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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

総務部 １ 県有地等売払一般競争入札（期間入札）２月入札 
（3/2（木）開札） 

２ 第 10回対話と実行行脚 
（3/14（火）10:50～17:20 馬路村） 

３ 第４回総合教育会議 
（3/16（木）13:00～15:00 人権啓発センター） 

４ 市町村税務担当課長会議 
（3/17（金）13:30～16:30 正庁ホール） 

５ 知事記者会見 
（3/30（木）14:00～14:50 第一応接室） 

 
〔参考〕 
○２月議会日程（予定） 
・一般質問（一括質問）（2/28（火）～3/3（金）） 
・一般質問（一問一答）（3/6（月）、3/7（火）） 
・常任委員会（3/8（水）～3/15（水）） 
・閉会（3/17（金）） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 3月の主要な取り組み予定 

危機管理部 
 
 
 

１ 津波避難計画現地点検 
（3/1（水）10:00～ 香南市香我美町すだれ） 
（3/2（木）9:30～14:00 土佐清水市中浜、下浦） 
（3/12（日）9:00～17:00 室戸市岬東、高浜 
       9:00～ 須崎市浜町、新町、港町） 
（3/12（日）13:00～14:30 
3/13（月）、3/14（火）18:00～19:30 中土佐町久礼） 

（3/22（水）10:00～12:00 安芸市下山） 
（3/26（日）9:00～11:00 東洋町白浜） 

２ 避難所運営マニュアル作成支援 
（3/2（木）黒潮町三浦小学校） 

３ 平成 28年度須崎災害対策支部訓練 
（3/3（金）13:00～17:00 須崎第二総合庁舎ほか） 

４ 平成 28年度高圧ガス製造施設等の保安対策に関する研修会 
（3/3（金）13:30～ ぢばさんセンター） 

５ 一日震災訓練 
（3/7（火）、3/8（水）8:30～16:10 消防学校） 

６ 平成 28年度第２回南海トラフ地震対策推進安芸地域本部会議及び平成 28年
度第２回安芸災害対策支部会議 

（3/10（金）13:30～15:30 安芸総合庁舎） 
７ 「南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進める９県知事会議」

担当課長会議 
（3/10（金）14:00～16:00 都道府県会館） 

８ 公益財団法人隊友会との協定締結式 
（3/10（金）15:00～15:15 第一応接室） 

９ 平成 28年度高知県消防団長会研修会 
（3/10（金）15:00～ ザ クラウンパレス新阪急高知） 

10 平成 28年度四国４県危機管理連絡会議（臨時） 
（3/13（月）10:00～11:00 香川県庁） 

11 平成 28年度高知県女性防火クラブ連絡協議会研修会 
（3/13（月）14:30～ 大阪市） 
（3/14（火）9:30～ 神戸市） 

12 第３回高知県物資配送計画検討協議会 
（3/14（火）9:00～10:30 高知共済会館） 

13 平成 28年度第 10回地域本部連絡会議 
（3/15（水）15:00～17:00 防災作戦室） 

14 第２回高知市長期浸水避難対策（シミュレーション）検討会 
（3/18（土）ＰＭ 高知市内） 

15 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証交付式及び高知
県自主防災組織知事表彰式 

（3/21（火）13:00～13:20 高知サンライズホテル） 
16 総合防災拠点物資配送訓練（春野） 
（3/21（火）春野総合運動公園） 

17 高知県自衛隊入隊・入校激励会 
（3/22（水）10:30～12:30 三翠園） 

18 南海トラフ地震高知市長期浸水対策連絡会 
（3/23（木）9:30～11:30 オリエントホテル高知） 

19 四国地方非常通信協議会平成 28年度第２回実務担当者会議・幹事会 
（3/23（木）14:00～ ピュアフル松山） 

 
→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

危機管理部 
（続き） 

20 防災情報通信体制整備のための連絡会 
（3/24（金）9:30～ 四国総合通信局） 

21 アムダとの南海トラフ地震防災対策協議会 
（3/30（木）13:30～ 防災作戦室） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ３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 
（3/1（水）9:00～ 高知大学岡豊キャンパス） 
（3/2（木）9:00～ 高知大学朝倉キャンパス） 
（3/3（金）9:00～ 室戸市保健福祉センターやすらぎ） 
（3/4（土）、3/5（日）、3/7（火）9:00～ 高知市保健福祉センター） 
（3/6（月）9:00～ 高知市あじさい会館） 

２ 医師を対象とした災害医療研修（セクション１） 
（3/1（水）19:00～20:30 須崎市総合保健福祉センター） 

３  高知県立幡多看護専門学校卒業式 
（3/3（金）13:30～ 幡多看護専門学校） 

４ 地域医療構想調整会議 
（3/6（月）20:00～20:30 須崎福祉保健所） 
（3/16（木）18:30～19:00 本山町保健センター） 
（3/17（金）18:30～19:00 中央東福祉保健所） 
（3/17（金）19:45～20:30 すこやかセンター伊野） 

