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各部局等の主要な取り組み（平成２８年３月－４月分） 

 

部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

総務部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○選挙出前授業 
（3/9（水）～ 高知工業高校ほか） 
○対話と実行行脚 
（3/16（水）12:30～17:30 大川村） 
○第７回高知県総合教育会議 
（3/17（木）13:30～15:00 高知共済会館） 
○平成 27年度広報テレビ番組「目指せ！地域の防災力向上～南海トラフ
地震に高知家みんなで備えよう～」 

（3/20（日）16:55～17:25 高知さんさんテレビ（本放送）） 
（3/26（土）18:30～19:00 高知さんさんテレビ（再放送）） 
○公益認定等審議会 
（3/22（火）13:30～ 本庁地下会議室） 
○対話と実行座談会（第２回）「奥四万十博会場視察訪問」 
（3/23（水）11:00～18:00 高幡地域５市町） 
○退職者辞令交付式 
（3/31（木）16:00～17:00 正庁ホール） 
 
【参考】 
○２月議会日程 
 ・一般質問 
（3/1（火）～3/4（金）） 

 ・予算委員会 
（3/7（月）、3/8（火）） 

 ・常任委員会 
（3/9（水）～3/16（水）） 

 ・閉会 
（3/18（金）） 

○新規採用者辞令交付式 
（4/1（金）9:00～9:50 正庁ホール） 
○知事講話 
（4/1（金）13:00～13:30 正庁ホール） 
○服務関係説明会 
（4/6（水）13:10～17:00 農業技術センター） 
（4/7（木）13:10～17:00 須崎土木事務所四万十町事務所） 
（4/11（月）13:10～17:00 高知城ホール） 
○平成 28年度第１回税外未収金対策連絡会議・部会合同会議 
（4/12（火）13:30～15:00 正庁ホール） 
○第 128回高知県市議会議長会定期総会 
（4/13（水）15:00～ 高知会館） 
○法規事務担当者会 
（4/15（金）9:00～16:00 勤労センター） 
○日本創生のための将来世代応援知事同盟サミット inみやざき 
（4/16（土）9:30～13:00 宮崎県立芸術劇場） 
○公益認定等審議会 
（4/18（月）9:30～ 勤労センター） 
○第 129回高知県市長会議 
（4/20（水）10:00～ 足摺テルメ） 
○公益法人担当者研修会・移行法人所管課担当者研修会 
（4/25（月）9:00～16:00 正庁ホール） 

危機管理部 
 
 
 
 
 

○第３期南海トラフ地震対策行動計画（案）パブリックコメント募集 
（2/16（火）～3/16（水）） 
○土佐清水市（立石、下浦、中浜地区）現地点検報告会 
（3/1（火）10:00～14:30 各地区） 
 

→次頁へ続く 

○平成 28年度消防職員初任教育入校式 
（4/7（木）10:30～11:30 消防学校） 
○平成 28年度嶺北消防団連合会定期総会 
（4/7（木）15:00～ 土佐町 さめうら荘） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

危機管理部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○四万十市初崎地区現地点検報告会 
（3/2（水）14:00～15:00 初崎集会所） 
○高知県自衛隊入隊・入校激励会 
（3/6（日）10:00～12:00 高知ぢばさんセンター） 
○公開シンポジウム「未来をつくるアーカイブ：大規模災害情報の利活
用に向けて」 

（3/6（日）13:30～17:30 東京大学） 
○平成 27年度消防学校一日震災訓練 
（3/7（月）、3/8（火）8:30～16:10 消防学校） 
○大月町（大浦、才角、平山、小才角地区）現地点検報告会 
（3/7（月）10:00～15:00 各地区） 
○安芸市（赤野、住吉地区）現地点検 
（3/7（月）13:30～15:30 現地） 
○大月町（龍ヶ迫、泊浦、周防形、古満目地区）現地点検報告会 
（3/8（火）10:00～15:00 各地区） 
○大規模災害情報の収集・保存・活用方策に関する検討会（第３回） 
（3/8（火）15:30～17:30 中央合同庁舎第８号館） 
○平成27年度高知県救急医療協議会第2回メディカルコントロール専門
委員会 

（3/10（木）18:00～20:00 防災作戦室） 
○中土佐町上ノ加江小学校避難所運営マニュアル第２回グループワーキ
ング（マニュアルお披露目会） 

（3/11（金）13:30～ 調整中） 
○応急救助機関連絡会代表者会 
（3/11（金）15:00～17:00 防災作戦室） 
○芸西村浜東地区現地点検 
（3/12（土）9:00～11:00 現地） 
○第 24回高知県ＪＰＴＥＣプロバイダーコース 
（3/12（土）13:00～17:30、3/13（日）8:30～16:00 消防学校） 
○災害対策支部訓練及び災害対策本部・支部訓練の反省会 
（3/14（月）10:00～15:00 防災作戦室） 
○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 

（3/15（火）13:30～15:00 全国町村会館） 
→次頁へ続く 

○平成 28年度高知県消防長会東部ブロック会総会 
（4/8（金）15:00～ 香南市消防本部） 
○自衛官候補生入隊行事 
（4/10（日）10:00～13:00 高知駐屯地） 
○第 26回ナショナル･レジリエンス（防災･減災）懇談会 
（4/14（木）13:30～15:30 都内） 
○平成 28年度高知県消防長会春季総会 
（4/15（金）13:30～17:00 高知市総合あんしんセンター） 
○平成 28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
せ会 

（4/21（木）13:30～ 宿毛市総合運動公園） 
○第 14旅団創隊及び駐屯地開設記念行事 
（4/24（日）10:00～14:00 陸上自衛隊善通寺駐屯地） 
○新居地区観光交流施設・避難施設完成セレモニー 
（4/24（日）15:35～ 新居地区観光交流施設） 
○平成 28年度高知県消防大会 
（4/27（水）13:00～17:00 県民体育館） 
○平成 28年度第１回高知県Ｌアラート利用者連絡会 
（4/28（木）14:00～ こうち勤労センター） 
○土佐経済同友会 2016年４月定例会 
（4/30（土）13:30～16:30 クラウンパレス新阪急高知） 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

危機管理部 
（続き） 
 

○第２回南海トラフ地震対策推進安芸地域本部会議 
（3/17（木）10:00～12:00 安芸総合庁舎） 
○安芸地域応急救助機関連絡会 
（3/17（木）13:00～16:00 安芸総合庁舎） 
○第２回南海トラフ地震対策推進中央東地域本部会議 
（3/17（木）15:00～16:30 中央東土木事務所） 
○安芸市東浜西地区現地点検 
（3/17（木）16:15～17:15 現地） 
○地域本部連絡会議 
（3/18（金）9:00～14:00 防災作戦室） 
○第 25回ナショナル･レジリエンス（防災･減災）懇談会 
（3/18（金）10:00～11:30 都内） 
○平成 28年度全国防災士研修機関会議 
（3/18（金）14:30～17:00 全国町村会館） 
○平成 27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 
 平成 27年度高知県自主防災組織知事表彰式 
（3/18（金）15:00～15:30 高知サンライズホテル） 
○「目指せ！地域の防災力向上～南海トラフ地震に高知家みんなで備え
よう～」 

（3/20（日）16:55～17:25 高知さんさんテレビ） 
○第 45回南海トラフ地震対策推進本部会議 
（3/22（火）10:00～10:30 防災作戦室） 
○平成 28年度高知県総合防災訓練第２回打合せ会 
（3/24（木）13:30～ 宿毛市総合運動公園武道場） 

健康政策部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○広域がん検診 
（3/1（火）～3/4（金）、3/7（月）～3/14（月）、3/16（水）～3/18（金） 

9:00～ 高知市保健福祉センター） 
（3/15（火）9:00～ 室戸市保健福祉センターやすらぎ） 
○高知県立幡多看護専門学校卒業式 
（3/4（金）13:30～ 幡多看護専門学校） 
○がん患者退院調整従事者研修会 
（3/8（火）18:30～20:30 地下第５会議室） 
○平成 27年度高知県准看護師試験合格発表 
（3/11（金）9:00） 

→次頁へ続く 

○幡多看護専門学校入学式 
（4/6（水）13:30～ 幡多看護専門学校） 
○高知理容美容専門学校入学式 
（4/11（月）10:00～ 高知理容美容専門学校） 
○高知家健康パスポート事業に関する説明会（保険者対象） 
（4/19（火）13:30～15:30 高知県立ふくし交流プラザ） 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○平成 27年度第３回高知県食品衛生管理認証審査会 
（3/11（金）13:30～16:00 総合あんしんセンター） 
○災害時の医療救護支援活動に関する協定締結式 
（3/14（月）13:00～13:30 第一応接室） 
○第２回高知県難病対策地域協議会 
（3/14（月）18:30～20:30 高知共済会館） 
○平成 27年度第４回高知県動物愛護推進協議会 
（3/15（火）13:30～16:00 総合あんしんセンター） 
○平成 27年度第２回高知県健康づくり推進協議会 
（3/15（火）18:30～20:30 第二応接室） 
○第３回高知県の看護を考える検討委員会 
（3/15（火）18:30～20:30 高知共済会館） 
○第３回高知県後発医薬品安心使用促進協議会 
（3/15（火）18:30～20:30 高知共済会館） 
○高知県薬物乱用防止推進連合協議会臨時総会 
（3/16（水）13:30～15:00 正庁ホール） 
○平成 27年度高知県医療安全推進協議会 
（3/17（木）14:00～16:00 高知共済会館） 
○高知ＤＭＡＴ協議会 
（3/17（木）18:30～20:30 防災作戦室） 
○高知県周産期医療協議会 
（3/17（木）19:00～20:30 第二応接室） 
○平成 27年度第２回高知県歯と口の健康づくり推進協議会 
（3/17（木）19:00～21:00 正庁ホール） 
○高知県献血推進協議会 
（3/18（金）18:30～20:30 高知共済会館） 
○看護職員就職説明会 
（3/19（土）12:30～16:30 かるぽーと） 
○高知県ジェネリック医薬品安心使用促進セミナー 
（3/21（月）13:30～16:00 高知会館） 
○高知県感染症対策協議会 
（3/22（火）18:30～20:30 高知共済会館） 
○高知県医療勤務環境改善支援センター運営協議会 
（3/22（火）18:30～ 共済会館） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
（続き） 

