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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ４月の主要な取り組み予定 

総務部 １ 新規採用者辞令交付式 
（4/3（月）9:00～9:50 正庁ホール） 
２ 知事講話 
（4/3（月）13:00～13:30 正庁ホール） 
３ 服務関係説明会 
（4/11（火）13:10～17:00 農業技術センター） 
（4/12（水）13:10～17:00 正庁ホール） 
（4/13（木）13:10～17:00 須崎土木事務所四万十町事務所） 
４ 第 129回高知県市議会議長会定期総会 
（4/12（水）15:00～ 高知会館） 
５ 県選出国会議員への東京事務所参事による政策提言の説明 
（4/13（木）、4/14（金）議員会館） 
６ 全国知事会議 
（4/14（金）13:30～15:30 都道府県会館） 
７ 公益法人・移行法人担当者研修会 
（4/17（月）9:00～15:30 正庁ホール） 
８ 業務概要委員会 
（4/18（火）～4/20（木）） 
９ 第２回山口・高知両県知事会議 
（4/18（火）16:00～17:00 高知城歴史博物館） 
10 第 131回高知県市長会議 
（4/19（水）13:30～17:00 城西館） 
11 第１回対話と実行行脚 
（4/20（木）土佐市） 
12 法規事務研修会 
（4/21（金）9:00～17:00 正庁ホール） 
13 第１回税外未収金対策幹事会 
（4/24（月）13:30～16:00 本庁４階会議室） 
14 第３回高知・香川両県知事会議 
（4/27（木）16:00～17:00 高知城歴史博物館） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ４月の主要な取り組み予定 

危機管理部 
 
 
 

１ 平成 29年度消防職員初任教育入校式 
（4/6（木）10:30～11:30 消防学校） 
２ 平成 29年度嶺北消防団連合会定期総会 
（4/6（木）15:00～ 本山町プラチナセンター） 
３ 平成 29年度危機管理部初任者研修 
（4/7（金）、4/10（月）9:30～12:00 防災作戦室） 
４ 平成 29年度高知県消防長会東部ブロック会総会 
（4/7（金）15:00～ 香美市消防本部） 
５ 自衛官候補生入隊行事 
（4/9（日）9:30～10:10 高知駐屯地） 
６ 平成 29年度第１回地域本部連絡会議 
（4/10（月）15:00～17:00 防災作戦室） 
７ 平成 29年度高知県消防長会春季総会 
（4/14（金）13:30～17:00 高知市総合あんしんセンター） 
８ 平成 29年度高知県総合防災訓練・地域防災フェスティバル第３回打合せ 
（4/20（木）13:30～15:00 室戸市保健福祉センターやすらぎ） 
９ 平成 29年度危機管理・消防防災事務担当者会 
（4/21（金）13:00～16:30 高知城ホール） 
10 第 14旅団創隊及び善通寺駐屯地開設記念行事 
（4/23（日）10:00～14:00 陸上自衛隊善通寺駐屯地） 
11 応急救助機関連絡会代表者会 
（4/25（火）15:00～17:00 防災作戦室） 
12 平成 29年度高知県消防大会 
（4/26（水）13:00～17:00 県民体育館） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ４月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
 
 
 

１ 幡多看護専門学校入学式 
（4/5（水）13:30～ 幡多看護専門学校） 
２ 高知県医師会看護専門学校入学式 
（4/5（水）14:00～ 高知県医師会看護専門学校） 
３ 高知県医師会准看護学院入学式 
（4/6（木）14:00～ 総合あんしんセンター） 
４ 国立病院機構高知病院附属看護学校入学式 
（4/7（金）10:00～11:00 国立病院機構高知病院附属看護学校） 
５ 高知理容美容専門学校入学式 
（4/10（月）10:00～ 高知理容美容専門学校） 
６ 県庁献血 
（4/18（火）9:30～11:30 

12:45～16:30 本庁舎正面玄関前） 
７ 高知県県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会第７回幹事会 
（4/21（金）時間、場所未定） 
８ 災害時医療従事者等研修（高知ＤＭＡＴ研修） 
（4/29（土）9:30～18:20 
4/30（日）8:30～17:00 高知医療センター） 