５ 第２回高知県の看護を考える検討委員会 
（3/8（水）18:30～20:30 高知共済会館） 

６ 平成 28年度高知県准看護師試験合格発表 
（3/10（金）9:00～） 

７ 平成 28年度第３回動物愛護推進協議会 
（3/10（金）14:00～15:30 総合あんしんセンター） 

８ 平成 28年度高知県後発医薬品安心使用促進協議会 
（3/10（金）18:30～20:30 高知共済会館） 

９ 心のケアフォローアップ研修会 
（3/11（土）13:00～15:00 がん相談センターこうち） 

10 緩和ケアフォローアップ研修会 
（3/12（日）13:30～16:30 高知医療センター２階会議室） 

11 平成 29年度高知家健康パスポート事業に係る説明会 
（3/13（月）10:00～12:00 

14:00～15:00 ふくし交流プラザ） 
12 平成 28年度第２回高知県難病対策地域協議会 
（3/13（月）18:30～20:30 高知共済会館） 

13 二次救急医療機関及び三次救急医療機関意見交換会 
（3/14（火）18:30～20:30 正庁ホール） 

14 平成 28年度第２回高知県死因究明等推進協議会 
（3/14（火）18:30～21:00 高知会館） 

15 第 22回高知県がん対策推進協議会 
（3/14（火）19:30～ 第二応接室） 

16 平成 28年度第２回高知県食の安全・安心推進審議会 
（3/15（水）13:30～16:00 総合あんしんセンター） 

17 平成 28年度高知県薬物乱用防止推進連合協議会臨時総会 
（3/16（木）14:30～16:30 高知共済会館） 

18 高知県周産期医療協議会 
（3/16（木）19:00～21:00 第二応接室） 

19 看護職員就職説明会 
（3/18（土）13:30～16:30 県民体育館） 

20 胃内視鏡検診の一次読影の判定基準を確認する会及び胃内視鏡検診研修会 
（3/20（月）14:00～17:15 高知城ホール） 
21 高知県医療勤務環境改善支援センター運営協議会 
（3/22（水）18:30～20:00 高知会館） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
（続き） 

22 高知ＤＭＡＴ協議会 
（3/22（水）18:30～20:30 第二応接室） 
23 がん診療医科歯科連携推進事業研修会 
（3/24（金）17:30～18:30 あき総合病院） 
24 世界腎臓デーイベント「あなたの腎ぞう大丈夫？ｉｎ高知」 
（3/26（日）11:00～14:00 中央公園北口パラソル前） 

25 第３回高知県県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会 
（3/27（月）13:30～15:30 高知共済会館） 

26 高知大学医学部家庭医療学講座の設置に関する協定締結式 
（3/28（火）10:30～11:00 第一応接室） 

27 平成 28年度第３回高知県医療審議会医療法人部会 
（3/28（火）18:30～20:00 高知会館） 

28 第２回高知県災害医療対策本部会議 
（3/28（火）18:30～20:30 正庁ホール） 

29 平成 28年度高知県感染症対策協議会 
（3/28（火）18:30～20:30 第二応接室） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
 
 
 

１ 介護保険法に基づく集団指導 
（3/1（水）10:00～15:30 四万十市立文化センター） 
（3/3（金）10:00～15:30 安芸市健康ふれあいセンター「元気館」） 
（3/8（水）10:00～15:30 ふくし交流プラザ） 

２ 若年性認知症学習会「若年性認知症について学ぶ」 
（3/7（火）14:00～16:00 正庁ホール） 

３ 平成 28年度高知県児童福祉審議会ひとり親家庭部会（第３回） 
（3/7（火）18:30～20:00 高知共済会館） 

４ 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく集団指導 
（3/10（金）13:00～16:50 四万十市立中央公民館） 
（3/16（木）13:00～16:50 ふくし交流プラザ） 

５ 平成 28年度高知県サービス管理責任者等スキルアップ研修 
（3/11（土）10:00～17:00 
3/12（日）9:30～16:30 すこやかセンター伊野） 

６ ルミエールサロン出張機器展示ｉｎ黒潮町 
（3/13（月）10:00～16:00 黒潮町保健福祉センター） 

７ 高知県障害者施策推進協議会 
（3/14（火）14:00～16:00 高知城ホール） 

８ 平成 28年度高知県児童福祉審議会施設部会 
・里親認定委員会 
（3/14（火）17:00～18:30 高知会館） 
・こども支援専門委員会 
（3/14（火）18:30～20:00 高知会館） 

９ 平成 28年度高知ギルバーグ発達神経精神医学センター運営委員会 
（3/14（火）19:00～20:30 

高知ギルバーグ発達神経精神医学センター（療育福祉センター）） 
10 平成 28年度高知県社会福祉審議会 
（3/15（水）18:00～20:00 高知城ホール） 

11 高知県立希望が丘学園卒業を祝う会 
（3/17（金）10:00～11:30 希望が丘学園体育館） 

12 相談支援従事者スキルアップ研修 
（3/17（金）10:00～17:00 ふくし交流プラザ） 

13 介護認定審査会委員新規研修会 
（3/21（火）18:30～20:30 ふくし交流プラザ） 

14 高知県少子化対策推進県民会議平成 28年度第３回総会 
（3/22（水）10:30～12:00 高知共済会館） 

15 平成 28年度第２回高知県児童福祉審議会総会 
（3/23（木）10:00～11:30 正庁ホール） 

16 品質マネジメントシステム研修（第 13回） 
（3/23（木）10:00～16:00 教育センター分館） 

17 平成 28年度高知県災害時の心のケア活動研修会 
（3/23（木）14:00～16:00 高知城ホール） 

18 平成 28年度高知県高齢者及び障害者権利擁護連携会議 
（3/23（木）18:30～20:30 高知共済会館） 

19 平成 28年度高知県災害時心のケア体制整備検討会 
 （3/27（月）18:30～20:30 高知共済会館） 
20 第２回高知県高齢者保健福祉推進委員会 
（3/28（火）18:30～20:30 高知共済会館） 

21 障害者スポーツセンター運営委員会 
 （3/29（水）13:30～15:00 高知県立障害者スポーツセンター） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 平成 28年度第３回高知県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会 
 （3/29（水）19:00～ 高知共済会館） 
23 平成 28年度高知県認知症施策推進会議 
 （3/30（木）18:30～20:30 高知共済会館） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

文化生活部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 韓国全羅南道訪問団来高 
（2/28（火）～3/2（木）高知市・室戸市） 