○平成 27年度第２回高知県災害歯科保健医療対策検討会 
（3/22（火）19:00～21:00 総合あんしんセンター） 
○大阪医科大学及び聖マリアンナ医科大学と高知県との連携のための基
本協定締結式 

（3/24（木）13:00～13:20、17:00～17:20 第一応接室） 
○平成 27年度第３回医療審議会法人部会 
（3/24（木）15:00～16:00 高知会館） 
○高知県小児慢性特定疾病児童自立支援事業検討会 
（3/24（木）16:00～18:00 保健衛生総合庁舎） 
○高知県在宅緩和ケア推進連絡協議会 
（3/24（木）18:30～ 第二応接室） 
○高知県健康診査管理指導協議会 
（3/25（金）19:00～ 第二応接室） 
○災害医療研修制度説明会 
（3/26（土）15:00～17:30 総合あんしんセンター） 
○世界腎臓デー in kochi 
（3/27（日）11:00～14:00 中央公園北口パラソル前） 
○高知県医療審議会医療従事者確保推進部会 
（3/28（月）18:30～ 共済会館） 
○第２回高知県医療情報通信技術連絡協議会 
（3/28（月）18:30～ あんしんセンター） 
○第 20回高知県がん対策推進協議会 
（3/28（月）19:30～ 第二応接室） 
○高知県災害医療対策本部会議 
（3/29（火）18:30～20:30 防災作戦室） 
○第５回高知県医師会地域医療ビジョン対策委員会 
（3/29（火）18:30～ あんしんセンター） 
○在宅医療・介護医療の ICTシステム構築事業第３回運営協議会 
（3/31（木）18:30～ 高知大学） 

地域福祉部 
 
 
 
 
 

○平成 27年度高知県工賃向上研修「生産力アップ講座」（第 12回） 
（3/1（火）10:00～16:00 教育センター分館） 
○高知県工賃向上研修「Ｂ型事業所における“家族のつどい”取組事例
報告会及び食品の表示（栄養成分）研修会」 

（3/2（水）9:30～16:30 教育センター分館） 
→次頁へ続く 

○「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（金）～4/13（水） 議会棟渡り廊下） 
 ・パネル展示 

（4/1（金）～4/13（水） 本庁舎玄関ホール） 
→次頁へ続く 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○高知県児童福祉審議会 
（3/7（月）10:00～12:00 共済会館） 
○第９回バリアフリー推進四国地域連絡会議 
（3/7（月）13:30～15:30 高松サンポート合同庁舎） 
〇介護保険法及び障害者総合支援法に基づく集団指導 
・東部会場 
（3/9（水）9:30～16:00 安芸市健康ふれあいセンター） 
・中部会場 
（3/15（火）9:30～16:00 ふくし交流プラザ） 
・西部会場 
（3/18（金）9:30～16:00 四万十市立文化センター） 

○高知県災害時の心のケア活動研修会 
（3/9（水）14:00～16:00 高知城ホール） 
○第１回高知県高齢者保健福祉推進委員会 
（3/11（金）18:30～20:30 高知城ホール） 
〇高齢者こころのケアサポーター養成研修フォローアップ研修 
（3/12（土）9:25～12:30 ふくし交流プラザ） 
○相談支援従事者スキルアップ研修 
（3/12（土）、3/13（日） 近森リハビリテーション病院） 
○平成 27年度第３回高知県福祉・介護人材確保推進協議会 
（3/14（月）14:30～16:30 ハローワーク高知） 
○障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく集団指導 
・中部会場 
（3/16（水）13:00～16:50 ふくし交流プラザ） 
・西部会場 
（3/17（木）13:00～16:50 四万十市立中央公民館） 

○障害者社会参加推進協議会 
（3/17（木）10:00～12:00 高知会館） 
○地域見守り協定三者会 
（3/17（木）13:30～15:00 ふくし交流プラザ） 
○三一会寄贈目録贈呈式 
（3/17（木）15:30～15:45 知事室） 
〇第２回高次脳機能障害支援委員会 
（3/17（木）18:30～20:00 高知城ホール） 

→次頁へ続く 

 ・街頭普及啓発活動 
  （4/2（土）16:30～18:00 中央公園付近） 
・ライトアップイベント 
（4/2（土）18:30～22:00 本庁舎東入口付近） 

 ・映画（シンプル・シモン）上映会 
  （4/16（土）10:00～16:00 ふくし交流プラザ２Ｆ多目的ホール） 
○「子どもの家庭養育推進官民協議会」設立総会 
（4/4（月）13:00～16:00 日本財団ビル） 
○高知県福祉・介護職員合同入職式 
（4/13（水）13:00～17:00 高知城ホール） 
○平成 28年度介護保険初任者実務研修会 
（4/15（金）10:00～17:00 正庁ホール） 
○「日本創生のための将来世代応援知事同盟サミット inみやざき」 
（4/16（土）9:30～13:00 メディキット県民文化センター） 
○福祉活動支援基金助成事業交付式 
（4/20（水）13:30～14:00 第二応接室） 
○平成 28年度市町村福祉・介護保険担当者連絡会 
（4/28（木）10:00～16:00 正庁ホール） 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
（続き） 
 
 
 

〇社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会 
（3/17（木）18:30～20:30 高知共済会館） 
○希望が丘学園卒業を祝う会 
（3/18（金）9:00～11:30 希望が丘学園体育館） 
○自立支援協議会（人材育成部会ワークショップ） 
（3/18（金）13:00～15:00 中央東福祉保健所） 
○高知県児童死亡事例検証報告書提出 
（3/18（金）14:20～ 知事室） 
○就労支援連絡会 
（3/22（火）13:30～15:00 こうち勤労センター） 
○高知県児童福祉審議会ひとり親家庭部会 
（3/23（水）18:30～20:00 高知共済会館） 
○高知県少子化対策推進県民会議総会 
（3/24（木）9:00～10:30 高知共済会館） 
○高知県児童福祉審議会子ども支援専門委員会 
（3/29（火）15:00～17:00 人権啓発センター） 

文化生活部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○平成 27年度海外技術研修員修了式 
（3/4（金）16:00～16:45 高知共済会館 藤） 
○第２回全国漫画家大会議 in まんが王国・土佐 
（3/5（土）、3/6（日）高知市・香南市） 
○高知県立美術館運営協議会 
（3/8（火）13:30～15:30） 
○高知県女性の活躍促進連絡会 
（3/9（水）14:00～15:00 高知商工会議所） 
○NPOと市町村との情報交換会「災害ボランティアとの連携のすがた」 
（3/9（水）18:00～20:00 高知共済会館、 
3/24（木）18:00～20:00 四万十市立中央公民館） 

○第 150回私立学校審議会 
（3/10（木）10:00～12:00 高知共済会館） 
○高知県立歴史民俗資料館運営協議会 
（3/10（木）14:00～17:00） 
○コンテンツビジネス産学情報交換会 
（3/15（火）10:00～12:00 県民文化ホール第 11多目的室） 
 

→次頁へ続く 

○高知工科大学入学式 
（4/3（日）10:20～11:00 高知工科大学） 
○高知県立大学入学式 
（4/4（月）10:00～11:30 県民文化ホール） 
○平成 28年春の全国交通安全運動（4/6（水）～4/15（金）県内各地） 
・出発式 
（4/6（水）13:00～13:20 県庁本庁舎正面玄関） 
・パレード 
（4/6（水）13:30～14:30 
 高知大神宮前～帯屋町アーケード～中央公園） 

○第 25回まんが甲子園予選作品募集発表 
（4/8（金） 発表予定） 
○平成 28年度高知県自転車対策連絡協議会 
（4/19（火）14:30～16:00 県民文化ホール第６会議室） 
○まんが甲子園ＰＲキャラバン 
（4月中旬 山梨県・徳島県） 
（4月下旬 台湾） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

文化生活部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（産学官民連携 
センター） 
 
 
 
 
 

○JICAボランティア帰国隊員部長表敬 
（3/16（水）13:15～13:30 部長室） 
○平成 27年度第２回高知県社会貢献活動支援推進会議 
（3/16（水）14:00～15:30 高知共済会館） 
○高知県立大学卒業式 
（3/17（木）10:00～12:00 県民文化ホール） 
○高知工科大学卒業式 
（3/18（金）10:20～11:00 高知工科大学） 
○高知短期大学卒業式 
（3/20（日）15:00～16:00 永国寺キャンパス体育館）  
○こうち男女共同参画会議 
（3/22（火）14:00～15:30 県民文化ホール） 
○高知県公立大学法人経営審議会・理事会 
（3/23（水）14:00～17:00 永国寺キャンパス） 
○平成 27年度高知県芸術祭第４回執行委員会 
（3/25（金）10:00～12:00 県立美術館２Ｆ会議室） 
○（公財）高知県国際交流協会第 4回評議員会 
（3/28（月）10:30～12:00 高知共済会館） 
○第７回まんが王国振興部会 
（3/28（月）18:30～20:30 本庁地下第３、第４会議室） 
○高知県・安徽省友好交流委員会幹事会 
（3/29（火）14:00～15:00 高知会館） 
○高知県・ベンゲット州姉妹交流推進会議総会 
（3/29（火）15:30～16:30 高知会館） 
○国際交流員（韓国）感謝状贈呈式 
（3/30（水）16:50～17:05 知事室） 
 