９ 高知県国民健康保険運営協議会 
（日時、場所未定） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ４月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 １「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害啓発週間」関連事業 
・横断幕掲示 
（4/1（土）～4/14（金）議会棟渡り廊下南側） 
・街頭啓発活動 
（4/2（日）12:00～13:00 中央公園前スペース） 
・高知城ライトアップイベント 
（4/2（日）19:00～22:00 高知城） 
・パネル展 
（4/3（月）～4/14（金）本庁舎１階玄関ホール） 
２ 「高知県子ども食堂支援基金」への寄附の募集 
（4/3（月）～） 
３ 平成 29年度介護保険認定調査員新規研修会 
（4/10（月）10:00～16:00 安芸総合庁舎） 
（4/17（月）10:00～16:00 幡多総合庁舎） 
（4/21（金）10:00～16:00 ふくし交流プラザ） 
４ 高知県精神保健福祉ボランティア連絡協議会設立総会 
（4/11（火）14:00～16:00 こうち男女共同参画センターソーレ） 
５ 平成 29年度高知県福祉・介護職員合同入職式 
（4/14（金）13:00～17:00 高知城ホール） 
６ 高知県少子化対策推進県民会議 広報啓発部会 
（4/17（月）14:00～16:00 高知県立文学館） 
７ 平成 29年度介護保険初任者実務研修会 
（4/18（火）10:00～16:00 高知共済会館） 
８ 平成 29年度第１回障害者職業能力開発情報交換会 
（4/19（水）13:30～16:30 高知県教育センター分館） 
９ 平成 29年度市町村福祉・介護保険担当者連絡会 
（4/27（木）10:00～16:00 高知共済会館（予定）） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ４月の主要な取り組み予定 

文化生活スポーツ
部 
 
 
 

１ フィリピン・ベンゲット州知事夫妻及び元知事来高 
（3/30（木）～4/4（火）） 

  ・知事表敬訪問 
   （4/3（月）11:40～12:00 第一応接室） 
  ・ベンゲット州知事夫妻及び元知事歓迎夕食会 

（4/3（月）18:30～20:30 三翠園） 
２ 高知ファイティングドッグス 2017年開幕戦 

（対戦：福岡ソフトバンクホークス３軍） 
（4/1（土）18:00～試合開始、高知球場） 

３ 高知県立大学入学式 
（4/4（火）10:00～11:30 県民文化ホール） 

４ 高知県交通安全指導員委嘱式 
（4/4（火）13:30～14:30  高知会館） 

５ 高知工科大学入学式 
（4/5（水）11:00～11:40 高知工科大学講堂） 

６ 春の全国交通安全運動 
（4/6（木）～4/15（土）県内各地） 
・出発式 
（4/6（木）13:00～13:25 県庁本庁舎正面玄関） 

・パレード 
（4/6（木）13:30～14:30 高知大神宮前～帯屋町アーケード～中央公園） 

７ チェコ共和国オリンピック委員会視察 
（4/7（金）9:00～ 県立春野総合運動公園、はるのの湯、浦ノ内カヌー場、 
県立武道館、高知城、高知城歴史博物館） 

８ 第 26回まんが甲子園予選作品募集発表 
（4/11（火）時間未定 県政記者室） 

９ ＪＥＴプログラム参加者来日オリエンテーション 
（4/11（火）、4/12（水）東京都・ルポール麹町） 

10 カシオ計算機㈱社長来高にかかる知事面談 
（4/11（火）13:00～13:30 知事室） 

11 オーストラリアソフトボール Fabian氏来高 
（4/12（水）13:00～ 県立春野総合運動公園） 

12 平成２９年度高知県ジュニア選手育成事業認定式 
（4/15（土）13:30～14:00 県立青少年センター） 

13 まんが甲子園ＰＲキャラバン 
（4/23（日）～4/29（土）台湾、シンガポール） 
（4/25（火）、4/26（水）石川県、滋賀県） 

14 平成 29年度高知県自転車対策連絡協議会 
（4/24（月）14:30～16:00 県民文化ホール第６会議室） 

15 ニコニコ超会議 2017へのブース出展 
（4/29（土）10:00～18:00  
4/30（日）10:00～17:00 千葉県幕張メッセ） 
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各部局等の主要な取り組み 