２ （公財）高知県国際交流協会第２回理事会 
（3/1（水）14:00～15:00 高知会館） 

３ アプリ開発人材育成講座【応用編】グループミーティング 
（3/1（水）18:30～20:30 ココプラ） 

４ 平成 28年度海外技術研修員修了式 
（3/3（金）16:00～16：30 高知共済会館） 

５ 高知城歴史博物館開館記念式典 
（3/3（金）18:00～18:40 （終了後、内覧～20:00） 

高知城歴史博物館 １階ホール） 
６ 「志国高知 幕末維新博」開幕（高知城歴史博物館開館） 
（3/4（土）11:00 高知城歴史博物館） 

７ アプリ開発人材育成講座成果発表会 
（3/4（土）14:00～17:30 ココプラ） 

８ 第３回全国漫画家大会議 in まんが王国・土佐 
（3/11（土）、3/12（日）かるぽーと） 

９ 高知県立大学卒業式 
（3/21（火）10:00～11:30 県民文化ホール） 

10 高知県公立大学法人理事会・経営審議会 
（3/22（水）14:00～17:00  永国寺キャンパス） 

11 高知工科大学卒業式 
（3/24（金）10:00～11:30 高知工科大学講堂） 

12 産業人材定着支援事業小論文審査 
（3/26（日）13:30～16:00 永国寺キャンパス） 

13 高知県・安徽省友好交流委員会幹事会 
（3/27（月）13:30～14:30 高知会館） 

14 高知県・ベンゲット州姉妹交流推進会議総会 
（3/27（月）15:00～16:30 高知会館） 

15 第６回まんが王国振興部会 
（3/29（水）18:30～20:30 本庁地下第３、第４会議室） 

 



H29.3.23 政策企画課 

－9 / 27－ 

各部局等の主要な取り組み 

部局名 ３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 ④商品プレゼンテーション実践」 
（3/1（水）18:00～21:00 ココプラ） 
・「財務戦略 ⑤資金繰りで損益計算を検証」 
（3/3（金）14:00～16:00 ココプラ） 

２ シーズ 
・研究内容紹介（30） 

   高知学園短期大学：栄養ケア・マネジメントの業務効率化はデータベース
の作成から～汎用性表計算ソフト（Microsoft®Excel®）の活用 

（3/1（水）18:30～20:00 ココプラ） 
・研究内容紹介（31） 

   水産試験場：①高知県主要魚種の資源調査 
②海面養殖場で発生する魚病・赤潮への対応 
③浦ノ内湾産アサリの資源回復に向けて 

（3/15（水）18:30～20:00 ココプラ） 
３ 四国産業人材育成フォーラム（四国４県連携産業人材育成事業協議会事業） 
（3/9（木）13:30～17:10 徳島県（徳島グランヴィリオホテル） 

４ ＭＢＡ 目指せ！弥太郎商人塾 成果報告会 
（3/10（金）14:00～17:00ココプラ） 

５ 経営者トーク⑨ 
  山本貴金属地金株式会社 代表取締役会長 山本 裕久氏 
（3/17（金）18:30～20:30 ココプラ） 
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 各部局等の主要な取り組み  

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

産業振興推進部 
 
 
 

１ 「インターナショナルレストラン＆フードサービスショー2017」出展 
（3/5（日）～3/7（火）アメリカ・ニューヨーク） 

２ FOODEX JAPAN 2017【連携】 
（3/7（火）～3/10（金）幕張メッセ） 

３ ISETAN TOMATO FESTA 
（3/8（水）、3/9（木）三越伊勢丹新宿店） 

４ 高知家 ポジティブ・コレクション 第３回受賞者・プロモーション動画記者
発表 

（3/9（木）第一応接室） 
５ 高知暮らし体感ツアーｉｎ須崎市、四万十町、中土佐町 
 （3/11（土）、3/12（日）） 
６ 中日新聞社主催 移住フェア 
 （3/12（日）名古屋市） 
７ 平成 29年度食品関連事業説明会 

・高知会場 
（3/13（月）10:00～12:10 県民文化ホール） 
・幡多会場 
（3/14（火）10:00～12:10 四万十市立中央公民館） 

８ まるごと高知個別相談会・外商に関する相談会  
・高知会場 
（3/13（月）13:00～16:00 県民文化ホール） 
・幡多会場 
（3/14（火）13:00～16:00 四万十市立中央公民館） 

９ 食品表示セミナー 
（3/16（木）あんしんセンター） 
（3/17（金）安芸総合庁舎） 

10 シンガポール明治屋「春の高知県フェア」 
（3/17（金）～3/26（日）シンガポール） 

11 高知家で暮らす。交流会 ～つなぐ・つながる異業種ネットワーク～ 
 （3/17（金）19:00～21:00 ＢＡＲ ＢＡＬＥＲＩＡＮ 高知市上町２丁目） 
12 れいほく（本山町、土佐町）ＣＣＲＣシンポジウム 
 （3/20（月）土佐町農村環境改善センター） 
13 大阪出張移住相談 
（3/24（金）、3/25（土）11:00～17:00  

大阪ふるさと暮らし情報センター（シティプラザ大阪１Ｆ） 
14 こうち起業サロン 
（3/25（土）13:30～17:30 県立大学・工科大学永国寺キャンパス教育研究棟） 

15 第３回産業振興計画フォローアップ委員会 
（3/28（火）13:30～16:30 高知サンライズホテル） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ３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 京都女子大学Ｕターン就職相談ブース 
（3/1（水）10:00～16:30 京都女子大学Ｙ校舎（京都市東山区）） 

２ おいでんよ！四国フェア 
（3/1（水）～4/28（金）ホテル・アゴーラ大阪守口（大阪府守口市）） 

３ 大阪大学Ｕ･Ｉターン就職相談会 
（3/3（金）11:00～17:00 大阪大学豊中第一体育館（大阪府豊中市）） 
（3/7（火）11:00～17:00 大阪大学吹田体育館（大阪府吹田市）） 

４ 佛教大学 学内合同就職説明会 
（3/8（水）13:00～16:30 佛教大学紫野キャンパス鷹陵館（京都市北区）） 

 
 