 
○シーズ・研究内容紹介 
・25（高知工科大学 地域連携機構 交通基盤研究室長・教授 熊谷 靖
彦 氏） 

（3/2（水）18:30～20:00 ココプラ） 
 
 

→次頁へ続く 

○ニコニコ超会議 2016へのブース出展 
（4/29（金・祝）10:00～18:00 千葉県幕張メッセ） 
（4/30（土）10:00～17:00 千葉県幕張メッセ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○土佐経済同友会オープンセミナー産学連携シリーズ withココプラ 
・④「財務は経営戦略。金融機関を使いたおそう！！」 
（4/13（水）18:00～20:00 ココプラ） 

○ココプラ開設１周年記念イベント 
（4/16(土)13:00～20:00ココプラ（大交流会：18:00～ 高知城ﾎｰﾙ）） 

○第１回コーディネーター会議 
（4/21（木）16:00～17:00 ココプラ） 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

文化生活部 
（産学官民連携 
センター） 
（続き） 
 

○連続講座 
・ローカル toグローバル⑤ 
（3/4（金）13:00～17:00 ココプラ） 
・高知ＣＣＢ（コ･クリエーションベース）⑤ 
（3/16（水）13:00～18:00 ココプラ） 

○土佐 FBC修了式・成果発表会 
（3/10（木）13:00～17:00 高知大学朝倉キャンパス メディアの森６Ｆ） 
○土佐ＭＢＡ 
[実践編] 
・目指せ！弥太郎 商人塾 成果報告会 
（3/11（金）14:00～17:00 高知共済会館） 

○高知版ＣＣＲＣ構想とりまとめ委員会 
（3/11（金）14:00～17:00 ココプラ） 
○連続講座「高知コ･クリエーションベース～高知 CCB～成果発表会 
（3/16（水）13:15～17:30  永国寺キャンパス教育研究棟） 
○シーズ・研究内容紹介 26（高知学園短期大学 地域看護学専攻 講師 大
西昭子 氏） 
（3/16（水）18:30～20:00 ココプラ） 
○第９回コーディネーター会議 
（3/17（木）15:00～17:00 ココプラ） 
○土佐経済同友会オープン･セミナー 産学連携シリーズ withココプラ 
・③「高知家の家計を考える」 
（3/17（木）18:00～20:00 ココプラ） 

○高知版ＣＣＲＣシンポジウム 
（3/19（土）13:30～16:30 永国寺キャンパス教育研究棟 A104） 
○ 経営者トーク⑩（ヌックスキッチン 代表西村直子 氏） 
（3/23（水）18:30～20:00 ココプラ） 
○高知県・大学等連携協議会総会 
（3/25（金）15:30～17:30 ココプラ） 

産業振興推進部 
 
 
 
 
 

○県内量販店等テストマーケティング参加事業者募集 
（H27.4/22（水）～H28.3/15（火）） 
○高知県産素材を使用した商品の販売 
・カゴメ「野菜生活 100土佐文旦＆ゆずミックス」全国販売 
（H27.11/10（火）～） 

→次頁へ続く 

○県内量販店等テストマーケティング参加事業者募集 
（H28.4/11（月）～H29.2/28（火）） 
○高知フェア 
（3/8（火）～5/8（日）やきとり「岩」（板長グループ）シンガポール） 
（5月～（予定） シンガポール 板長寿司） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

産業振興推進部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・「Cafe＆Meal MUJI」と「ファミリーマート」のコラボによる土佐文
旦ジュレの販売 

（H27.11/24（火）～ 全国のファミリーマートで約 50万本限定） 
・Ｋ’ｓ ＣＡＦＥ「高知県産生姜を使用したパスタ」の販売 
（2/2（火）～ 四国４県及び広島県（一部）のサークルＫ278店舗） 
・Ｋ’ｓ ＣＡＦＥ「高知県産ベーコンを使用したパニーニ」の販売 
・Ｋ’ｓ ＣＡＦＥ「高知県産鶏肉を使用したホットサンド」の販売 
・Ｋ’ｓ ＣＡＦＥ「高知県産なすを使用したパスタ」の販売 
（2/9（火）～ 四国４県及び広島県（一部）のサークルＫ278店舗） 
・Ｋ’ｓ ＣＡＦＥ「高知県産トマトを使用したスパゲッティ」の販売 
（2/16（火）～ 四国４県及び広島県（一部）のサークルＫ278店舗） 
・高知県産しょうがを使用した「けんちん汁」「豚しょうが焼パスタ」
の販売 

（2/16（火）～ 四国、中国地方のサークル K、サンクス 463店舗） 
○高知県産品企業期間限定出店（生姜・土佐茶チョコレート、土佐和紙
商品など） 

（1/13（水）～3/15（火）神戸） 
○高知うまいもんフェア 
（2/1（月）～3/31（木）ホテルポールスター札幌（札幌市） 
○NIPPON POSOTOVE PROJECT 動画募集 
（2/26（金）～） 
○衛生管理指導者研修 
（3/3（木）、3/4（金）9:30～17:00 高知県立大学池キャンパス 健康
栄養学部棟 2階 A306講義室） 23人） 

○HACCP実践講座 
（3/5（土）、3/6（日）9:30～17:00 高知県立大学池キャンパス 健康
栄養学部棟 2階 第一会議室)  16人） 

○移住者交流会×高知の食材を使ったお料理教室 
（3/5（土）11:00～14:00 サニーマートキッチンプラス（高知市北御座）） 
○International Restaurant＆Foodservice Show Of New York2016 
（3/6（日）～3/8（火）米国ニューヨーク展示会） 
○高知フェア 
（3/8（火）～5/8（日）やきとり「岩」（板長グループ）シンガポール） 
（3/12（土）～3/14（月）クッキー（鹿児島））【連携】 

→次頁へ続く 

○第１回産業振興推進本部会議 
（4/12（火）9:00～17:00） 
○第１回高知県移住推進協議会 
（4/28（木） 高知サンライズホテル） 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

産業振興推進部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○業務用商品フォローアップ産地訪問 
（3/11（金）、3/12（土）キッチンエヌ 西部地区 8企業訪問） 
○金融機関との包括協定連絡会 
・高知銀行（3/14（月）10:00～11:30 第３応接室） 
・四国銀行（3/15（火）10:00～11:30 第３応接室） 
・日本政策金融公庫（3/17（木）14:00～15:30 第３応接室） 
・幡多信用金庫（3/18（金）10:30～12:00 幡多信用金庫本店） 
○爺-POP from高知家 ALL STARSによる高齢バンザイ！踊ってみた動画
「高知家 ALL STARS バージョン」公開 
（3/14（月）） 
○四国・瀬戸内の観光と物産展 
（3/16（水）～3/22（火）トヨタ生協メグリア本店） 
○食品企業個別相談会 
（3/17（木）高知城ホール、3/18（金）能力開発センター）９社 
○平成 28年度食品関連事業説明会 
（3/17（木）高知城ホール 55人、3/18（金）幡多土木事務所 20人） 
○県内量販店等テストマーケティング 
 ・実施事業者：高知県特産品販売株式会社 
 （3/19（土）10:00～19:00 バリュー） 
・実施事業者:株式会社高南食品 
（3/24（木）10:00～19:00 フジグラン野市店） 

○旅まつり名古屋 2016 
（3/19（土）、3/20（日）久屋大通公園他） 
○高知暮らし体感ツアーin北川村・室戸市・安芸市・高知市 
（3/19（土）、3/20（日）） 
○第９回産業振興推進本部会議 
（3/22（火）13:00～17:00 第二応接室） 
○KOCHI FOOD FESTIVAL IN BANGKOK 2016 
（3/23（水） タイ バンコク 主催：高知県） 
○第８回産業振興推進総合支援事業費補助金審査会 
（3/23（水）13:00～15:30 文教会館） 
○第２回四国地方産業競争力協議会 
（3/24（木）13:30～16:00 高知会館） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○大阪出張移住相談 
（3/25（金）、3/26（土）11:00～17:00 

大阪ふるさと暮らし情報センター） 
○第３回高知家統一セールスキャンペーン推進本部会議 
（3/25（金）13:00～14:30 第２応接室） 
○第４回産業振興計画フォローアップ委員会 
（3/28（月）13:30～16:30 高知サンライズホテル） 
 
 
○高知フェア 
（1/13（水）～3/15（火）神戸マルイ） 
○高知のトマトを食べ比べて味わう 34日間 
（2/27（土）～3/31（木）グランフロント大阪 うめきた広場１階・地
下 1階の 14店舗） 
○春のええもん市（４県連携物産展） 
（3/3（木）、3/4（金）高知県大阪事務所ほか） 
○四国就職ガイダンス in大阪 
（3/7（月）13:00～16:30 梅田スカイビル） 
○2016年オリックス・バファローズ激励パーティー 
（3/8（火）18:30～20:00 帝国ホテル大阪） 
○2016春季加藤産業グループ総合食品展示会 
（3/9（水）～3/11（金）神戸国際展示場） 
○佛教大学就職説明会 
（3/10（木）13:00～16:30 佛教大学紫野キャンパス） 
○四国フェア 
（3/10（木）～6/20（月）かごの屋 関西 60店舗、関東 30店舗） 
○マイナビ就職セミナー四国ＵＩＪターン 大阪会場 
（3/13（日）13:00～17:00 大阪マーチャンダイズ・マート（ＯＭＭ） 
○第 105回日本列島心のふるさと観光展 
（3/15（火）～3/28（月）梅田みちまちスクエア） 
○五港物語・県産品販売 
（3/22（火）9:00～18:00 大阪港） 
○関西室戸会 
（3/26（土）13:00～ ホテルアウィーナ大阪（大阪市天王寺区）） 