  

部局名 ４月の主要な取り組み予定 

産業振興推進部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
産学官民連携セン
ター 
 
 
 
 
 
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） 
 

１ 高知フェア 
（4/7（金）～4/9（日）フーデリー霧島店（宮崎）ほか）【連携】 
２ 第１回産業振興推進本部会議 
（4/11（火）9:00～16:30 
4/12（水）9:00～11:00第二応接室） 

３ 平成 29年度高知県外商職員担当者会議 
（4/12（水）東京事務所） 
４ こうち起業サロン 
（4/15（土）13:00～ 産学官民連携センター） 
５ あったか高知 移住セミナー ～地方公務員として働く～ 
（4/15（土）17:00～20:00  
東京交通会館８Ｆ ふるさと回帰支援センター（千代田区有楽町）） 

６ 米国食品安全強化法（ＦＳＭＡ）対応支援事業 ステップ①基礎研修 
（4/19（水）高知ぢばさんセンター） 
７ 旭食品㈱とのパートナーズ協定に基づく平成 29年度第１回協議会 
（4/27（木）10:00～ 場所未定） 
８ 第１回高知県移住推進協議会 
（4/28（金）時間未定 高知サンライズホテル） 
 
１ 高知県・大学等連携協議会第５回総会 
（4/14（金）11:00～12:00 ココプラ） 
２ 2017土佐ＭＢＡオープンアカデミー 
 【第１部】イントロダクションセミナー＆土佐ＭＢＡガイダンス 
【第２部】プレゼン大会＆土佐ＭＢＡ体験版  

（4/15（土）13:30～17:10 ココプラ） 
 
１ 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）） 
２ 関西室戸会 
（4/8（土）13:00～ ホテルアウィーナ大阪（大阪市天王寺区）） 
３ 第 34回紀貫之墓参 
（4/8（土）比叡山（滋賀県大津市）） 
４ 京都四国人会第 17回通常総会・合同懇親会 
（4/16（日）11:00～14:00 総本山仁和寺（京都市右京区）） 
５ 2017年度茨城・高槻・摂津・高知県人会総会・懇親会 
（4/16（日）11:30～14:30 ニューオオサカホテル（大阪市淀川区）） 
６ 高知県人会近畿連合会平成 29年度第１回理事・幹事会  
（4/25（火）17:00～ 土佐料理みなみ） 
 
 
１ 「さぁ、名古屋空港から出かけよう！」第 4回日本各地の名産・観光巡り 
フェア 

（4/8（土）、4/9（日）オアシス 21銀河の広場（名古屋市）） 
２ 高知フェア 
（4/19（水）～4/25（火）フードオアシスあつみ ６店舖） 
（4/20（木）～4/25（火）アピタ名古屋空港店） 
（4/21（金）Ａコープ高蔵寺店） 
３ 第 51回全国センター合同物産観光展（春展） 
（4/24（月）～4/28（金）中日ビル） 
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部局名 ４月の主要な取り組み予定 

産業振興推進部 
（地産外商公社） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 高知フェア 
（2/6（月）～4/28（金）月島もんじゃ こぼれや） 
（3/1（水）～4/20（木）こだわりもん一家） 
（3/2（木）～6/19（月）過門香） 
（4/1（土）～5/2（火）日本のご馳走 えん） 
（4/6（木）～4/12（水）さくらコマース府中店） 
（4/7（金）～4/9（日）フーデリー霧島店ほか（宮崎）） 
（4/8（土）、4/9（日）ダイキョープラザ弥永店（福岡）） 
（4/12（水）～4/18（火）三越銀座店） 
（4/20（木）～4/27（木）ベニースーパー） 
（4/25（火）～5/31（水）ウェスティンホテル大阪） 
（4/28（金）～5/8（月）マルイファミリー海老名） 
２ 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） 
（4/5（水）～4/10（月）八木橋百貨店（埼玉）） 
３ 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） 
（4/3（月）～5/31（水）サンルートプラザ東京（千葉）） 
４ ＱＶＣジャパンテレビショッピング 
（4/14（金）7:00～8:00、12:00～13:00 「日本全国ぐるぐるグルメ～高知～」） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ４月の主要な取り組み予定 

