザ） 

14 三井食品関西メニュー提案会 
（2/23（木）天満橋ＯＭＭ） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

理事（中山間対
策・運輸担当） 
 
 
 

１ 第６回鳥獣被害対策専門員会 
（2/1（水）13:30～16:30 高知城ホール） 

２「四国の新幹線」出前講座 
受講団体：全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会青年部 

（2/1（水）15:30～ 徳島県リゾートホテル モアナコースト） 
３ 土佐くろしお鉄道中村・宿毛線運営協議会幹事会 
（2/2（木）14:00～16:00 四万十市役所） 

４ 阿佐東線ＤＭＶ導入協議会 
（2/3（金）14:00～ 徳島グランヴィリオホテル） 

５ 指定管理鳥獣捕獲等事業によるシカ捕獲 
（2/5（日）、2/12（日）、2/19（日）、2/26（日）8:00～ 馬路村魚梁瀬） 

６ 集落活動センター連絡協議会第２回総会及び集落活動センター推進フォーラ  
  ム 
（2/7（火）13:30～17:30 高知会館） 

７ 四国の鉄道高速化連絡会 
（2/7（火）13:30～ 高松丸亀壱番街東館 

８ 第２回高知県中山間総合対策本部会議 
（2/10（金）13:00～17:00 第二応接室） 

９ 集落活動センター特産品合同販売会 
（2/12（日）11:00～15:00 高知市帯屋町金高堂本店前） 
参加団体：集落活動センター四万川・集落活動センターおちめん 

10 高知県航空利用促進協議会幹事会 
（2/14（火）9:30～11:00 高知共済会館） 

11 第９回三嶺シカ捕獲実施本部会議 
（2/15（水）13:00～ 奥物部ふれあいプラザ） 

12 高知地域おこし未来会議全体発表会・コンテスト 
（2/18（土）9:30～17:00 高知城ホール） 

13 狩猟免許わな猟試験 
（2/19（日）10:00～ 高知県立大学池キャンパス 

14 市町村中山間対策担当課長等会議 
（2/20（月）10:00～16:00 高知会館） 

15 野生鳥獣に強い高知県づくりブロック学習会 
（2/20（月）14:00～16:00 室戸市役場） 
（2/21（火）14:00～16:00 安芸市総合庁舎） 
（2/22（水）14:00～16:00 香美市中央公民館） 
（2/23（木）14:00～16:00 本山町プラチナセンター） 
（2/24（金）14:00～16:00 伊野合同庁舎） 
（2/27（月）14:00～16:00 越知町民会館） 
（2/28（火）14:00～16:00 津野町役場） 

１６ 高知ふるさと応援隊研修会 
（2/22（水）9:30～17:15 龍馬の生まれたまち記念館） 
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各部局等の主要な取り組み  
部局名 ２月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
 
 
 

１ 土佐和紙展 
（1/30（月）～2/4（土）10:00～18:00 小津和紙（東京都）） 

２ 高等学校卒業予定者のためのブラッシュアップセミナー 
（2/2（木）9:20～16:30 ＪＡはた） 
（2/6（月）9:20～16:30 安芸市社会福祉センター） 
（2/14（火）、2/16（木）9:20～16:30 かるぽーと） 

３ 都道府県採石法連絡協議会幹事会 
（2/3（金）13:30～15:00 都道府県会館） 

４ 第 21回「震災対策技術展」横浜 
（2/2（木）、2/3（金）10:00～17:00 パシフィコ横浜） 

５ 高度化事業中国・四国ブロック会議 
（2/2（木）13:30～17:45 
2/3（金）9:00～12:00 高知会館） 

６ 高知図書館協会ブロック別研修会【西部、東部、中央】 
（2/6（月）13:00～16:00 宿毛市立中央公民館） 
（2/13（月）13:00～16:00 芸西村立図書館） 
（2/20（月）13:00～16:00 紙産業技術センター） 