→次頁へ続く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○にっぽんの宝物ジャパングランプリ 2016 
（4/3（日）うめきた広場） 
○第 33回紀貫之墓参 
（4/9（土）比叡山（滋賀県）） 
○京都四国人会 
（4/10（日）11:00～14:10 総本山仁和寺（京都市）） 
○茨城・高槻・摂津・高知県人会総会・懇親会 
（4/10（日）11:30～14:30 ニューオオサカホテル（大阪市淀川区）） 
○森林のギャラリー木製品展示 
（4/18（月）～5/18（水） 近畿中国森林管理局） 
○Ｔｉｓ大阪キャンペーン 
（4/19（火）～4/24（日） Ｔｉｓ大阪（梅田）） 
○ディアーズコープたつたがわ高知フェア 
（4/23（土）、4/24（日）ディアーズコープたつたがわ（奈良県平郡町）） 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○高知フェア 
（2/26（金）～3/6（日）Ａコープ高蔵寺店） 
（3/10（木）～3/15（火）アピタ千代田橋店） 
○高知祭り 
（3/1（火）～4/30（土）我楽多文庫全店（名古屋市）） 
○大分・高知フェア 
（3/1（火）～4/30（土）旬蔵名駅西口店（名古屋市）） 
○観光物産展 
（3/16（水）～3/22（火）トヨタ生協メグリア本店） 
○旅まつり名古屋 2016 
（3/19（土）、3/20（日）久屋大通り公園ほか（名古屋市）） 
 
 
○「高知家お取り寄せ・贈り物グルメカタログ 2016」取扱中（通年カタ
ログ） 

（H27.9/1（火）～ H28.8/31（水）） 
○高知フェア 
（1/13（水）～3/15（火）神戸マルイ） 
（1/15（金）～3/15（火）南国酒家） 
（2/1（月）～3/31（木）ソラリア西鉄ホテルレストラン） 
（3/10（木）QVCジャパン テレビショッピング） 
（3/12（土）～3/14（月）クッキー（鹿児島）） 
（3/18（金）～3/20（日）ディーンアンドデルーカ（東京 67店舗、愛知
２店舗、福岡１店舗） 

○幕末の偉人をめぐるアンテナショップスタンプラリー（福井×高知×
熊本） 

（2/4（木）～3/4（金）「まるごと高知」ほか２アンテナショップ） 
○ご当地アンテナショップフェア 
（3/2（水）～3/8（火）高島屋横浜店） 
○第 11回ぶらり銀座春の酒まつり 
（3/4（金）～3/6（日）「まるごと高知」地下売場） 
○久世展示会 
（3/8（火）、3/9（水）池袋サンシャインシティ文化会館） 
 

→次頁へ続く 

○高知祭り 
（3/1（火）～4/30（土）我楽多文庫 5店舗（名古屋市）） 
○大分・高知フェア 
（3/1（火）～4/30（土）旬蔵名駅西口店（名古屋市）） 
○「さぁ、名古屋空港から出かけよう！」－第 3 回日本各地の名産・観
光巡りフェア－ 

（4/16（土）、4/17（日）オアシス 21銀河の広場（名古屋市）） 
○第 51回春のふるさとフェア 
（4/18（月）～4/22（金）中日ビル） 
○高知フェア 
（4/21（木）～4/26（火）アピタ名古屋空港店） 
 
 
○「高知家お取り寄せ・贈り物グルメカタログ 2016」取扱中（通年カタ
ログ） 

（H27.9/1（火）～ H28.8/31（水）） 
○AKOMEYAコラボ企画 
（3/25（金）～7/31（日）新宿ルミネ） 
○にっぽんの宝物ジャパングランプリ 2016【連携】 
（4/3（日）うめきた広場） 
○高知フェア 
（4/8（金）～4/10（日）フーデリー霧島店他） 
（4月中旬 今治デパート） 
（4/20（水）～4/26（火）三越銀座店） 
（4/21（木）～4/26（火）アピタ名古屋空港店）【連携】 
（4/23（土）、4/24（日）ディアーズコープたつたがわ）【連携】 
（4/23（土）、4/24（日）AKOMEYA銀座店） 
（4月 フレスコ全店） 
（4月下旬 ユーマートトクナガ長洲店（熊本）） 
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部局等名 ３月の主要な取り組み 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） 
（続き） 

○FOODEX JAPAN 2016 
（3/8（火）～3/11（金）幕張メッセ） 
○2016春加藤産業グループ総合食品展示会 
（3/9（水）～3/11（金）神戸国際展示場） 
○四国フェア 
（3/16（水）～3/29（火）マルイ国分寺） 
（3/20（日）～6/20（月）かごの屋） 
○「まるごと高知」個別商談会 
（3/17（木）高知城ホール、3/18（金）幡多土木事務所） 
○山陰・瀬戸内物産展＋全国名産ベストセレクション 2 
（3/17（木）～3/25（金）グリナード永山（多摩市）） 
○スプリングフェスタ 
（3/19（土）～3/21（月）丘の上プラザ（多摩市）） 
○訪都外国人旅行者等を対象とした都内アンテナショップＰＲ事業 
（3/23（水）「まるごと高知」） 
○（一財）高知県地産外商公社理事会 
（3/25（金）15:00～ 高知サンライズホテル） 
○AKOMEYAコラボ企画 
（3/25（金）～7/31（日）新宿ルミネ） 

理事（中山間対策・ 
運輸担当） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○よさこいジビエフェアの開催 
（1/15（金）～3/13（日）県内 34店舗） 
○剣山地域ニホンジカ被害対策協議会 
（3/4（金）13:30～16:00 徳島県西部総合県民局美馬庁舎） 
○とさでん交通モニタリング会議 
（3/7（月）13:00～13:45 とさでん交通本社） 
○集落活動センター仁井田のりん家開所式 
（3/12（土）11:00～14:00 四万十町仁井田） 
○集落活動センター「氷室の里」開所式 
（3/13（日）10:00～11:00 いの町越裏門） 
○野生鳥獣に強い県づくり集落勉強会 
（3/13（日）10:00～ 大月町春遠集会所） 
○北七ツ渕集落活動センター「たけのこの里」開所式 
（3/13（日）10:30～11:30 高知市北七ツ渕） 
 

→次頁へ続く 

○集落活動センター開所（４ヶ所） 
（4/1（金）・宿毛市沖の島集落活動センター 

・宿毛市鵜来島集落活動センター 
・集落活動センター姫の里（大月町） 
・集落活動センターであいの里蜷川（黒潮町）） 

○鳥獣被害対策市町村担当者勉強会 
（4/19（火）10:00～12:00 すこやかセンター伊野） 
○鳥獣被害対策市町村担当課長会 
（4/19（火）13:00～15:30 すこやかセンター伊野） 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

理事（中山間対策・ 
運輸担当） 
（続き） 

○航空利用促進協議会意見交換会 
（3/16（水）13:30～15:30 高知会館） 
○よさこいジビエ研究会 
（3/16（水）14:00～15:30 南放セーラー広告会議室） 
○四国における船舶を活用した災害に強い輸送システム検討協議会 
（3/16（水）14:00～16:00 高松センタービル） 
○集落活動センター結いの里開所式 
（3/16（水）16:30～17:10 大川村船戸） 
○震災時における公共交通のあり方検討会 
（3/17（木）14:00～16:00 高知県立大学） 
○指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画検討会 
（3/18（金）13:30～ 市町村共済会館） 
○集落活動センター越知面開所式 
（3/20（日）12:00～14:00 檮原町越知面） 
○野生鳥獣に強い県づくり集落勉強会 
（3/22（火）19:00～ 香南市東川公民館 
○第７回鳥獣被害対策専門員会 
（3/24（木）13:30～16:30 高知会館） 
○高知県航空利用促進協会総会 
（3/25（金）10:30～12:00 高知共済会館） 
○集落活動センター那波

な は

の里開所式 
（3/26（土）13:00～14:00 奈半利町） 
○集落活動センターげいせい開所式 
（3/26（土）16:00～18:30 芸西村） 
○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（火）10:00～12:00 安芸総合庁舎） 
○四国における交通施策のあり方検討会 
（3/30（水）10:00～ 高松市内） 
○阿佐東線 DMV導入協議会（幹事会） 
（3/30（水）13:30～ 徳島市） 

商工労働部 
 
 
 
 

○第 40回土佐さんごまつり名作コンテスト表彰式 
（3/1（火）9:00～11:00 とさてらす） 
○大規模小売店舗立地審議会 
（3/1（火）14:00～15:30 高知城ホール） 

→次頁へ続く 

○ものづくり地産地消・外商センター東京営業本部の設置 
（4/1（金）東京・浜松町） 
○ポリテクカレッジ入校式 
（4/5（火）10:00～11:00  ポリテクカレッジ（香南市）） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○四国就職ガイダンス in大阪 
（3/7（月）13:00～16:30 梅田スカイビル） 
○知的財産戦略セミナー（地域ブランドの創出） 
（3/7（月）14:00～16:30 高知共済会館） 
○第２回高知高年齢者就労促進連絡会議・第２回シルバー人材センター
事業推進連絡会議 

（3/11（金）13:30～17:00 高知労働局） 
○四国ＵＩＪターンセミナー 
・東京会場 
（3/12（土）12:00～17:00 ベルサール半蔵門） 
・大阪会場 
（3/13（日）12:00～17:00 ＯＭＭビル） 