 
１ 高知フェア 
（3/9（木）～3/12（日）アピタ千代田橋店） 

２ 四国・瀬戸内観光と物産展 
（3/15（水）～3/21（火）トヨタ生協メグリア本店） 

３ 旅まつり名古屋 2017 
（3/18（土）、3/19（日）久屋大通公園他） 

 
 
 
１ フロア連携プロモーション 
（2/1（水）～3/5（日）文旦フェア） 
（3/4（土）～3/31（金）志国高知幕末維新博 開幕記念フェア） 

２ 高知フェア 
（2/6（月）～4/28（金）月島もんじゃ こぼれや） 
（2/24（金）～3/2（木）京北スーパー） 
（3/1（水）～3/31（金）高島屋立川店） 
（3/9（木）～3/14（火）アピタ千代田橋店）【連携】 
（3/20（月）～6/19（月）過門香） 

３ 「いらっしゃいませスタンプラリー」都内アンテナショップ連携事業 
（2/20（月）～3/20（月）まるごと高知） 

４ ふるさと７県利き酒ラリー「春の酒まつり」 
（3/4（土）、3/5（日）まるごと高知他６県アンテナショップ） 

５ 久世展示会 
（3/7（火）、3/8（水）池袋サンシャインシティ） 

６ FOODEX JAPAN 2017 
（3/7（火）～3/10（金）幕張メッセ） 

７ 加藤産業グループ総合展示会 
（3/15（水）～3/17（金）神戸国際展示場） 

８ 志国高知幕末維新博 開幕記念はとバスツアー【連携】 
（3/20（月）、3/28（火）、3/30（木） 

※昼食会場としてレストラン TOSA DINING おきゃく） 
９ 地産外商公社理事会 
（3/23（木）15:00～ 高知サンライズホテル） 

10 アンテナショップフェア 
（3/24（金）～4/3（月）マルイファミリー海老名） 

11 しあわせぐるり四国フェア 
（3/24（金）～5/31（水）東京ベイ舞浜ホテル クラブリゾート） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

理事（中山間対
策・運輸担当） 
 
 
 
 

１ 野生鳥獣に強い高知県づくりブロック学習会 
（3/1（水）14:00～16:00 四万十町農村環境改善センター） 
（3/2（木）14:00～16:00 四万十市西土佐総合支所） 
（3/3（金）14:00～16:00 宿毛市文教センター中央公民館） 

２ とさでん交通モニタリング会議 
（3/7（火）13:30～14:30 とさでん交通本社） 

３ 土佐の「おきゃく」2017公共交通ブース出展＜公共交通利用促進啓発事業＞ 
（3/11（土）、3/12（日）10:00～ 高知市中央公園） 

４ よさこいジビエ加工処理講習会及び研究会 
（3/15（水）10:00～12:00 

13:00～15:00 高知市中央卸売市場管理棟） 
５ 第７回鳥獣被害対策専門員会 
（3/16（木）13:30～16:30 高知市本町ビル２階会議室） 

６ 旅まつり名古屋 2017 ブース出展＜名古屋航空路線利用促進事業＞ 
（3/18（土）、3/19（日）10:00～17:00 名古屋市久屋大通公園） 

７ 集落活動センターゆすはら西・集落活動センターゆすはら東開所式 
（3/19（日）15:00～19:00 

梼原町西区生涯学習館、旧若草保育所、ゆすはら夢・未来館） 
８「四国の新幹線」出前講座＜受講団体：高知西ロータリークラブ＞ 
（3/24（金）13:00～13:30 三翠園） 

９ 指定管理鳥獣捕獲等事業検討会 
（3/24（金）13:30～ 高知共済会館） 

10 椎名集落活動センターたのしいな開所式 
（3/25（土）11:00～ 室戸市椎名） 

11 大野見集落活動センター「みなみ」開所式 
（3/26（日）12:30～15:30 中土佐町大野見竹原体育館） 

12 土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線活性化協議会総会 
（3/29（水）10:00～12:00 安芸総合庁舎） 

13 美良布地区集落活動センター（仮称）開所式 
（3/30（木）香美市美良布） 

 



H29.3.23 政策企画課 

－13 / 27－ 

各部局等の主要な取り組み  
部局名 ３月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
 
 
 

１ ㈱シフトプラス会社説明会・面接会 
（3/2（木）9:30～ ハローワーク高知） 
（3/3（金）、3/4（土）9:30～ 県民文化ホール） 

２ 第 41回土佐さんごまつり名作コンテスト（珊瑚婚式を含む） 
（3/4（土）～3/10（金）8:30～18:00） 

３ 第 10回高知国際版画トリエンナーレ展プレイベント第２弾「トリエンナーレ
展の歩み 海外出品作品展示販売会」 

（3/4（土）～3/26（日）9:00～17:00 いの町紙の博物館） 
４ アニコム損害保険㈱会社説明会・面接会 
（3/7（火）9:30～ ハローワーク高知） 
（3/11（土）9:30～ アニコム損害保険㈱高知オフィス） 