７ インターナショナルギフト・ショー春 2017出展支援 
（2/8（水）～2/10（金）10:00～17:00 東京ビックサイト） 

８ 第 29回技能グランプリ壮行式 
（2/9（木）9:00～9:15 商工労働部長室） 

９ 高知県・高知労働局一体的事業運営協議会 
（2/9（木）13:30～14:30 高知共済会館） 

10 知財サロン 
（2/9（木）13:30～15:50工業技術センター５Ｆ第３研修室） 

11 第２回高知県働き方改革推進会議 
（2/9（木）15:00～17:00 高知共済会館） 

12 高知県雇用対策本部会議 
（2/13（月）10:00～ 第二応接室） 

13 健康食品等の機能性表示と四国産品の６次産業化推進プロジェクト（四国地
方産業競争力協議会）セミナー及び四国における健康食品等の機能性表示検
討会 

（2月中旬） 
14 第３回高知県ＩｏＴ推進ラボ研究会セミナー 

【高知県・高知市防災特別講演・製品展示会】 
（2/14（火）13:30～16:45 三翠園） 

15 設備投資促進事業 特別型 審査会 
（2/15（水）終日 工業技術センター） 

16 こうち就職フェア 2017 
（2/15（水）13:00～15:30 かるぽーと） 

17 四万十市チャレンジショップＴＪＢ 運営委員会 
（2/16（木）10:30～12:00 チャレンジショップＴＪＢ） 

18 第２回高知県地域職業訓練協議会及びジョブカード運営本部委員会 
（2/16（木）13:30～16:45 高知労働局） 

19「高知県」就職懇談会（美作大学） 
（2/19（日）13:05～13:20 福祉交流プラザ） 

20 平成 29年度高知県産学官連携産業創出研究推進事業（継続事業）審査委員会 
（2/20（月）12:45～17:55 ココプラ） 

21 第５回防災関連産業交流会（個別相談会） 
（2/21（火）午後 県民文化ホール・多目的室） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
 
 
 

１ 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）春野総合運動公園 陸上競技場 他） 

２ よさこい祭振興会 企画・事業合同部会 
（2/1（水）10:30～ 高知商工会館） 

３ プロ野球「阪神タイガース」（２軍）春季キャンプ 
  ・歓迎セレモニー 
  （2/1（水）9:00～9:10 安芸市営球場） 
  ・キャンプ 
  （2/1（月）～2/28（火）安芸市営球場） 
４ プロ野球「埼玉西武ライオンズ」（Ｂ班）春季キャンプ 
 ・歓迎セレモニー 

  （2/1（水）9:20～9:30 春野総合運動公園） 
  ・キャンプ 
  （2/1（水）～2/24（金）春野総合運動公園） 
５ 2017年南国土佐観光びらき 