中山間振興・交通
部 
 
 
 

１ 集落活動センターかきせ設立総会 
（4/2（日）10:00～ 黒潮町旧馬荷小学校体育館） 
２ 野生鳥獣に強い高知県づくり集落勉強会 
（4/7（金）19:00～ 四万十町平野集会所） 
３ 鳥獣行政市町村担当課長・担当者会 
（4/13（木）13:00～15:00 高知県立ふくし交流プラザ） 
４「四国新幹線」出前講座 
＜受講団体：高知青年会議所＞ 

（4/19（水）19:30～20:10 高知サンライズホテル） 
＜受講団体：中村青年会議所＞ 

（4/21（金）19:30～20:10 新ロイヤルホテル四万十） 
＜受講団体：南国青年会議所＞ 

（4/27（木）19:30～20:10 香南市内  
５ 鳥獣被害対策専門員会 
（4/20（木）13:30～17:00 高知城ホール） 
６ 鳥獣保護管理員会 
（4/21（金）13:00～ 幡多総合庁舎） 
（4/24（月）10:00～ 須崎総合庁舎） 
（4/25（火）10:00～ 高知ぢばさんセンター） 
（4/25（火）13:30～ 安芸総合庁舎） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ４月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
 
 
 

１ 高知職業能力開発短期大学校入校式 
（4/6（木）10:00～11：00 高知職業能力開発短期大学校） 
２ 中村高等技術学校入校式 
（4/10（月）10:30～11:00 中村高等技術学校） 
３ 高知高等技術学校入校式 
（4/11（火）10:00～10:30 高知高等技術学校） 
４ 信用保証協会 金融機関向け融資制度説明会 
（4/12（水）13:00～14:30 安芸商工会議所） 
（4/13（木）14:00～15:30 高知会館） 
（4/17（月）13:00～14:30 須崎商工会議所） 
（4/19（水）10:30～12:00 

13:00～14:30 信用保証協会幡多支所） 
５ 都道府県採石法連絡協議会（第 17回総会） 
（4/14（金）13:15～17:00 都道府県会館） 
６ 科学技術分野の文部科学大臣表彰（創意工夫功労者賞）伝達式 
（4/17（月）14:00～15:00 第一応接室） 
７ 商工会・商工会議所 金融制度説明会 
（4/18（火）13:30～15:30 サンライズホテル） 
８ 四万十市チャレンジショップＴＪＢ運営会議 
（4/18（火）10:30～12:00 チャレンジショップＴＪＢ） 
９ 明星産商㈱ 本社・高知工場 第二工場竣工式 
（4/20（木）15:00～ 高知岡豊工業団地） 
10 高知県商工会女性部連合会 通常総会・懇親会 
（4/26（水）15:40～19:30 アンジェブラン） 
11 産業振興センターと商工労働部の合同施策勉強会 
（4/26（水）、4/27（木）時間未定 工業技術センター） 
12 商工労働部関係機関長会 
（4/28（金）13:00～17:00 高知城ホール） 
13 高知県商工会青年部連合会 通常総会・懇親会 
（4/28（金）17:00～20:20 土佐御苑） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ４月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
 
 
 

１ 四国ＤＣオープニングセレモニー＆太平洋パノラマトロッコ出発式 
（4/1（土）9:00～10:00 こうち旅広場、高知駅３番ホーム） 
２ 高知ファイティングドッグス開幕戦 

（4/1（土）18:00～ 高知市営球場） 
３ 維新博レアスタンプ＆スタンプラリー実施 
 ・龍馬パスポートレアスタンプ 
    第１期期間：4/1（土）～9/30（土） 
   対象施設：22会場（龍馬記念館除く） 
・スタンプラリー 