○第 13回食品産業研究会 
（3/14（月）10:00～11:00 高知共済会館） 
○第３回高知県福祉・介護人材確保推進協議会 
（3/14（月）13:30～16:30 ハローワーク高知） 
○高知県就職支援相談センタープロポーザル審査会 
（3/14（月）14:00～17:00 勤労センター５Ｆ） 
○ポリテクカレッジ高知修了証書授与式 
（3/15（火）10:00～11:00 ポリテクカレッジ高知短期大学校） 
○県外駐在外商コーディネーターと防災関連産業交流会企業の意見交換  
 会 
（3/16（水）9:30～11:30 産業振興センター） 
○産学官連携会議 
（3/16（水）10:00～12:00  ココプラ） 
○製紙工業会、産業振興センター、高知県による業務連携・協力に関す
る協定書の締結 

（3/17（木）11:00～11:30 第一応接室） 
○高知県次世代育成支援企業認証式 
（3/17（木）13:30～14:00 部長室） 
○高知高等技術学校修了式 
（3/18（金）10:00～11:00 高知高等技術学校） 
○中村高等技術学校修了式 
（3/18（金）10:30～11:30 中村高等技術学校） 

→次頁へ続く 

○高知高等技術学校入校式 
（4/7（木）10:00～11:00  高知高等技術学校（高知市）） 
○中村高等技術学校入校式 
（4/8（金） 10:30～11:30  中村高等技術学校（四万十市）） 
○採石法連絡協議会（総会・試験委員会） 
（4/8（金）13:15～17:00 都道府県会館） 
○第１回防災交流会（橋梁会と共催） 
（4/18（月）13:00～17:00 高知会館） 
○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 
（4/18（月）14:00～15:00 第一応接室） 
○高知商工会議所青年部通常総会 
（4/18（月）19:00～ 高知商工会館） 
○職業能力開発審議会小委員会 
（4/19（火）13:30～16:30 高知共済会館） 
○産業振興センターと商工労働部の合同施策勉強会 
（4/20（水）未定 工業技術センター） 
（4/21（木）未定 工業技術センター） 
○富士鍛工㈱羽根工場工場見学及び竣工披露宴 
（4/21（木）13:00～16:00 室戸市） 
○商工労働部関係機関長会 
（4/22（金）13:00～17:00 オリエントホテル） 
○高知商工会議所通常議員総会 
（4/27（水）12:00～ 高知商工会議所） 
○高知県商工会女性部連合会通常総会 
（4/27（水）13:30～ アンジェブラン） 
○高知県商工会青年部連合会通常総会 
（4/28（木）15:00～ 土佐御苑） 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
（続き） 
 
 
 
 
 

○四万十市チャレンジショップ運営会議 
（3/18（金）10:30～14:00 チャレンジショップ内） 
○第 40期労働委員会委員辞令交付式 
（3/18（金）14:00～14:20 第二応接室） 
○経営革新計画審査会 
（3/18（金）15:00～16:20 職員能力開発センター） 
○高知県職業能力開発協会第 2回理事会 
（3/22（火）10:30～11:30 地域職業訓練センター） 
○第２回就労支援連絡会 
（3/22（火）13:30～15:00 こうち勤労センター） 
○平成 27年度第 3回こうち男女共同参画会議 
（3/22（火）15:00～16:30 県民文化ホール）  
○見本市等出展委託業務プロポーザル審査委員会 
（3/24（木）9:30～12:00 職員能力開発センター） 
○ものづくり産業強化事業費補助金審査会 
（3/24（木）13:30～16:30 工業技術センター） 
○高知県商店街振興議員連盟意見交換会 
（3/24（木）14:00～19:30 ふらっと中町他(香美市)） 
○高知県信用保証協会理事会 
（3/25（金）11:00～12:00 信用保証協会） 
○高知県高等学校教育研究会社会課現代社会部会・政治経済部会研究会 
（3/25（金）12:40～17:00 ネッツトヨタ南国） 
○商業振興施策説明会 
（3/28（月）10:30～  幡多地域 中村合同庁舎） 
（3/29（火）13:30～  物部川地域 香美市役所） 
（3/31（木）10:00～  仁淀川地域 土佐合同庁舎） 
○高知県紙産業フォローアップ委員会 
（3/28（月）13:30～16:00 紙産業技術センター） 
○㈱ Lifull Bizas（ライフルビザス）開所式 
（3/30（水）13:30～13:50 第７駅前観光ビル） 
○高知商工会議所第２回議員総会 
（3/30（水）16:00～ 高知商工会議所） 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○シンガポールＴＲ旅行博及び個別セールス活動 
（2/25（木）～3/1（火）シンガポール） 
○四万十市観光びらき 
（3/4（金）11:00～ 中村プリンスホテル） 
○土佐の「おきゃく」2016オープニングセレモニー 
（3/5（土）17:00～17:30 中央公園） 
○土佐の「おきゃく」2016 観光特使！ちくと一杯 
（3/5（土）17:30～19:45 ザクラウンパレス新阪急高知） 
○第４回四万十・足摺無限大チャレンジライド 
（3/6（日）6:30～ 県西南エリア） 
○第 48回南国土佐皿鉢祭オープニングセレモニー 
（3/6（日）10:00～10:20 大橋通商店街南） 
○ロイヤルカリビアンクルーズ社中国オフィシャルランドオペレーター
県内視察受入 

（3/7（月）～3/8（火）終日 県内） 
○四国観光関係者研修会（四国広域観光周遊ルート事業） 
（3/8（火）14:00～16:30 高知県民文化ホール） 
○高知県観光特使委嘱状交付式 
 ・渡邉 明 氏（㈱イートウォーク代表取締役） 
 ・西村 有加 氏（シニア野菜ソムリエ） 
 （3/9（水）16:30～16:45 第一応接室） 
○プロギアレディスカップ 
 ・前夜祭 
 （3/9（水）19:15～ 土佐ロイヤルホテル） 
 ・予選 
 （3/11（金）～3/12（土）土佐カントリークラブ） 
 ・決勝・表彰式 
 （3/13（日）土佐カントリークラブ） 
○プリンセスクルーズ社及び台湾旅行会社県内視察 
（3/9（水）～3/10（木）終日 県内） 
○高知県観光特使委嘱状交付式 
 ・増田 歩 氏（㈱キャリアイノベーション代表取締役社長） 
 （3/10（木）10:00～10:30 文化生活部長室） 
 

→次頁へ続く 

○外国客船ル・ソレアル寄港に伴う高知市中心市街地での臨時観光案内
所の開設 
（4/1（金）9:30～12:30 はりまや橋バスターミナル）  

○高知城花回廊 
・オープニングセレモニー 
（4/1（金）18:00～ 高知城） 
・イベント期間 
（4/1（金）、4/2（土）18:00～22:00 高知城・高知公園 
4/3（日）18:00～21:00 高知城・高知公園） 

○平成 28年度安芸市観光協会 観光びらき 
（4/1（金）18:00～20:00 ホテルタマイ） 
○ブラウブリッツ秋田（Ｊ３）ホームゲーム開幕戦での観光ＰＲ 
（4/3（日）秋田県秋田市「あきぎんスタジアム」） 
○高知家流ＭＩＣＥ連絡会 
（4/7（木）14:00～15:45 共済会館） 
○第２回歴史を中心とした博覧会準備委員会 
（4/8（金）14:00～16:00 高知会館） 
○「2016奥四万十博」（4/10～12/25）開幕 
 ・鉄道ホビートレイン出発式 
 （4/10（日）9:00～9:15 ＪＲ須崎駅） 
 ・オープニングイベント 
 （4/10（日）9:30～16:00 マルナカ須崎店駐車場） 
○近畿日本ツーリスト協定旅館ホテル連盟中国四国連合会第50回記念総     
会 

（4/11（月）14:30～18:00 道後温泉花ゆづき） 
○台北城市科技大学（土佐清水市とのインターンシップ協定）部長訪問 
（4/11（月）観光振興部長室） 
○平成28年度高知県観光商品造成等委託業務公募型プロポーザル審査会 
（4/12（火）13:00～17:00） 
○高知県観光特使委嘱状交付式 
 ・リッキー・チェン氏（板長グループＣＥＯ） 
・クリス・ハン氏（板長グループ アセアン地域総支配人兼取締役） 

 （4/13（水）11:30～11:45 第一応接室） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○高知県観光特使委嘱状交付式 
 ・中村 美律子 氏（演歌歌手） 
 （3/11（金）10:30～10:45 第一応接室） 
○土佐清水市観光びらき 
（3/13（日）10:30～ レスト竜串） 
○高知県とＪＲ四国の連携・協力に関する協定締結式 
（3/14（月）14:00～14:20 第一応接室） 
○ＮＯＭＯベースボールクラブ高知キャンプ 
 ・歓迎パーティー 
 （3/14（月）19:00～ ホテル日航高知旭ロイヤル） 
 ・キャンプ期間 
 （3/15（火）～3/21（月）春野球場、高知市営球場） 
○首都圏マスメディア情報交換会 
（3/16（水）18:00～21:00 東京都渋谷区） 
○高知ユナイテッドＳＣ キックオフパーティー2016 
（3/16（水）19:00～ ホテル日航高知旭ロイヤル） 
○韓国仏教新聞他招へいファムツアー 
（3/16（水）～3/18（金）終日 県内） 
○予土県境地域連携実行委員会担当者会 
（3/17（木）14:00～16:00 四万十市西土佐総合支所） 
○四国広域観光周遊ルート第４回ワーキング 
（3/18（金）14:00～16:00 四国運輸局） 
○高知港外国客船受入協議会（全体会） 
（3/18（金）15:00～ 高知城ホール） 
○高知城追手門ボンボリ点灯式 
（3/18（金）17:45～18:00 高知城追手門） 
○宿毛市観光びらき 
（3/20（日）10:00～ すくも 84マリンターミナル） 
○高知県観光特使委嘱状交付式 
 ・瀬古 利彦 氏（DeNA Running Club総監督） 
 （3/21（月・振休）15:05～15:10 高新ＲＫＣホール） 
○第８回四国デスティネーションキャンペーン実行委員会 
（3/22（火）10:30～12:00 サンポートホール高松） 
 