・式典 
（2/1（水）16:00～17:00  ザ クラウンパレス） 
・パーティー 
（2/1（水）18:00～20:00  ザ クラウンパレス） 

６ Jリーグ「カターレ富山」春季キャンプ 
（2/1（水）～2/15（水）春野総合運動公園 球技場） 

７ 高知県観光特使委嘱状交付式（栗田工業㈱ 門田道也代表取締役社長） 
（2/6（月）13:00～13:15 第一応接室） 

８ 「第 64回よさこい祭り」ポスター選考会（第二次） 
（2/7（火）10:30～ 高知商工会館） 

９ 第３回土佐の「おきゃく」2017推進会議 
（2/9（木）13:30～15:00 ホテル日航高知旭ロイヤル） 

10 2017台湾ランタンフェスティバルへの県内よさこいチーム派遣（ほにや） 
及び副知事トップセールス 

（2/10（金）～2/13（月）台湾・雲林県） 
11 平成 28年度第３回「高知県観光ガイドタクシー」認定制度審査会及びタクシ 

ー事業意見交換会 
（2/13（月）13:30～15:30 県民文化ホール 第３多目的室） 

12 タイ国際旅行博（TITF） 
（2/14（火）～2/22（水）バンコク） 

13  Jリーグ「ブラウブリッツ秋田」春季キャンプ 
（2/14（火）～2/19（日）春野総合運動公園 多目的広場他） 

14 平成 28年度第２回高知県観光特使推薦審査会 
（2/15（水）13:30～15:00 高知城ホール） 

15 NATAS Travel Fair 
（2/15（水）～2/22（水）シンガポール） 

16 平成 28年度第２回高知県おもてなし県民会議全体会 
（2/20（月）10:00～12:00 高知共済会館） 

17 四国観光商談会 in香港 
（2/20（月）～2/24（金）） 

18 第３回海外商談会事前セミナー（海外商談会フォローアップ） 
（2/21（火）13:30～16:30 高知共済会館） 

19 プロ野球「埼玉西武ライオンズ」（Ａ班 ・２次）春季キャンプ 
（2/21（火）～2/27（月）春野総合運動公園） 

 
→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
（続き） 
 
 

20 第４回「志国高知 幕末維新博」推進協議会 
（2/24（金）10:00～11:30 ザ クラウンパレス新阪急 高知） 

21 2017 プロ野球プレシーズンマッチ 埼玉西武ライオンズ VS 東北楽天ゴー
ルデンイーグルス 

（2/25（土）13:00～ 
2/26（日）12:30～ 春野総合運動公園 野球場） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

農業振興部 １ 農業経営多角化セミナー 
（2/1（水）13:30～16:30 高知市春野あじさい会館） 

２ 株式会社南国スタイル 次世代型ハウス落成式典 
（2/1（水）15:30～17:00 南国市上野田 現地） 

３ 農業経営管理研修会 
（2/2（木）、2/9（木）13:00～16:00 高知共済会館） 

４ 農林業基本対策審議会 
（2/3（金）13:30～16:00 高知城ホール） 

５ こうちアグリスクール（冬期東京土曜講座） 
（2/4（土）、2/18（土）、2/25（土）14:00～17:30  

ＴＫＰ東京駅日本橋カンファレンスセンター） 
６ 中国四国各県農政主管部長会議 
（2/6（月）15:00～17:15 中国四国農政局） 

７ 株式会社イチネン農園 会社説明会 
（2/7（火）10:30～11:00 ハローワーク高知） 
（2/7（火）14:00～14:30 日高村商工会） 

８ 農商工連携「土佐茶プロジェクト」 
（2/7（火）14:00～16:00 全農こうち県本部） 

９ オランダ技術交流セミナー 
（2/8（水）13:30～17:00 高知城ホール） 

10 土佐文旦振興対策協議会から知事への土佐文旦献上 
（2/9（木）13:30～14:00 知事室） 

11 野菜価格安定法人中国四国ブロック連絡協議会 
（2/9（木）14:00～17:15 高知パレスホテル） 

12 土佐文旦マルシェ 
（2/11（土）11:00～16:30 グランフロント大阪） 

13 高校対抗！第３回高知家の牛乳料理コンクール 
（2/12（日）14:00～17:00 RKC調理師学校） 

14 第２回新施設園芸技術研究会 
（2/15（水）13:30～16:30 農業技術センター）  

15 四国の花トレードフェア情報交換会 
（2/17（金）11:00～16:00 サンメッセ香川） 

16 高知県農業農村整備事業計画審査会 
（2/17（金）14:00～17:00 高知城ホール） 

17 新・農業人フェア（東京会場） 
（2/18（土）10:30～16:30 池袋サンシャインシティ） 

18 土佐ぶんたん祭 in東京 
（2/18（土）、2/19（日）10:30～17:00 まるごと高知・無印良品有楽町店前） 

19 土佐あかうしシェフツアー 
（2/20（月）11:30～15:45 れいほく未来牛舎ほか） 

20 第４回農業振興部課長・出先機関長会 
（2/20（月）13:30～16:30 高知共済会館） 

21 赤肉サミット in高知 2016 
（2/21（火）11:30～14:30 かるぽーと） 

22 第３回高知県新食肉センター整備検討会 
（2/23（木）10:00～12:00 高知城ホール） 

23 新規就農者確保対策セミナー 
（2/23（木）13:10～17:00 農業担い手育成センター） 

24 第２回普及事業研究会 
（2/24（金）9:00～17:00 農業技術センター研修棟） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