   期間：H29.4/1（土）～H30.3/31（土） 
   対象施設：22会場（龍馬記念館除く） 
４ 外国客船「シーボーン・ソジャーン」寄港 
（4/3（月）8:00入港～18:00出港 高知新港 7-2岸壁） 
５  高知県観光特使委嘱状交付式（タレント 大桃美代子氏） 
（4/3（月）15:15～15:30 第一応接室） 
６ 志国高知幕末維新博推進協議会 
・第５回受入部会 
（4/4(火） 13:00～14:45  高知会館） 
・第５回誘致・広報部会 
（4/4（火）15:30～17:15  高知会館） 

７ 読売旅行等訪問 
（4/6（木）14:30～15:30 読売旅行本社ビル） 
８ アプリ「発見！ニッポン城めぐり」タイアップスタンプラリー開始 
（期間  H29.4/6（木）～H30.1/31（水） ） 
９ 「高知城花回廊」オープニング・セレモニー 
（4/7（金）18:00～18:30 高知城追手門内ステージ） 
10 北川村「モネの庭」マルモッタン カフェ「モネの家」リニューアルオープン 
（4/18（火）11:00～13:00 北川村「モネの庭」マルモッタン カフェ「モネの家」） 
11 上海世界旅遊資源博覧会 
（4/20（木）～4/23（日）中国・上海） 
12 土佐経済同友会 第３回観光振興委員会後の県・市・各観光部局との交流会 
（4/25（火）18:30～20:00 ホテル高砂） 
13 外国客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（4/29（土）7:00入港～15:00出港 高知新港 7-3、7-4岸壁） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ４月の主要な取り組み予定 

農業振興部 １ 獣医師養成確保修学資金貸与事業募集 
（募集期間：5/15（月）まで） 
２ 平成 29年度第１回農業振興部課長・出先機関長会議 
（4/7（金）13:30～16:30 高知共済会館） 
３ 高知フェア 
（4/7（金）～4/9（日）フーデリー霧島店ほか（宮崎））【連携】 
４ パートナー量販店による高知青果フェア 
（4/9（日）東急ストア大森店（東京都）ほか） 
５ 農業大学校入学式 
（4/11（火）13:30～15:30 農業大学校） 
６ 土佐酒振興プラットフォーム全体会 
（4/17（月）13:30～15:30 農業技術センター３階大会議室） 
７ 第２回高知県農商工連携交流会 
（4/18（火）16:00三翠園） 
８ 高知県青年農業士連絡協議会総会・研修会 
（4/20（火）14:00～17:00 高知城ホール） 
９ フラワードリーム in東京ビッグサイト 2017 
（4/22（土）13:00～19:00、 
4/23（日）10:00～18:00） 

10 高知県農業再生協議会通常総会 
（4/27（木）10:00～11:30 全農県本部） 
11 土佐あかうしの販売促進活動 
（4/30（日）東京都松屋銀座） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ４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（水）～5/31（水）） 
２ 牧野植物園「ドラマティック・マキノ 2017」 
（3/11（土）～5/7（日）9:00～17:00 県立牧野植物園） 
・エビネ展  
（4/15（土）、4/16（日）） 
・高橋宣之「横倉山」ネイチャー・フォト展  
（4/22（土）～6/18（日）） 
・牧野富太郎生誕記念「マキノの日」  
（4/24（月）） 
・ヒトツバタゴのライトアップ 
（4/29（土）、4/30（日）） 

３ 協働の森づくり事業協定締結式 
・高知空港ビル㈱ （4/3（月）16:00～16:20 第一応接室） 
・㈱四国銀行 （4/4（火）13:30～13:45 第一応接室） 
・㈱加寿翁コーポレーション  
（4/10（月）13:15～13:35 第一応接室） 

４ ＣＬＴ建築物構造見学会（柳町 CLT Build（仮称）） 
（4/12（水）高知市） 
５ ＣＬＴ建築推進協議会 
（4/14（金）12:00～16:00 高知市） 
・幹事会 12:00～12:50 
・総 会 13:00～14:30 
・見学会 15:00～16:00（柳町 CLT Build（仮称）） 
６ 林業学校入校式 
（4/16（日）10:00～11:30 正庁ホール） 
７緑の募金春の街頭募金 
（4/16（日）13:30～15:00 高知市中央公園） 
８ 仁淀川流域素材生産業協同組合総会 
（4/20（木）16:00～ いの町） 
９ 中央流域素材生産業協同組合総会 
（4/21（金）高知市） 
10 協働の森づくり事業交流活動 
 ・川崎重工業株式会社  
（4/21（金）仁淀川町） 