５ 第４回こうち支援ネットワーク会議（担当者会） 
（3/7（火）15:30～17:00 信用保証協会） 

６ 四国連携プロジェクト（健幸支援産業創出プロジェクト）ワークショップ 
（3/8（水）13:00～17:00 産学官民連携センター） 

７ ＩｏＴ活用入門セミナー 
（3/10（金）13:30～16:20 高知共済会館） 

８ リクナビ 2018合同企業説明会（四国就職希望者のための企業発見ＬＩＶＥ東
京） 

 （3/12（日）11:00～17:00 東京ビッグサイト） 
９ マイナビ就職セミナー四国ＵＩＪターンセミナー 
  ・大阪会場 

（3/12（日）13:00～17:00 大阪マーチャンダイズ・マート） 
・東京会場 
（3/13（月）13:00～17:00 竹橋パレスサイドビル） 

９ ＩｏＴラボコネクション出展 
（3/13（月）10:00～17:00 一橋大学千代田キャンパス 一橋講堂） 

10 地方版ＩｏＴ推進ラボ情報共有会 
（3/14（火）終日 東京都内） 

11 海外展開セミナー（ＯＤＡ関連） 
（3/15（水）13:30～17:00 サンピアセリーズ） 

12 ＩｏＴ人材育成プロポーザル審査会 
（3/15（水）13:30～ 工業技術センター） 

13 第２回産学官連携会議 
（3/15（水）15:00～17:00 産学官民連携センター） 

14 経営革新計画審査会 
（3/16（木）9:30～11:00 勤労センター５階） 

15 四万十市チャレンジショップＴＪＢ 運営委員会 
（3/16（木）10:30～12:00 チャレンジショップＴＪＢ） 

16 高等技術学校修了式 
  ・高知校 

（3/17（金）10:00～10:30 高知高等技術学校） 
  ・中村校 

（3/17（金）10:30～11:00 中村高等技術学校） 
17 平成 28年度第２回高知県地域人材育成協議会 
（3/17（金）14:30～16:30 高知共済会館） 

18 四国四県合同企業説明会ｉｎ大阪（四国四県＆京都３大学） 
（3/21（火）13:00～17:00 アクセス梅田フォーラム） 
 
 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
（続き） 
 
 

19 ㈱セントメディア会社説明会・面接会 
（3/22（水）11:00～17:00 ハローワーク高知） 
（3/25（土）11:00～17:00 ㈱セントメディア高知ＣＲＭ第一センター） 

20 高知県と京都産業大学との就職支援に関する協定締結式 
（3/22（水）13:00～13:15 第一応接室） 

21 高知県中小企業家同友会安芸支部設立４周年記念例会 
（3/22（水）17:00～22:00 ホテルタマイ） 
22 ものづくり産業強化事業費補助金審査会（試作開発事業） 
（3/27（月）13:30～15:30 工業技術センター） 

23 新入社員合同説明会 
（3/28（火）8:50～9:20  クラウンパレス新阪急） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
 
 
 

１「東武トップツアーズ協定旅館ホテル連盟四国支部」通常総会懇親会 
（3/2（木）17:15～ 高知プリンスホテル） 

２ キラメッセ室戸「鯨館」リニューアルオープン 
・プレオープン 
（3/3（金）15:00～16:30 「鯨館」）  
・祝賀会 
（3/3（金）17:30～ 食遊 鯨の郷２階）  
・オープニングセレモニー 
（3/4（金）10:00～ 「鯨館」１階インフォメーション） 

３ こうち旅広場（リニューアル）オープニングセレモニー 
（3/4（土）8:20～8:45 こうち旅広場） 

４ 志国高知 幕末維新博オープニング関連 
（3/4（土）10:00～10:20 オープニングセレモニー 

10:20～16:00 オープニングイベント 
高知公園（高知城追手門周辺）） 

※関連行事 3/1（水）～3/5（土）   
・旅行会社向け商談会（3/1（水））、モニターツアー（3/2（木）、3/3（金）） 
・メディア・観光関係者向け内覧会（3/1（水）～3/3（金）） 

 ・首都圏等プレスツアー（3/3（金）、3/4（土）） 
・地域会場セレモニー 

  （3/4（土）安田町、四万十市、いの町） 
（3/5（日）北川村、津野町、宿毛市など） 

５ 土佐の「おきゃく」2017 
・オープニングセレモニー 
（3/4（土）17:15～18:00 高知市中央公園） 
・高知県観光特使！ちくと一杯 
（3/4（土）17:30～19:30 高知サンライズホテル） 
・土佐の「おきゃく」2017 
（3/4（土）～3/12（日）高知市中心市街地ほか） 

６ ボンボリ点燈式 
（3/4（土）18:00～ 高知城追手門前） 

７ 食の祭典「第 49回南国土佐皿鉢祭」 
・オープニングセレモニー 
（3/5（日）10:00～10:20 大橋通り商店街南オープニングスペース） 
・食の祭典「第 49回南国土佐皿鉢祭」 
（3/5（日）10:00～17:30 大橋通り商店街ひろめ市場南側広場） 

８ 土佐清水市観光びらき式典 
（3/5（日）10:30～ ジョン万次郎資料館前岸壁） 

９ 珊瑚婚式 2017 
（3/5（日）14:30～16:00 高知城本丸御殿） 

10 外国客船「アルカディア」寄港 
（3/6（月）6:00入港～20:00出港 高知新港 7-3,7-4岸壁） 

11 ヨコハマダイヤゴルフトーナメントＰＲＧＲレディースカップ 
・前夜祭 
（3/8（水）19:15～ 土佐ロイヤルホテル） 
・予選ラウンド 
（3/10（金）8:00～ 
3/11（土）7:20～ 土佐カントリークラブ） 

・決勝ラウンド 
（3/12（日）8:00～ 土佐カントリークラブ） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
（続き） 

・表彰式 
（3/12（日）14:35～ 土佐カントリークラブ） 

12 外国客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（3/11（土）8:00入港～15:00出港 高知新港 7-3、7-4岸壁） 

13 高知城英語ガイド講座 
（3/11（土）14:00～16:00 県民文化ホール多目的室） 
（3/18（土）14:00～16:00 県民文化ホール多目的室） 
（3/19（日） 9:30～12:00 高知城） 

14  四万十・足摺無限大チャレンジライド 
（3/11（土）、3/12（日）スタート・ゴール：宿毛市総合運動公園）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