農業振興部 
（続き） 
 
 

25 農業公社理事会 
（2/24（金）13:30～15:30 高知共済会館３階「藤」） 

26 白木谷ゆめファクトリー四方竹共同加工場落成式 
（2/25（土）10:45～14:00 南国市白木谷四方竹共同加工場） 

27 農業後継者・従業員育成研修会 
（2/27（月）13:00～17:00 びすた保育園３階会議室） 

28 農業大学校卒業式 
（2/27（月）13:30～16:00 農業大学校体育館） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ２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）への意見公募 

（1/12（木）～2/10（金）） 
２ レッドデータブック（動物編）改訂委員会 
（2/2（木）9:00～12:00 高知城ホール） 

３ 第６回仁淀川シンポジウム 
（2/4（土）13:00～16:15 グランディール土佐市本店） 

４ 協働の森づくり事業交流活動 
・住友大阪セメント㈱ 
（2/4（土）須崎市） 

５ 森林の仕事ガイダンス in東京 
（2/4（土）東京国際フォーラム） 

６ 県職員率先美化活動 
（2/5（日）9:30～11:00 高知市中心部及び県下各拠点庁舎近辺） 

７ 平成 28年度高知県環境審議会 
（2/6（月）13:10～15:30 高知会館２階「白鳳」） 

８ 森林整備公社理事会 
（2/9（木）森林整備公社会議室） 

９ 新エネルギー導入促進協議会及び講演会 
（2/9（木）高知商工会館） 

10 林業機械化推進シンポジウム 
（2/10（金）11:00～15:30 東京） 

11 経営（木材輸出）セミナー 
（2/10（金）14:30～16:30 ちより街テラス） 

12 森林の仕事ガイダンス in名古屋 
（2/11（土）名古屋国際センターホール） 

13 牧野植物園「ラン展」 
（2/11（土）～3/5（日）） 

14 木材増産推進プロジェクトチーム会議 
（2/13（月）13:30～16:30 県民文化ホール） 

15 協働の川事業締結式 
・㈱あさの 
（2/15（水）15:15～15:30 第一応接室） 

16 ＣＬＴ設計成果報告会報告会 
（2/16（木）13:00～16:55 高知城ホール） 

17 第４回牧野植物園磨き上げ整備基本構想委員会 
（2/16（木）14:00～17:30） 

18 第 14回高知県環境審議会水環境部会 
（2/17（金）10:00～12:00 高知会館３階「弥生」） 

19 ＣＬＴ建築推進協議会第３回幹事会 
（2/17（金）10:00～12:00 高知共済会館） 

20 協働の森づくり CO2吸収証書認証制度 現地調査研修会 
（2/17（金）11:00～16:00 甫喜ヶ峰森林公園） 

21 平成 28年度災害廃棄物処理検討会（第４回） 
（2/17（金）14:30～16:30 県民文化ホール４階第６多目的室） 

22 地球温暖化防止イベントの開催 
（2/18（土）イオン高知店イオンモール南コート） 

23四万十川財団理事会 
（2/21（火）14:00～16:00 須崎土木事務所四万十町事務所１階会議室） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
（続き） 

24 土佐材セミナー 
（2/22（水）17:00～18:00 サウスブリーズホテル） 

25 地球温暖化防止県民会議 第２回行政部会 
（2/22（水）高知会館） 

26 優良土佐材見本市 
（2/23（木）9:30～ 四万十町） 

27 林業学校一般（後期）選考試験 
（2/25（土）四国森林管理局大会議室） 

28 高知県種苗緑化協同組合総会 
（2月下旬予定） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

水産振興部 
 
 
 