→次頁へ続く 

○侍ジャパン（野球）女子代表 高知強化合宿 
・関係者による副知事訪問 
（4/15（金）16:30～16:45 第二応接室） 
・強化合宿 
（4/15（金）～4/17（日） 春野総合運動公園野球場） 

○阪神タイガース球団訪問 
（4/28（木） 阪神甲子園球場） 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○東部地域観光ガイド意見交換会 
（3/22（火）13:00～15:00 奈半利町役場） 
○高知ファイティングドッグス グッズ等庁内販売 
（3/23（水）9:00～ 本庁舎等） 
○奥四万十博 対話と実行座談会 
（3/23（水）9:40～20:00 道の駅かわうその里すさき他） 
○(公社)日本観光振興協会四国ブロック広域観光振興事業推進協議会 
（3/24（木）13:30～16:00 サンポートホール高松） 
○奥四万十博本部会 
（3/24（木）13:30～ 須崎市総合保健福祉センター） 
○第 12回全国ほんもの体験フォーラムｉｎ高知 
 ・全体フォーラム 
 （3/25（金）12:30～16:00 土佐西南大規模公園体育館（１部・２部）、 

17:30～19:30（３部）新ロイヤルホテル四万十） 
 ・課題別研究分科会 
 （3/26（土）9:00～12:00 

大月町、黒潮町、土佐清水市、須崎市、本山町、安芸市の６会場） 
 ・体験ツアー 
 （3/26（土）、3/27（日）県内４ブロック） 
○ＫＡＮＡＧＡＷＡよさこいｗｉｔｈ龍馬 2016 
（3/26（土）～3/28（月）終日 神奈川県横浜市） 
○第３回土佐の豊穣祭推進会議 
（3/28（月）10:00～12:00 高知県民文化ホール） 
○予土県境サイクリング交流促進事業企画提案審査会 
（3/28（月）11:00～12:00 四万十市西土佐総合支所） 
○平成の薩長土肥連合総会 
（3/28（月）15:00～17:00 佐賀県庁） 
○Japan Travel Centre高知取材ツアー（首都圏マスメディア） 
（3/28（月）～3/30（水）終日 県内） 
○高知県観光特使委嘱状交付式 
 ・梅野 勝義 氏（明治安田生命保険相互会社高知営業支社支社長） 
（3/29（火）9:00～9:15 観光振興部長室） 

○よさこい祭り振興会総会 
（3/29（火）10:30～11:30 高知商工会館） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
（続き） 
 

○龍馬生誕 180年記念植樹式 
（3/29（火）14:00～14:30 桂浜龍馬像前） 
○平成 27年度第２回高知県観光ガイドタクシー認定制度実行委員会 
（3/29（火）14:00～16:00 交通会館） 
○香港ＥＧＬ社ツアー第一弾 歓迎セレモニー 
（3/29（火）桂浜） 
○(一社)幡多広域観光協議会社員総会 
（3/30（水）10:00～11:30 四万十市役所） 
○第３回四国ＤＣ推進委員会 
（3/30（水）15:00～16:30 ＪＲホテルクレメント高松） 
○Ｉ LOVE DOGS会 
（3/30（水）18:30～ ザ クラウンパレス新阪急高知） 

農業振興部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○高知県食品表示ウォッチャーの募集 
（3/1（火）～3/28（月)） 

○平成 28年度予算に関する要望 
（3/4（金）10:00～ 農林水産省 農村振興局） 

○高知県就農相談会 in東京 
（3/5（土) 10:00～16:00 ＡＰ浜松町） 

◯第７回土佐ぶんたん祭 
（3/6（日）10:00～17：00 中央公園北口） 

○農業法人向け研修会 
・農業経営研修会 
（3/8（火）13:30～17:00 高知会館） 
・農業後継者・従業員育成研修会 
（3/23（水）13:00～17:00 びすた保育園） 

◯平成 27年度第２回環境保全型農業推進協議会 
（3/16（水）13:30～16:00 高知共済会館） 
○新需要マーケティング協議会総会 
（3/18（金）14:00～16:00 高知県園芸連） 
◯元気な志国の畜産＆競馬まつり  
（3/20（日）11:00～20:00 高知競馬場） 
○有機のがっこう卒塾式及び閉塾式 
（3/20（日）15:00～16:45 有機のがっこう「土佐自然塾」土佐町） 
 

→次頁へ続く 

○平成 28年度高知県獣医師修学資金の新規貸付募集 
（4/1（金）～5/13（金）） 
○高知県立農業大学校入校式 
（4/7（木）14:00～15:00 農業大学校体育館） 
○肉フェスツアー2016高知 
（4/7（木）～4/10（日）10:00～20:00 中央公園） 
○第 34回四国連合乳牛共進会 
（4/10（日）9:00～15:00 高原家畜市場） 
○高知青果フェア 
（4/13（水）～19（火）西宮阪急他） 
（4/14（木）～16（土）大田市場まつり） 
◯農地の借り受け希望者の募集（農地中間管理事業） 
（4/18（月）～5/18（水）） 
○平成 27年度高知県青年農業士連絡協議会通常総会及び研修会 
（4/19（火）14:30～17:00 高知会館） 
○第２回高知県広域食肉センターあり方検討委員会 
（4/20（水）14:00～  総合あんしんセンター） 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

農業振興部 
（続き） 

○四国４県花き振興協議会 
（3/23（水） 13:30～16:00 職員能力開発センター） 
○高知県農産物輸出推進協議会 
（3/24（木）13:30～16:00 農業技術センター） 

林業振興・環境部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○第７回災害廃棄物対策四国ブロック協議会 
（3/1（火）14:00～16:00 高松市） 
○緑の募金春期強調月間 
（3/1（火）～5/31（火）） 
○第 18回高知県四万十川流域保全振興委員会（四万十川の保全及び振興
に関する重要項目を審議） 

（3/2（水）14:00～16:00 四万十市立中央公民館） 
○中期経営ビジョンフォローアップ 
（3/2（水） 仁淀川森林組合） 
○平成 27年度森林経営計画情報交換会（主催:高知県森林組合連合会） 
（3/3（木）13:00～17:00 高知市勤労者交流館２階） 
○林業就業相談会 in 幡多 
（3/5（土）13:00～15:30 四万十市立文化センター） 
○協働の森づくり事業交流活動 
 ・電源開発㈱ 
（3/5（土）馬路村） 

 ・太平洋セメント（株） 
（3/5（土）高知市） 

 ・㈱ツムラ 
（3/18（金）越知町） 

 ・四国電力㈱ 
（3/24（木）四万十町） 

○協働の川づくり事業贈呈式・協定締結式 
 ・㈱アサヒビール 
（3/9（水）11:45～12:00 第一応接室） 

○「土佐の自然素材で家づくり」商談会 
（3/10（木）9:00～17:00 ワークピア広島 広島市） 
○土佐材展示会（岡山扇木材 第２回土佐材まつり） 
（3/11（金）、3/12（土）ナイス（株）岡山市場 岡山県） 
 

→次頁へ続く 

○緑の募金春期強調月間 
（3/1（火）～5/31（火）） 
 ・緑の募金春の街頭募金 
 （4/17（日）13:30～15:00 高知市中央公園） 
○池川木材工業（有）第四工場落成式 
（4/5（火）10:00～ 仁淀川町） 
○韓国バイヤーとの商談会 
（4/5（火）、4/6（水）高知市） 
○協働の森づくり事業協定締結式 
 ・電源開発㈱ 
（4/6（水）13:30～13:45 第一応接室） 

 ・福島ミドリ安全（株） 
（4/8（金）13:00～13:15 第一応接室） 

○林業学校入校式 
（4/17（日）10:00～11:30 正庁ホール） 
○ＣＬＴ講演会（主催:ＣＬＴ建築推進協議会） 
（4/25（月）14:20～17:00 高知城ホール４Ｆ 多目的ホール） 
○高知県地球温暖化防止県民会議総会 
（4/25（月）午後 高知会館） 
○国際協力機構温暖化対策研修（タイ温室効果ガス管理機構来庁） 
（4/26（火）午後 第二応接室） 
○こうちの木の住まいづくり助成事業説明会 
（４月中～下旬予定） 
○木材増産推進プロジェクトチーム会 
（4月下旬予定） 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○小規模林業推進協議会 
（3/12（土）13:00～15:30 かんぽの宿伊野） 
○林業用種苗生産事業者講習会 
（3/14（月）9:30～16:30 森林技術センター） 
○山村林業振興基金理事会 
（3/15（火）10:00～12:00 高知県森林組合連合会会議室） 
○第２回林業学校運営委員会 
（3/15（火）13:00～15:00 こうち勤労センター会議室） 
○（公財）四万十川財団理事会 
（3/15（火）14:00～16:00 須崎土木四万十町事務所１Ｆ会議室） 
○レッドデータブック改訂委員会 
（3/17（木）9:30～12:00 高知共済会館） 

○高知県森林組合連合会理事会 

（3/17（木）10:00～ 森林組合連合会） 

○マルティキャビティコンテナ山林用種苗研究会 

（3/18（金）14:00～ 森林技術センター） 
○林業学校追加募集試験 
（3/19（土）9:30～15:00 四国森林管理局会議室） 
○林業学校卒業式 
（3/21（月）10:00～11:30 正庁ホール） 

○おおとよ製材（株）運営委員会 

（3/22（火）13:00～ おおとよ製材（株）） 
○第３回２,４,５-Ｔ系除草剤の調査に関するアドバイザー会議 
（3/22（火）13:30～16:00 高知県職員能力開発センター） 
○高知県牧野記念財団理事会 
（3/24（木）13:30～15:30 牧野植物園） 
○エコサイクル高知第６回通常理事会 
（3/24（木）13:30～ 高知会館） 
○鏡川清流保全審議会 
（3/25（金）9:30～12:00 高知市たかじょう庁舎） 
○第 19回高知県 CO2木づかい固定認証委員会 
（3/25（金）10:00～12:00 高知県山林協会） 
○高知県地球温暖化防止県民会議幹事会 
（3/25（金）10:00～12:00 高知共済会館） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
（続き） 