15 台湾教育旅行説明会 
 （3/13（月）～3/17（金）台湾） 
16 ＮＯＭＯベースボールクラブ 高知キャンプ 

・歓迎パーティー 
（3/13（月）19:00～ ホテル日航高知旭ロイヤル） 
・キャンプ期間 
（3/13（月）～3/18（土）春野総合運動公園 野球場） 

17 志国高知幕末維新博推進協議会 第５回運営委員会 
（3/15（水）10:30～12:00 高知会館） 

18 高知県メディア情報交換会 
（3/15（水）18:00～21:00 アンテナショップ「まるごと高知」） 

19 四国一周サイクリングＰＲ大使訪問 
（3/16（木）9:30～10:00 第二応接室） 

20 パリ Salon Mondial du Tourisme2017（パリ旅行博） 
（3/16（木）～3/19（日）パリ） 

21 外国客船「クイーン・エリザベス」寄港 
（3/19（日）10:00入港～19:00出港 高知新港 7-3、7-4岸壁） 

22 志国高知幕末維新博推進協議会  
（3/21（火）13:30～15:00 ホテル日航高知旭ロイヤル） 

23  高知ユナイテッドＳＣ キックオフパーティー2017 
（3/22（水）18:30～ ホテル日航高知旭ロイヤル） 

24 高知ファイティングドッグスグッズ等庁内販売 
（3/23（木）9:00～ 高知県庁本庁舎等）  

25 2020よさこいで応援プロジェクト 
  ・「2020よさこいで応援プロジェクト実行委員会（仮称）」設立総会／第一回

総会 
  （3/23（木）12:00～13:00 丸ビルコンファレンススクエア 

（東京都千代田区）） 
  ・よさこい for Tokyo 2020キックオフイベント 
  （3/23（木）13:30～14:30 ＫＩＴＴＥアトリウム（東京都千代田区）） 
27 高知県観光特使委嘱状交付式（三井住友海上火災保険株式会社 高知支店長） 
（3/27（月）11:30～11:45 観光振興部長室） 

28 I LOVE DOGS会 
（3/27（月）18:30～ ホテル日航高知旭ロイヤル） 

29 外国客船「サファイア・プリンセス」寄港 
（3/28（火）7:00入港～16:00出港 高知新港 7-3、7-4岸壁） 

30 台湾東南旅行社ブロガーファムツアー 
（3/28（火）、3/29（水）県内） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

農業振興部 １ 第８回土佐ぶんたん祭 
（3/5（日）10:00～17:00 高知市中央公園北口） 

２ 元気な志国の畜産＆競馬まつり 2017 
（3/5（日）11:00～20:00 高知競馬場） 

３ フードサービスソリューション 2017（株式会社久世商談会） 
（3/7（火）、3/8（水）10:00～17:00 池袋サンシャインシティ） 

４ 平成 28年度男女共同参画推進フォーラム 
（3/10（金）14:30～17:00 高知会館） 

５ 高知県稲作検討会 
（3/13（月）13:30～17:00 農業技術センター） 

６ 農業経営研修会 
（3/16（木）14:00～17:00 高知共済会館） 

７ 土佐茶販売対策協議会幹事会 
（3/21（火）14:00～16:00 ＪＡ全農こうち） 

８ 肉用子牛価格安定基金協会理事会 
（3/22（水）10:00～12:00 高知会館） 

９ ＪＡバンク高知県本部委員会 
（3/23（木）9:30～11:00 ＪＡ高知ビル） 

10 第 140回高知県都市計画審議会 
（3/23（木）14:00～16:00 高知共済会館） 

11 高知県農業協同組合中央会・連合会等臨時総会 
（3/30（木）14:30～15:00 ＪＡ高知ビル） 

12 農業関係者受賞者合同祝賀会 
（3/30（木）17:30～20:00 ホテル日航高知旭ロイヤル） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
 
 
 

１ 緑の募金春期強化月間 
（3/1（火）～5/31（水）） 

２ 高知県環境貢献型商品フェア 2017 ｉｎ ＫＩＴＴＥ 
（3/4（土）、3/5（日）東京都  ＫＩＴＴＥ） 

３ 協働の森づくり事業交流活動 
  ・電源開発㈱  

（3/4（土）馬路村） 
  ・太平洋セメント㈱ 

（3/4（土）高知市） 
  ・㈱ツムラ 

（3/16（木）越知町） 
４ ナイスふれあいフェア（土佐材展示会） 
（3/8（水）、3/9（木）9:00～16:00 岡山県瀬戸内市） 

５ 土佐の自然素材で家づくり商談会 
（3/8（水）13:30～16:00 岡山県） 
（3/9（木）13:30～16:00 広島県） 

６ 協働の森づくり事業協定締結式 
  ・三愛石油㈱  

（3/10（金）13:00～13:20 第一応接室） 
・㈱ツムラ  
（3/16（木）10:00～10:20 第一応接室） 

７ 牧野植物園の春のフラワーイベント「ドラマティック マキノ」 
（3/11（土）～5/7（日）牧野植物園） 

８ 牧野植物園 「マキノトークシーン Vol.2 「牧野富太郎の頭脳（くら）の中」 
（3/12（日）13:30～15:00 牧野植物園） 

９ 非住宅建築物木造化促進事業第５回検討会 
（3/12（日）午後 高知市） 

10 第３回小規模林業推進協議会 
（3/12（日）かんぽの宿伊野） 

11 木質バイオマスエネルギー利用促進協議会 
（3/13（月）13:00～15:00 いの町） 

12 国有林材供給調整検討委員会（第４回） 
（3/15（水）四国森林管理局） 

13 林業種苗生産事業者講習会 
（3/17（金）9:30～16:30 森林技術センター） 

14 森林組合支援ＷＧ 
（3/17（金）13:30～15:30 場所未定） 

15 林業学校卒業式 
（3/20（月）正庁ホール） 

16 ＣＬＴセミナー 
（3/21（火）13:00～16:40 東京都） 

17 環境活動支援センター運営委員会 
（3/21（火）14:30～16:30 高知市） 

18 グラーツ工科大学と森林技術センターとの交流 
（3/22（水）13:00～17:00 香美市ほか） 

19 レッドデータブック（植物編）改定委員会 
（3/22（水）14:00～16:00 高知県立牧野植物園） 

20 公益財団法人エコサイクル高知通常理事会 
（3/23（木）14:00～15:30 高知会館） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
（続き） 
 