１ 水産加工業連携促進協議会 
（2/3（金）14:00～16:00 高知市卸売市場） 

２ 高知家の魚商談会 in築地にっぽん漁港市場 
（2/6（月）13:00～15:30 築地にっぽん漁港市場） 

３ 高級飲食店シェフによる県産水産物食材提案会 
（2/7（火）13:00～15:00 築地魚河岸スタジオ） 

４ 高知カツオ県民会議立ち上げに向けた拡大準備委員会 
（2/9（木）15:00～ ホテル日航高知旭ロイヤル） 

５ 第３回漁業就業セミナー 
（2/11（土）10:30～15:00 高知県漁協深浦支所） 

６ 第 38回全国豊かな海づくり大会～高知家大会～ 
  大会テーマ及び大会キャラクターのコスチュームデザインの審査会 
（2/14（火）13:00～ 県庁本庁舎） 

７ 漁協組織の在り方検討会 
（2/14（火）15:00～ 水産会館） 

８ 高級飲食店産地招へい 
（2/15（水）、2/16（木）須崎市、中土佐町、宿毛市、土佐清水市） 

９ 第 38回全国豊かな海づくり大会高知県実行委員会第１回幹事会 
（2/16（木）14:00～ 県庁本庁舎） 

10 第 14回「シーフードショー大阪」 
（2/22（水）、2/23（木）アジア太平洋トレードセンターＡＴＣホール） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ２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 
  ・写生コンテスト表彰式＆作品展開始 
  （12/11（日）～2/19（日）） 

･動物たちに恵方巻のプレゼント 
（2/3（金）、2/4（土）） 
・のいち deハッピーバレンタイン（仲良し動物の紹介と記念撮影） 
（2/4（土）～2/14（火）） 
・のいち動物公園文化祭 
（職員による講演及び来園者へのオリジナルコインのプレゼント） 
（2/26（日））  

２ 四国道路啓開等協議会 幹事会 
（2/1（水）13:30～15:30 香川河川国道事務所） 

３ 高知県被災宅地危険度判定士養成講習会 
（2/1（水）13:30～16:50 県民文化ホール第６多目的室） 

４ 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 
（2/2（木）13:30～16:00 安芸市民会館） 
（2/3（金）13:30～16:00 四万十市立文化センター） 

５ 大規模土砂災害を想定した防災訓練 
（2/5（日）9:00～15:30 北川村小島） 
（2/25（土）9:00～16:00 南国市亀岩） 

６ 吉野川水源地域対策基金理事会 
（2/10（金）14:00～15:30 高松市） 

７ 高知県震災復興都市計画地区別訓練成果報告会 
（2/10（金）14:30～16:00 黒潮町） 
（2/15（水）10:00～11:00 四万十市） 

８ 第１回豪雨に強い地域づくり推進会議 
（2/16（木）10:00～12:00 安芸土木事務所） 
（2/16（木）14:00～16:00 南国市役所） 
（2/17（金）10:00～12:00 中央西土木事務所） 
（2/17（金）14:00～16:00 須崎土木事務所） 
（2/20（月）14:00～16:00 幡多土木事務所） 
（2/23（木）14:00～16:00 高知土木事務所） 

９ 高知県海砂対策連絡協議会 
（2/17（金）13:30～15:30 高知共済会館） 

10 南国安芸道路 安芸市穴内中地区 調印式 
（2/20（月）調整中 安芸市内） 

11 高知県河川委員会 
（2/22（水）調整中 現地（鏡川、国分川）、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 ２月の主要な取り組み予定 

会計管理局 
 
 

１ 会計検査 
（2/3（金）地域観光課、畜産振興課、競馬対策課） 
（2/6（月）林業環境政策課、漁港漁場課、技術管理課、港湾振興課） 
（2/7（火）中央西農業振興センター） 
（2/8（水）食品・衛生課、監査委員事務局、人事委員会事務局、 

労働委員会事務局、会計管理課） 
（2/10（金）教職員・福利課、学校安全対策課、人権教育課、行政管理課） 
（2/14（火）警察本部） 
（2/16（木）中央西福祉保健所） 
（2/17（金）農業技術センター、病害虫防除所） 
（2/21（火）安芸農業振興センター） 
（2/22（水）安芸福祉保健所） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

公営企業局 
 
 
 