 ・矢崎総業㈱、日本道路㈱、（一社）四国クリエイト協会、 
㈱建設マネジメント四国  

（4/29（土）梼原町） 
11 協同組合西部木材センター 第 1000回記念市 
（4/22（土）9:00～ 宿毛市） 
12 木材増産推進プロジェクトチーム会議 
（4/28（金）14:00～16:00 高知市） 
13 災害廃棄物処理対策に係る講演会及び業務説明会 
（4月下旬 13:00～16:00 場所未定） 
14 ＣＬＴ建築物構造見学会（宿毛商銀信用組合） 
（4月下旬 宿毛市） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ４月の主要な取り組み予定 

水産振興部 
 
 
 

１ 輸出商社 産地招へい 
（4/5（水）、4/6（木） 中土佐町・宿毛市・土佐市・高知市・香南市） 
２ 高知カツオ県民会議幹事会 
（4/6（木）11:30～ 高知市） 
３ 漁協経営指導協議会 
（4/6（木）14:00～15:00 水産会館） 
４ 水産振興部関係出先機関長会議 
（4/7（金）13:15～16:45 高知城ホール） 
５ カツオ県民会議第１回シンポジウム 
（4/10（月）15：00～17:30 高知県民文化ホール・グリーンホール） 
６ 水産物都市圏外商ネットワーク強化事業委託業務プロポーザル審査会 
（4/11（火）13:30～ 西庁舎７階） 
７ 市町村水産主務課長会議 
（4/14（金）13:30～16:00 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 ４月の主要な取り組み予定 

土木部 
 
 
 

１ 外国客船「シーボーン・ソジャーン」寄港 
（4/3（月）8:00入港～18:00出港 高知新港 7-2岸壁） 
２ 佐川町西山組自主防災組織訓練（住宅耐震出前講座）  
（4/9（日）9:40～10:40 佐川町 ふれあいセンターけいとう）  
３ 維持管理エキスパート研修（のり面・擁壁分野：初級） 
（4/13（木）、4/14（金）公益社団法人高知県建設技術公社） 
４ 高知県建築士会高知支部総会 （住宅耐震に関する情報提供）  
（4/15（土）13:30～14:30 カーニープレイス高知本町４階ホール） 
５ 地すべり道路災害査定 
（4/24（月）、4/25（火）安芸市奈比賀） 
６ 道路整備促進期成同盟会高知県協議会 総会及び大会 
（4/28（金）13:30～17:00 三翠園） 
７ 外国客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（4/29（土）7:00入港～15:00出港 高知新港 7-3、7-4岸壁） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ４月の主要な取り組み予定 

会計管理局 
 
 
 

１ 新採用職員研修 
（4/10（月）9:45～11:00 正庁ホール） 
２ 服務関係説明会 
（東部ブロック 4/11（火）13:10～17:00 農業技術センター） 
（中央ブロック 4/12（水）13:10～17:00 正庁ホール） 
（西部ブロック 4/13（木）13:10～17:00 須崎土木事務所四万十町事務所） 
３ 会計事務基礎研修 
（本庁 4/18（火）10:30～16:00 正庁ホール） 
（出先機関 4/19（水）10:30～15:30 正庁ホール） 
４ チーフ・班長研修 
（4/26（水）15:30～16:30 正庁ホール） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ４月の主要な取り組み予定 

公営企業局 
 
 
 

１ 第 71回がんの勉強会 
（4/14（金）18:30～ 幡多けんみん病院） 
２ がんの学び舎 in具同田黒 
（4/16（日）10:00～11:30 四万十市・あかね館） 
３ 第 37回幡多ふれあい医療公開講座 
（4/16（日）13:30～16:00 四万十市立中央公民館） 
４ 高知県立病院経営者会議 
（4/24（月）14:00～17:00 高知共済会館） 
５ 所長会（電気・工水事業） 
（4月中旬予定 総合制御所） 
６ 電気工水業務連絡会 
（4月下旬予定 総合制御所） 
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） 