21 高知県建設業協会との災害発生時における損壊家屋等の解体撤去の協力に関
する協定締結式 

（3/24（金）9:00～ 林業振興・環境部長室） 
22 第５回高知県地球温暖化対策実行計画改定委員会 
（3/24（金）13:30～16:00 高知会館） 

23 環境活動支援センタープロポーザル審査委員会 
（3/27（月）13:00～17:00 高知会館） 

24 高知県地球温暖化防止県民会議幹事会 
（3/28（火）10:00～12:00 場所未定） 

25 高知県四万十川流域保全振興委員会 
（3/29（水）13:00～16:00 四万十市立中央公民館１Ｆ大会議室） 

26 第４回牧野植物園磨き上げ整備基本構想検討委員会 
（3/29（水）午後 高知県立牧野植物園） 

27 高知県牧野記念財団理事会 
（3/30（木）13:30～15:30 高知県立牧野植物園） 

28 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
の策定及び公表 

（3月下旬予定） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

水産振興部 
 
 
 

１ 遊漁船業に関する研修会 
（3/8（水）15:00～16:45 安芸漁協） 

２ 奈良県五條市イベントでの県産水産物ＰＲ・販売 
（3/12（日）9:00～12:00 五條市二見） 

３ 担い手育成団体支援事業審査会 
（3/17（金）11:00～12:00 西庁舎） 

４ 高知海区漁業調整委員会 
（3/17（金）、3/30（木）14:00～ 高知共済会館） 

５ 第３８回全国豊かな海づくり大会高知県実行委員会第２回総会 
（3/27（月）13:30～15:00 高知共済会館） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ３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 
  ・グラントシマウマ愛称募集 
  （2/18（土）～3/5（日）） 

・さわる動物園 
（3/4（土））  
・のいちの森のスイーツパーティー 

  （3/19（日）、3/20（月）） 
･グラントシマウマ命名式 
（3/26（日）） 

２ 平成 28年度第２回高知県建設業ＢＣＰ認定証交付 
（3/1（水）） 

３ 建築物防災週間における防災査察「建築物防災週間」 
（3/1（水）～3/7（火）） 

４ 四万十町十和地区合同防災学習会 
（3/5（日）14:00～16:10 十和体育館）   

５ 外国客船「アルカディア」 寄港 
（3/6（月）6:00入港～20:00出港 高知新港 7-3,7-4岸壁） 

６ 外国客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（3/11（土）8:00入港～15:00出港 高知新港 7-3、7-4岸壁） 

７ 第 238回高知県開発審査会 
（3/14（火）13:30～16:00 高知共済会館） 

８ 外国客船「クイーン・エリザベス」寄港 
（3/19（日）10:00入港～19:00出港 高知新港 7-3、7-4岸壁） 

９ 客船「飛鳥Ⅱ」寄港 
（3/22（水）8:00入港～17:00出港 高知新港 7-2岸壁） 

10 土砂災害警戒区域内避難所マニュアル（案）検討会（第二回） 
（3/22（水）14:00～16:00 高知会館） 

11 住宅耐震化促進に係る意見交換会（県・市・事業者） 
（3/22（水）15:30～17:00 県庁建築課分室）  

12 第 140回高知県都市計画審議会 
（3/23（木）14:00～15:00 高知共済会館） 

13 外国客船「サファイア・プリンセス」寄港 
（3/28（火）7:00入港～16:00出港 高知新港 7-3、7-4岸壁） 

14 客船「飛鳥Ⅱ」寄港 
（3/28（火）8:00入港～14:00出港 高知新港 7-2岸壁） 

15 平成 28年度第一回建築審査会 
（3/27（月）13:30～15:00 共済会館） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

会計管理局  
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

公営企業局 １ 第 70回がんの勉強会 
（3/3（金）18:00～19:00 幡多けんみん病院） 

２ 公営電気事業経営者会議 技術専門委員会 
（3/6（月）14:00～17:00 東京） 

３ 公営電気事業経営者会議 経営専門委員会 
（3/8（水）14:00～17:00 東京） 

４ 第 15回ふれあい医療教室 
（3/11（土）13:30～16:00 あき総合病院） 

５ あき総合病院と高知大学医学部附属病院とのがん診療の連携に関する協定締
結式 

（3/16（木）16:00～ 高知大学医学部附属病院） 
６ 高知県立病院群総合医・家庭医養成後期研修プログラム研修管理委員会及び

ポートフォリオ発表会 

（3/18（土）12:30～18:00 高知共済会館） 

７ 職場安全衛生委員会（電気・工水事業） 
（3/21（火）9:30～11:00 総合制御所） 

８ 室戸市との地域医療に関する課題の検討会 
（3/22（水） 13:30～15:30 あき総合病院） 

９ 幡多けんみん病院経営幹部会議 

（3/28（火）13:30～ 幡多けんみん病院） 

10 あき総合病院経営幹部会議 

（3/30（木）16:00～ あき総合病院） 

 



H29.3.23 政策企画課 

－24 / 27－ 

各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

教育委員会 
 
 
 

１ こうちの子ども健康・体力つくりフォーラム２０１７ 
（3/4（土）9:40～15:00 高知市文化プラザかるぽーと） 

２ 平成 29年度高知県公立高等学校入学者選抜（Ａ日程） 
（3/4（土）、3/5（日）各公立高等学校） 

３ 全国高等学校総合文化祭第１回合同業務別部会 
（3/12（日）09:30～12:30 丸ノ内高校） 

４ 高知県ジュニア選手育成事業 修了式 
（3/12（日）13:30～15:15 青少年センター） 

５ 第４回総合教育会議 
（3/16（木）13:00～15:00 人権啓発センター） 

６ 高知県立高知国際中学校・高等学校 第２回学校説明会 
（3/20（月）10:00～11:45 高知県立県民文化ホールオレンジホール） 

７ 第４回教育振興基本計画推進会議 
（3/21（火）10:00～12:00 人権啓発センター） 

８ 高知県人権教育推進委員会 
（3/22（水）10:30～12:00 教育委員室） 

９ 平成 29年度高知県公立高等学校入学者選抜（Ｂ日程） 
（3/22（水）該当の公立高等学校） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