１ 四国地区ダム水路主任技術者会議 
（2/3（金）13:30～17:00 高松サンポート合同庁舎） 

２ 第 36回幡多ふれあい医療公開講座 
（2/5（日）13:30～16:00 土佐清水市中央公民館） 

３ 高知県立病院経営者会議 
（2/14（火）16:00～ 公営企業局長室） 

４ 経営健全化推進委員会 
（2/14（火）18:30～ 高知共済会館） 

５ 改正 FIT法に関する直前説明会 
（2/22（水）13:00～14:45 かがわ国際会議場） 

６ あき総合病院経営幹部会議 
（2/23（木）16:00～ あき総合病院） 

７ 幡多けんみん病院経営幹部会議 
（2/28（火）13:30～ 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 ２月の主要な取り組み予定 

教育委員会 
 
 
 

１ 南海トラフ地震対策研修会（保育所・幼稚園等対象） 
（2/6（月）13:30～16:30 高知県人権啓発センター） 
（2/14（火）13:30～16:30 四万十市防災センター） 
（2/16（木）13:30～16:30 高知県人権啓発センター） 
（2/20（月）13:30～16:30 安芸市防災センター） 

２ 高知龍馬マラソン実行委員会第２回総会 
（2/7（火）11:00～12:00 高知会館） 

３ 第３回グローバル教育推進委員会 
（2/9（木）9:30～15:00高知南中・高等学校） 

４ 第３回教育振興基本計画推進会議 
（2/9（木）13:30～15:30 人権啓発センター） 

５ 学校保健総合支援事業報告研修会 
（2/10（金）13:20～16:30 高知城ホール） 

６ 子育て支援員・家庭的保育者フォローアップ研修 
（2/11（土）午前・午後の２回 正庁ホール） 

７ 子ども・子育て支援新制度等説明会 
（2/14（火）10:00～12:00 四万十市防災センター） 
（2/16（木）10:00～12:00 高知県人権啓発センター） 
（2/20（月）10:00～12:00 安芸市防災センター） 

８ 高知夢いっぱいプロジェクト推進事業第３回推進リーダー会議 
（2/14（火）10:30～12:30 高知県立高知青少年の家） 

９ 高知夢いっぱいプロジェクト推進事業第２回学校支援会議 
（2/14（火）13:30～17:00 高知県立高知青少年の家） 

10 新図書館等複合施設「オーテピア」ロゴマーク発表及び表彰式 
（2/14（火）14:00～15:00 教育委員室） 

11 高知県文化財保護審議会 
（2/15（水）9:00～11:30 高知会館） 

12 英語教育推進プロジェクト事業連絡協議会 
（2/17（金）9:15～17:00 高知会館） 

13 スクールソーシャルワーカー活用事業第２回連絡協議会 
（2/17（金）13:00～17:00 ザ クラウンパレス新阪急高知） 

14 高知龍馬マラソン２０１７ 
（2/19（日）終日 城西公園、春野総合運動公園等） 

15 第３回高知県いじめ問題対策連絡協議会 
（2/21（火）13:30～15:30 ザ クラウンパレス新阪急高知） 

16 高知県スポーツ推進審議会 
（2/21（火）14:00～16:00 高知会館） 

17 第３回こうちの子ども体力向上支援委員会 
（2/21（火）14:30～16:30 高知会館） 

18 高知県障害者教育支援委員会 
（2/22（水）、2/23（木）13:00～17:00 教育センター分館） 

19 スポーツセミナー 
（2/25（土）ＰＭ 高知追手前高等学校芸術ホール） 

20 高知県立高知国際中学校・高等学校学校説明会 
（2/26（日）13:00～15:40 高知追手前高等学校 芸術ホール） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

警察本部 
 
 
 