８ あき総合病院経営幹部会議 

（日程調整中 あき総合病院） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ４月の主要な取り組み予定 

教育委員会 
 
 
 

１ 公立学校新規採用教職員辞令交付式 
（4/3（月）8:30～12:00 県立美術館ホール） 
２ 県外人事交流教員（割愛採用者）辞令交付式 
（4/3（月）16:00～16:15 教育委員室） 
３ 平成 29年度スクールカウンセラー等新規採用者研修会 
（4/6（木）12:30～13:30 ふくし交流プラザ） 
４ 平成 29年度スクールカウンセラー等辞令交付式及び研修会 
（4/6（木）14:00～17:00 ふくし交流プラザ） 
５ 平成 29年度スクールカウンセラー等活用事業説明会 
・東部 
（4/10（月）15:30～17:00 安芸市民会館）   
・中部 
（4/11（火）15:30～17:00 教育センター分館） 
・西部 
（4/14（金）15:30～17:00 宿毛文教センター）  
６ 平成 29年度高知市立学校長連絡協議会 
（4/11（火）13:30～14:30 アスパルこうち） 

７ 第１回県立学校長会議 

（4/14（金）9:30～17:00  高知共済会館） 

８ 全国学力・学習状況調査 
（4/18(火)小学校第 6学年：国語、算数 中学校第 3学年：国語、数学） 
９ 高知県市町村教育長会議 
（4/19(水) 13:30～17:15 高知会館） 
10 地区別公立小中学校長会 
・西部 
（4/20(木) 8:50～17:00 宿毛文教センター） 
・東部 
（4/24(月) 8:50～17:00 安田町文化センター） 
・中部 
（4/27(木) 8:50～17:00 サンピアセリーズ） 
11 県立学校副校長・教頭会議 

（4/21（金）10:00～16:00  高知共済会館） 

12 高知県町村教育長会総会・研修会 
（4/21（金） 14:00～17:30 高知共済会館・県立高知城歴史博物館）  
13 平成 29年度スクールソーシャルワーカー初任者研修会 
（4/28（金）13:00～17:00 高知県立大学） 

14 県立学校事務長会議 

（4/28（金）10:30～16:30 教育センター分館） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ４月の主要な取り組み予定 

警察本部 
 
 
 

１ 第 71期初任科（短期）・第 85期初任科（長期）・第 27期一般職員初任科入校   
  式 
（4/6（木）10:00～11:00 県警察学校） 
２ 春の全国交通安全運動 
（4/6（木）～4/15（土）） 
３ 春の全国交通安全運動出発式 
（4/6（木）13:00～ 県庁） 
４ リクルーター指定式 
（4/10（月）10:00～ 警察本部講堂） 
５ 第２回県下警察署長会議 
（4/21（金）14:00～17:00 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 ４月の主要な取り組み予定 

東京事務所 
 
 
 

１ 東京嶺北会総会 
（4/8（土）12:00～ まるごと高知） 
２ 大田市場まつり 
（4/13（木）～4/15（土）アトレ大森（東京都大田区）） 
３ あったか高知・移住セミナー『地方公務員として働く』編 
（4/15（土）17:00～20:00 ふるさと回帰支援センター（東京都千代田区）） 
４ 東京海上日動火災保険株式会社本社における高知県フェア 
（4/28（金）東京都千代田区） 
５ ニコニコ超会議 2017 
（4/29（土）、4/30（日）幕張メッセ（千葉県千葉市）） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ４月の主要な取り組み予定 

産業振興センター 
 

１ 辞令交付式 
（4/3（火）9:00～ ぢばさんセンター） 
２ 高知県農商工連携協議会 
（4/18（火）16:00～ 三翠園） 
３ 第１回 事業戦略支援会議 
（4/25（火）13:30～15:30 ぢばさんセンター） 
４ ものづくり地産地消出前相談会 
（4/29（土）10:00～16:00 宿毛市「宿毛まるごと産業祭」） 
 