警察本部 １ リクナビ 2018合同企業説明会 
・就活開幕ＬＩＶＥ広島 
（3/1（水）10:00～17:00 
3/2（木）10:00～17:00 広島産業会館） 

・四国就職希望者のための企業発見ＬＩＶＥ大阪 
（3/2（木）10:00～16:00 インテックス大阪） 
・就活開幕ＬＩＶＥ高知 

  （3/9（木）13:00～17:00 高知市文化プラザかるぽーと） 
  ・四国就職希望者のための企業発見ＬＩＶＥ東京 
 （3/12（日）11:00～17:00 東京ビッグサイト） 

２ 応急救助機関合同津波対応訓練 
 （3/9（木）13:30～15:30 仁淀川河口左岸） 
３ 退職者送別式 
 （3/31（金）15:45～16:30 警察本部） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

東京事務所 
 
 
 

１ 高知県「志国高知 幕末維新博」開幕プレスツアー 
（3/3（金）、3/4（土）高知県内） 

２ 東京農業大学公務員・ＵＩターン相談会 
（3/9（木）14:00～17:00 東京農業大学（東京都世田谷区）） 

３ 東日本大震災六周年追悼式 
（3/11（土）14:30～16:15 国立劇場（東京都千代田区）） 

４ 四国地方で就職したい人のための企業発見ＬＩＶＥ東京（リクナビ） 
（3/12（日）11:00～17:00 東京ビッグサイト（東京都江東区）） 

５ マイナビ就職セミナー四国Ｕターン 
（3/13（月）13:00～17:00 パレスサイドビル（東京都千代田区）） 

６ 高知県メディア情報交換会 
（3/15（水）18:00～ まるごと高知） 

７ 大田市場まつり 
（3/15（水）～3/17（金）大森とうきゅう（東京都大田区）） 

８ 東京都庁全国観光ＰＲコーナーにおける物産観光展 
（3/15（水）～3/21（火）東京都庁（東京都新宿区）） 

９ 四国デスティネーションキャンペーンＰＲサンプリング 
（3/18（土）11:00～ ＪＲ東海ツアーズ東京支店前（東京都千代田区）） 
（3/19（日）11:00～ まるごと高知） 

10 2020よさこいで応援プロジェクト 
  ・「2020よさこいで応援プロジェクト実行委員会（仮称）」設立総会／第一回

総会 
  （3/23（木）12:00～13:00 丸ビルコンファレンススクエア 

（東京都千代田区）） 
  ・よさこい for Tokyo 2020キックオフイベント 
  （3/23（木）13:30～14:30 ＫＩＴＴＥアトリウム（東京都千代田区）） 
  ・東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への要望活動 
  （3/23（木）14:45～15:15 虎ノ門ヒルズ（東京都港区）） 
  ・東京都への要望活動 
  （3/23（木）15:50～16:05 東京都庁（東京都新宿区）） 
11 南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討ＷＧ（第４回） 
（3/24（金）13:00～15:00 中央合同庁舎第８号館（東京都千代田区）） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ３月の主要な取り組み予定 

産業振興センター 
 

１ 近畿・四国合同広域下請商談会 
（3/1（水）、3/2（木）10:30～16:40 京都市京都パルスプラザ） 

２ ものづくり地産地消出前相談会 
・幡多地域 
（3/2（木）10:00～16:00 四万十市） 
・高知市 
（3/6（月）10:00～16:00 高知市） 
・高幡地域 
（3/8（水）10:00～16:00 須崎市） 

３ よろず支援拠点 
・手書きポップ＆デザイン実践セミナー 
（3/6（月）13:30～16:30 須崎市須崎総合庁舎） 
（3/10（金）13:30～16:30 四万十市中村合同庁舎） 
・写真の撮り方セミナー 
（3/7（火）13:30～15:00 サンピアセリーズ） 
・写真撮影見学・相談会ｉｎ松葉川 
（3/8（水）13:30～16:30 四万十町松葉川温泉） 
・ネットショップ開業講座 
（3/9（木）14:00～15:00 ぢばさんセンター） 
・マスコミからどんどん取材が来るプレスリリース作戦講座 
（3/22（水）13:30～16:00 四万十町） 

４ 【見本市】建築建材展２０１７ 
（3/7（火）～3/10（金）東京ビッグサイト） 

５ 海外展開セミナー 
（3/15（水）13:30～17:00 サンピアセリーズ） 

６ 第３回東京営業本部ミニ展示商談会（紙関係分野） 
（3/17（金） 浜松町貿易センタービル） 

７ 事業戦略セグメント別セミナー（製造環境改善） 
（3/17（金）13:30～15:00 ぢばさんセンター） 

８ 第４回東京営業本部ミニ展示商談会（ギフト・木工・雑貨分野） 
（3/22（水） 浜松町貿易センタービル） 

９ 第 11回事業戦略支援会議 
（3/23（木）13:30～15:30 ぢばさんセンター） 

10 近畿下請ブロック会及び近畿・四国合同商談会担当者会 
（3/24（金）13:00～ 和歌山市） 

11 理事会 
（3/27（月）14:00～16:00 ぢばさんセンター） 

12 評議員会 
（3/29（水）14:00～16:00 ぢばさんセンター） 

13 第４回見本市活用検討会 
（3/31（金）ぢばさんセンター） 

 