○第３回高知県新エネルギービジョン改定委員会 
（3/25（金）13:30～14:30 オリエントホテル高知） 
○第 21回高知県オフセット・クレジット認証運営委員会 
（3/25（金）13:30～16:00 高知県山林協会） 

○土佐グリーンパワー（株）運営委員会 

（3/25（金）16:00～ 土佐グリーンパワー（株）） 
○物部川合同部会 
（3/29（火）10:00～12:00 香美市役所） 
○第１回高知県魚さい加工公社の今後のあり方検討委員会（仮称） 
（3/29（火）10:30～ 高知県魚さい加工公社） 
○環境活動支援センター委託業務プロポーザル審査会 
（3/30（水）13:30～17:00 高知会館） 

水産振興部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○出前料理体験教室 
（3/1（火）高知市立秦小学校） 
○漁業就業支援フェア 2016 
（3/5（土）12:30～16:00 東京国際フォーラム） 
（3/12（土）12:30～16:00 

ナレッジキャピタルコンベンションセンター） 
○高知家の魚商談会 in築地にっぽん漁港市場（５回目） 
（3/8（火）13:00～15:30 築地にっぽん漁港市場） 
○県漁協・上ノ加江漁協合併推進協議会 
（3/14（月）13:30～ 上ノ加江漁協） 
○海区漁業調整員会  
（3/17（木）14：00～14：40 共済会館） 
○日本ウナギに係る情報交換会 
（3/28（月）14:00～16:00 共済会館） 
○高知県漁協指導協議会 
（3/29（火）14:00～ 水産会館） 
○高知県クロマグロ養殖振興協議会 
（3/24日（木） 宿毛市） 

○水産振興部関係出先機関長会議 
（4/8（金）13:30～17:00 高知城ホール） 
○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（月）13:00～ 西庁舎７階） 
○板長寿司「応援の店」登録証交付 
（4/13（火）11:30～11:45 第一応接室※観光特使委嘱交付式時に実施） 
○市町村水産主務課長会議 
（4/18（月）13:30～16:00 高知城ホール） 
○見本市出展業務プロポーザル審査会 
（日時未定 西庁舎７階） 
 

土木部 
 
 
 
 

○のいち動物公園 イベント 
・龍馬パスポートレアスタンプの設置 
（1/2（土）～3/31（木）） 
 

→次頁へ続く 

○のいち動物公園 イベント 
 ・ＷＷＦ「守ろう！熱帯の森」パネル展  
（3/19（土）～4/10（日））  
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

土木部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・のいちの森のスイーツパーティー 
（3/12（土）、3/13（日）） 

 ・ＷＷＦ「守ろう！熱帯の森」パネル展  
（3/19（土）～4/10（日））  

○耐震改修技術学校 
・高知校 
（3/2（水）、3/16（水）17:30～19:30 ちより街テラス） 
・黒潮校 
（3/9（水）、3/23（水）17:30～19:30 黒潮町保健福祉センター） 

○高知県既存建築物耐震対策推進協議会 
（3/4（金）14:00～16:00 県民文化ホール 第６多目的室） 
〇高知西バイパス開通式 
（3/5（土）9:30～ 枝川ＩＣほか） 
○四万十町十和地区合同防災学習会 
（3/6（日）14:30～15:00 コミュニティセンターとおわ・ホール） 
○建築物防災週間における防災査察 
（3/7（月）高知市を除く宿泊施設等６施設） 
○県外からの救援ルートとなる３桁国道、総合防災拠点と市町村の災害
対策本部を結ぶ道路等沿道の耐震診断義務化予定建築物の所有者説明
会 

 ・いの町   （3/14（月）19:00～ 本庁舎いのホール） 
 ・四万十町十和（3/16（水）18:00～ 十和地域振興局２階会議室） 
 ・四万十市  （3/17（木）14:00～ ３階防災対策室） 
・越知町   （3/17（木）19:00～ ３階大会議室） 
・四万十市窪川（3/22（火）19:00～ 本庁東庁舎１階多目的ホール） 
・高知市   （3/23（水）14:00～ 南別館 701号室） 
・安田町     （3/23（水）19:00～ 地域ふれあいセンター ホール） 

○シートレード・クルーズ・グローバル 2016 
（3/15（火）～3/17（木） 

米国 フォート・ローダーデール・コンベンション・センター） 
○第６回仁淀川流域学識者会議 
（3/16（水）9:30～12:00 高知城ホール） 
○第４回住宅耐震化促進に関する意見交換会 
（3/17（木）15:00～16:30 地下第４会議室） 

→次頁へ続く 

 ・動物写真撮影会参加者募集 
 （4/19（火）～5/8（日）） 
・ゴールデンウィークイベント 

 （4/29（金・祝）～5/5（木・祝））  
○外国客船「ル・ソレアル」高知新港寄港 
（4/1（金） 7：30入港～14：00出港） 
○維持管理エキスパート研修（高知県建設業活性化プランの取組） 
 ・「橋梁分野」初級 
  （4/8（金）9:00～17:00 高知県建設技術公社） 
 ・「のり面・擁壁分野」初級 
  （4/12（火）9:00～17:00 高知県建設技術公社）） 
 ・「トンネル分野」初級 
  （4/14（木）9:00～17:00 高知県建設技術公社）） 
○建築行政市町担当者会議 
（4/22（金）13:30～17:00 県民文化ホール 第６多目的室） 
○クルーズセミナー in 高知 2016 
（4/23（土）14：00～15：30 正庁ホール） 
〇高知東部自動車道（なんこく南ＩＣ～高知龍馬空港ＩＣ）開通式 
（4/23（土）調整中 高知龍馬空港ＩＣほか） 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

土木部 
（続き） 
 

○第５回渡川流域学識者会議 
（3/22（火）13:00～17:00 中村河川国道事務所） 
○第３回四国道路啓開等協議会 
（3/23（水）10：30～12：00 高松市） 
○県政出前講座 高知西社会保険委員会 
 南海トラフ地震への備え＜住宅の耐震化について＞ 
（3/24（木）14:00～15:00 高知会館） 
○足摺岬公園線（松尾～大浜工区）開通式 
（3/27（日）11:00～ 土佐清水市） 
○道路啓開に関する協定 締結式 
（3/28（月）13:30～11:00 土木部長室） 
○第３回相ノ沢川総合内水対策協議会 
（3/28（月）15：30～16：30 四万十市役所） 

会計管理局 
 
 
 
 
 

○証紙交付機関検査 
（3/17（木）9：30～10：00 高知銀行県庁支店） 
（3/17（木）13：00～14：30 四国銀行県庁支店） 
 

○服務関係説明会 
（東部ブロック 4/6（水）13：10～17：00 農業技術センター） 
（西部ブロック 4/7（木）13：10～17：00  

須崎土木事務所（四万十町事務所）） 
（中央ブロック 4/11（月）13：10～17：00 高知城ホール） 
○新採用職員研修（基礎Ⅰ：会計事務・旅費事務） 
（4/11（月）9：45～11：00 正庁ホール） 
○会計事務基礎研修 
（本庁 4/18（月）9：00～17：00 正庁ホール） 
（出先 4/19（火）9：00～17：00 正庁ホール） 
○チーフ・班長研修（基礎） 
（Aコース 4/19（火）15：30～16：50 職員能力開発センター） 
（Bコース 4/20（水）15：30～16：50 職員能力開発センター） 
○新採用職員研修（フォローアップ） 
（A・Bコース 4/22（金）15：15～16：45 職員能力開発センター） 
（C・Dコース 4/25（月）15：15～16：45 職員能力開発センター） 

教育委員会事務局 
 
 
 
 
 

○平成 28年度高知県公立高等学校入学者選抜 
・Ａ日程 
（3/4（金）、3/5（土）9:00～ 各県立高等学校） 
・Ｂ日程 
（3/22（火）9:00～ 該当の県立高等学校） 

→次頁へ続く 

○公立学校新規採用教職員辞令交付式 
（4/1（金）9:30～10:50 県立県民文化ホール グリーンホール） 
○新入学児童への防犯・交通安全グッズ贈呈式 
（4/4（月）9:30～10:50 教育長室） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

教育委員会事務局 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○公立学校教員採用勉強会（第２回） 
（3/6（日）9:30～12:00 教育センター本館、 

9:30～12:00 大方高等学校） 
○平成27年度スポーツ推進プロジェクト検討会第３回アドバイザー協議
会 

（3/8（火）14:00～17:00 教育センター分館） 
（3/16（水）14:00～17:00 教育センター分館） 
○平成 27年度高知県ジュニア選手育成事業修了式 
（3/13（日）13:30～15:00 青少年センター） 
○第３回高知県教育振興基本計画検討委員会 
（3/14（月）18:30～ 高知県人権啓発センター） 
○第７回高知県総合教育会議 
（3/17（木）13:30～15:00 高知共済会館） 
○第２回高知県子ども読書活動推進協議会 
（3/17（木）13:30～15:30 教育委員室） 
○平成 27年度スポーツ推進プロジェクト第３回検討会 
（3/17（木）18:30～20:30 教育センター分館） 
○平成 27年度第４回高知県人権教育推進委員会 
（3/18（金）13:00～15:00 教育委員室） 
○教職員人事異動発表 
（3/20（日）15:00） 
○高知県スポーツ推進フォーラム・平成 27年度生涯スポーツ推進県民会
議 