１ 平成 29年地域交通安全活動推進委員協議会連合会通常総会 
 （2/2（木）13:00～ 警察本部講堂） 
２ 第 50回南海トラフ地震対策推進本部会議 
 （2/9（木）14:00～17:00 県庁第二応接室） 
３ 安全安心まちづくり推進会議総会 
 （2/16（木）13:00～15:10 高知会館） 
４ 「高知龍馬マラソン 2017」交通規制対策 
 （2/19（日）8:20～16:10 高知市、南国市及び土佐市） 
５ 高知県ネットワークセキュリティ連絡協議会研修会 
 （2/22（水）13:30～16:00 警察本部講堂） 
６ 平成 28年度高知県警察逮捕術大会 
 （2/24（金）9:00～16:00 高知県立武道館） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

東京事務所 
 
 
 

１ 「鹿児島」×「高知」×「山口」東京アンテナショップ『薩長同盟』 
（1/21（土）～2/28（火）まるごと高知） 
※鹿児島、山口、高知の各アンテナショップでスタンプラリー等の共同企画
を実施 

２ ジオパークフェア 
（2/4（土）11:00～17:00 有楽町駅前広場（東京都千代田区）） 

３ こうちアグリスクール 
（2/4（土）、2/18（土）、2/25（土）16:30～18:30 

ＴＫＰ東京駅日本橋カンファレンスセンター（東京都中央区）） 
４ 第８回高知家ふるさとミーティング 
（2/11（土）16:00～20:30 東海大学校友会館（東京都千代田区）） 

５ ビックカメラ有楽町店における高知県ＰＲ 
（2/11（土）、2/12（日）10:00～22:00 東京都千代田区） 

６ 第 51回スーパーマーケット・トレードショー2017 
（2/15（水）～2/17（金）10:00～17:00 幕張メッセ（千葉県美浜区）） 

７ ワンダーフェスティバル 2017冬 
（2/19（日）幕張メッセ（千葉県美浜区）） 

８ 日本大学地方就職Ｕ・Ｉターン、地方公務員セミナー 
（2/21（火）14:30～17:00 日本大学会館（東京都千代田区）） 

９ 四国山陽物産展 
（2/22（水）～2/28（火）小田急百貨店町田店（東京都町田市）） 

10 大田市場まつり 
（2/23（木）～2/25（土）大森とうきゅう（東京都大田区）） 

11 あったか高知で暮らす。移住笑談会 
（2/26（日）12:00～14:45 ふるさと回帰支援センター（東京都千代田区）） 

12 成田エクセルホテル東急における高知県フェア 
（2/26（日）千葉県成田市） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ２月の主要な取り組み予定 

産業振興センター 
 

１ 【見本市】震災対策技術展横浜 
（2/2（木）、2/3（金）パシフィコ横浜） 

２ 中小機構連携会議 
（2/3（金）14:00～ ぢばさんセンター） 

３ よろず支援拠点 ネットショップ開業講座 
（2/6（月）14:00～15:00 ぢばさんセンター） 

４ 【見本市】インターナショナルギフトショー 
（2/8（水）～2/10（金）東京ビッグサイト） 

５ よろず支援拠点 ウェブ文書の書き方セミナー 
（2/13（月）14:00～15:00 ぢばさんセンター） 

６ 地場産大賞表彰式 
（2/13（月）16:30～17:30 ザクラウンパレス新阪急高知） 

７ ものづくり地産地消出前相談会 
（2/13（月）安芸地域） 

８ 【見本市】新機能素材展 
（2/15（水）～2/17（金）東京ビッグサイト） 

９ ものづくり地産地消出前相談会 
（2/17（金 物部川地域） 

10 ものづくり地産地消出前相談会 
（2/21（火）午前：土佐市、午後：佐川町） 

11 【見本市】国際ホテル・レストランショー 
（2/21（火）～2/24（金）東京ビッグサイト） 

12 第１０回事業戦略支援会議 
（2/22（水）13:30～15:30 ぢばさんセンター） 

13 【見本市】シーフードショー大阪 
（2/22（水）、2/23（木）大阪ＡＴＣホール） 

14 よろず支援拠点 ネットショップ開業講座 
（2/23（木）14:00～15:00 ぢばさんセンター） 

15 ものづくり地産地消出前相談会 
（2/23（木）嶺北地域） 

16 四国ブロック下請問題連絡会議 
（2/24（金）13:30～ 松山市） 

 