（3/21（月）14:30～17:00 高新ＲＫＣホール） 
○平成 27年度県外人事交流教員辞令交付式 
（3/25（金）16:30～17:00 教育委員室） 
○平成 29年度教員採用候補者選考審査説明会 
（3/26（土）9:30～11:00 安芸市民会館、四万十市中央公民館 
       14:00～15:30 教育センター本館） 
○長期勤続者（教職員）に対する退職辞令の交付と感謝状の贈呈式 
（3/30（水）14:30～16:30 高知会館） 

○平成 28年度スクールカウンセラー等新規採用者研修会 
（4/6（水）12:30～13:30 ふくし交流プラザ） 
○平成 28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（水）14:00～17:00 ふくし交流プラザ） 
○スクールカウンセラー等活用事業説明会 
・西部地区（4/11（月）15:30～17:00 宿毛文教センター） 
・東部地区（4/13（水）15:30～17:00 安芸市民会館） 
・中部地区（4/14（木）15:30～17:00 教育センター本館） 
○市町村指導事務・義務教育関係指導主事合同連絡協議会 
（4/12（火）9:30～12:20 教育センター本館） 
○平成 28年度第１回県立学校長会議 
（4/12（火）9:30～17:00 高知共済会館） 
○第２回高知県立学校の校名に関する検討委員会 
（4/12（火）18:30～21:00 高知共済会館） 
○地区別公立小・中学校長会 
・西部 
（4/15（金）9:00～ 17:00 黒潮町ふるさと総合センター） 
・中部 
（4/21（木）9:00～17:00 サンピアセリーズ） 
・東部 
（4/25（月）9:00～17:00 安田町文化センター） 

○平成28年度未来にかがやく子ども育成型学校連携事業第１回推進リー
ダー会議 

（4/15（金）13:00～17:00 教育センター分館） 
○平成 28年度高知県ジュニア選手育成事業「高知くろしおキッズ」認定
式 

（4/16（土）13:30～14:00 県立青少年センター） 
○平成 28年度全国学力・学習状況調査 
（4/19（火）小学校第６学年：国語、算数 

中学校第３学年：国語、数学） 
○平成 28年度高知県市町村教育長会議 
（4/20（水）13:30～17:15 高知会館） 
○平成 28年度県立学校副校長・教頭会議 
（4/22（金）10:00～17:00 教育センター分館） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

教育委員会事務局 
（続き） 
 
 

○平成 28年度高知県町村教育長会総会・研修会 
（4/22（金）14:30～17:15 高知共済会館） 
○平成 28年度第１回人権教育担当主事等連絡会 
（4/28（木）10:00～17:00 高知県人権啓発センター） 
○子どもと県知事のこいのぼり揚げ 
（4/28（木）10:15～11:00 県立美術館） 
○平成 28年度県立学校事務長会議 
（4/28（木）10:30～17:00 教育センター分館） 

公営企業局 
 
 
 
 
 
 
 

○高知県臨床研修連絡協議会 
（3/8（火）18:30～ 高知共済会館） 
○平成 28年 4月改定「診療報酬点数表説明会」 
（3/15（火）13：00～16：00 神戸市） 
○病院 GP（総合医・家庭医）ポートフォリオ発表会 研修管理委員会 
（3/19（土）14：00～17：30 高知共済会館） 
○レジナビ 2016東京（医学生に向けの初期臨床研修合同説明会、幡多け
んみん病院が参加） 

（3/20（日）10：00～17：00 東京） 
○第４回電気工水業務連絡会 
（3/22（火）9：30～11：30） 
○あき総合病院経営幹部会議 
（3/24（木）15:30～ あき総合病院） 
○施設見学 
（3/27（日）10：00～11：00 大豊風力発電所） 
○幡多けんみん病院経営幹部会議 
（3/29（火）13:30～ 幡多けんみん病院） 

○幡多ふれあい医療公開講座 
（4/17（日）四万十市立中央公民館） 
○電気・工水事業所長会 
（4月中旬 総合制御所） 
○高知県立病院群 総合医・家庭医養成後期研修プログラム 
 後期研修開始式 キックオフ・セレモニー 
（4/23（土）高知市内） 
○公営電気事業経営者会議 理事会 
（4/27（水）14：00～ 東京・都道府県会館） 
○経営者幹部会議（病院事業） 
（日程未定） 

警察本部 
 
 
 
 

○応急救助機関合同津波対応訓練 
（3/1（火）14:00～16:30 鏡ダム） 
○四国地方就職希望者のためのＵターン LIVE大阪 
（3/4（金）10:00～17:00 インテックス大阪） 
○四国地方就職希望者のためのＵターン LIVE東京 
（3/5（土）11:00～18:00 東京ビッグサイト） 
○リクナビ LIVE高知 
（3/10（木）13:00～17:00 高知市文化プラザかるぽーと） 
○平成 27年度退職者送別会 
（3/31（木）15:45～16:30 警察本部講堂及びエントランスホール） 

○春の全国交通安全運動出発式 
（4/6（水）13:00～ 県庁） 
○春の全国交通安全運動 
（4/6（水）～4/15（金）） 
○平成 28年度高知県警察官Ａ採用試験 
・試験案内配布開始（4/11（月）） 
・申込み受付期間（4/11（月）～5/23（月）） 

○平成 28年第２回県下警察署長会議 
（4/22（金）13:15～17:15 警察本部講堂） 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

東京事務所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○フリーペーパー「ラーラぱど」東京での「奥四万十博」のＰＲ 
（3/1（火）～ ） 
○高知県就農相談会 in東京 
（3/5（土）10:00～16:00 ＡＰ浜松町） 
○高知商業高等学校同窓会 
（3/5（土）17:00～ 東海大学校友会館） 
○第５回高知家の魚商談会 in築地にっぽん漁港市場 
（3/8（火）13:00～15:30 築地にっぽん漁港市場） 
○東京農業大学ＵＩターン相談会 
（3/10（木）9:30～12:00 東京農業大学） 
○東日本大震災五周年追悼式 
（3/11（金）12:55～16:30 国立劇場） 
○マイナビ就職セミナー四国ＵＪＩターン 
（3/12（土）13:00～17:00 ベルサール半蔵門） 
○東京都庁での「奥四万十博」ＰＲ 
（3/16（水）～3/22（火）東京都庁） 
○「多摩市スプリングフェスタ」での物販及び観光ＰＲ 
（3/19（土）～3/21（月）多摩市） 
○KANAGAWAよさこい with龍馬 2016 
（3/26（土）、3/27（日）神奈川県庁前ほか） 

○銀座駅全国ふるさとＰＲブース大型タッチパネルでの高知県観光、ア
ンテナショップ情報の発信 

（3/29（火）～H29.3/28（火）東京メトロ銀座駅） 
○東京嶺北会 
（4/9（土）12:00～ まるごと高知） 
○拉致被害者の早期救出を訴える国民大集会 
（4/9（土）19:00～21:00 文京シビックホール） 
○大田市場まつり 
（4/14（木）～4/16（土）大森とうきゅう） 
○内外情勢調査会全国懇談会 
（4/19（火）12:00～14:00 ホテルニューオータニ） 

産業振興センター ○台湾カウンターパートとの 28年度事業展開協議 
（2/28（日）～3/2（水）台湾） 
○ものづくり地産地消に係る相談会 
（2/29（月）10:00～16:00 中村合同庁舎） 
○環太平洋パートナーシップ（TPP）協定活用セミナー 
（3/2（水）14:00～16:45 サンピアセリーズ） 
○見本市プロポーザール審査会 
（3/3（木）9:00～16:00 産業振興センター） 
○海外展開個別相談会 
（3/3（木）13:00～16:30 産業振興センター） 
○補助金活用テクニックと最新省エネ技術セミナー 
（3/3（木）14:00～16:10 サンピアセリーズ） 
○ものづくり地産地消に係る相談会 
（3/4（金）9:00～12:00 中央西農業振興センター） 

→次頁へ続く 

○公財）高知県産業振興センター辞令交付式 
（4/1（金）9:00～9:30 産業振興センター） 
○ホームページ知識や運営のための基礎知識習得セミナー 
（4/18（月）10:00～16:00 高知ぢばさんセンター） 
○ｅ商人養成塾セミナー 
（4/18（月）13:00～17:00 高知ぢばさんセンター） 
○高知県産業振興センター・商工労働部合同施策勉強会 
（4/20（水）、4/21（木）高知県工業技術センター） 
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部局等名 ３月の主要な取り組み ４月の主要な取り組み予定 

○ものづくり地産地消に係る相談会 
（3/4（金）9:00～12:00 高吾農業改良普及所） 
○事業戦略に関する所内勉強会 
（3/7（月）産業振興センター） 
○建築・建材展 2016 
（3/8（火）～3/11（金）東京ビッグサイト） 
○ものづくり地産地消に係る相談会 
（3/10（木）10:00～16:00 高知農業改良普及所） 
○第８回外商支援会議 
（3/15（火）13:30～15:00 産業振興センター） 
○海外展開に係る企業同行訪問 
（3/15（火）～3/20（日）タイ） 
○製紙工業会協定締結式 
（3/17（木）11:00～11:30 知事室） 
○近畿･四国合同商談会担当者会 
（3/18（金）京都） 
○こうち農商工連携基金審査会 
（3/23（水） 9:00～16:15 産業振興センター） 
○（公財）高知県産業振興センター理事会 
（3/24（木）14:00～16:00 産業振興センター） 
○こうち産業携基金審査会 
（3/25（金）8:40～18:20 産業振興センター） 
○（公財）高知県産業振興センター評議員会 
（3/29（火）14:00～16:00 産業振興センター） 
○こうち産業携基金（研究開発関係)審査会 
（3/30（水）13:00～17:15 産業振興センター） 

※ 問い合わせについては、各部局等の主管課へ（別紙問い合わせ先参照） 


