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各部局等の主要な取り組み（平成２８年６月－７月分） 

 

部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

総務部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○熊本地震に係る職員派遣 
（罹災証明交付 5/9（月）～6/10（金）熊本県上益城郡甲佐町） 
○連携中枢都市圏市町村担当者説明会 
（6/1（水）10:30～12:00 正庁ホール） 
○平成 28年経済センサス－活動調査 
（6/1（水）～７月上旬 調査票回収） 
○四国知事会議 
（6/2（木）14:00～15:30 桂浜荘） 
○国への政策提言（９県知事会議） 
（6/6（月）国交省ほか） 
○平成 28年度県有地等売払一般競争入札（期間入札）６月入札 
（6/6（月）～6/8（水）現地説明） 
（6/9（木）～6/22（水）入札期間） 
（6/30（木）開札日） 
○高知県職員倫理審査会 
（6/7（火）15:00 ～16:30 職員能力開発センター） 
○高知県職員（獣医師・薬剤師）採用選考考査 
（6/18（土）） 
高知会場：県立大学永国寺キャンパス、東京会場：都道府県会館） 

○情報連携に向けたマイナンバー制度担当者説明会 
（6/20（月）13:30～16:20 高知城ホール） 
○対話と実行行脚（第２回） 
（6/21（火）10:00～17:00 佐川町） 
○参議院議員通常選挙公示日・立候補届出受付日 
（6/22（水）8:30～17:00 徳島県庁） 
○高知県法人会連合会第４回定時総会 
（6/22（水）15:00～16:15 ザクラウンパレス新阪急高知） 
○平成 28年度産業振興計画広報テレビ番組放送 
「高知県 ただいま加速・上昇中！～産業振興計画でさらなる飛躍へ～」 
（6/22（水）19:00～19:55 テレビ高知） 
○全国知事会地方税財政常任委員会 
（6/23（木）13:30～15:00） 

→次頁へ続く 

○高知海区漁業調整委員会委員選挙立候補予定者等説明会 
（7/1（金）14:00～15:00 本庁４階会議室） 
○日本遺産サミット in岐阜 
（7/1（金）、7/2（土）岐阜市長良川国際会議場） 
○平成 28年度産業振興計画広報テレビ番組放送 
 「高知県ただいま加速・上昇中！～産業振興計画でさらなる飛躍へ～」 
（7/2（土）12:00～12:55 テレビ高知（再放送）） 
○参議院議員通常選挙街頭啓発 
（7/3（日）11:30～14:00 高知市中央公園） 
○平成 28年度観光推進広報テレビ番組放送 
 「こころ、すっぴん。高知の旅！～本物と出会える高知観光の実現を
目指して～」 

（7/3（日）13:00～13:30 テレビ高知（本放送）） 
（7/23（土）17:00～17:30 テレビ高知（再放送）） 
○参議院議員通常選挙投開票速報事務担当者説明会 
（7/5（火）13:00～15:00 正庁ホール） 
○高知海区漁業調整委員会委員選挙市町村選挙事務担当者説明会 
（7/5（火）15:10～16:30 正庁ホール） 
○参議院議員通常選挙投開票日 
（7/10（日）） 
○税外未収金対策幹事会・債権管理推進部会合同会議 
（7/12（火）13:30～15:30 本庁４階会議室） 
○対話と実行行脚（第３回） 
（7/12（火）田野町） 
○高知県・市町村 2020年東京オリンピック・パラリンピック活用協議会 
（7/15（金）14:00～16:00 正庁ホール） 
○知事定例記者会見 
（7/22（金）14:00～14:50 第一応接室） 
○高知海区漁業調整委員会委員選挙告示日・立候補届出受付日 
（7/25（月）8:30～17:00 本庁４階会議室） 
○公益認定等審議会 
（7/25（月）9:30 本庁地下第３・第４会議室） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

総務部 
（続き） 

【参考】 
○６月議会日程 
 ・記者発表（6/1（水）） 
 ・開会（6/8（水）） 
 ・一般質問（6/13（月）～6/15（水）） 
 ・常任委員会（6/16（木）～6/20（月）） 
 ・閉会（6/22（水）） 

○「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登録推進協議会 
（7/25（月）14:00～ かがわ国際会議場） 
○対話と実行行脚（第４回） 
（7/26（火）香美市） 
○全国知事会議 
（7/28（木）、7/29（金）福岡市） 
○平成 28年度普通交付税算定結果公表 
（日時未定） 

危機管理部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○東洋町甲浦西地区現地点検 
（6/1（水）9:30～12:00 東洋町甲浦西地区） 
○四万十町応急期機能配置計画庁内検討会 
（6/2（木）13:30～ 四万十町役場） 
○平成 28年度四国地区募集会議 
（6/3（金）10:00～17:00 松山市） 
○地域安全学会春季研究発表会「熊本地震特別セッション」 
（6/3（金）16:15～17:30 県民文化ホール第６多目的室） 
○地域安全学会公開シンポジウム「地域のチカラで南海トラフ地震と戦
う」 

（6/4（土）9:30～11:30 グリーンホール） 
○地域防災フェスティバル 
（6/5（日）10:00～15:00 宿毛湾港） 
○平成 28年度高知県総合防災訓練 
（6/5（日）11:30～15:10 宿毛湾港ほか） 
○9県知事会議政策提言 
（6/6（月）13:00～17:55 内閣府、国交省、総務省） 
○市町村長との意見交換 
（6/6（月）13:30～14:30 安田町） 
○平成 28年度大規模津波防災総合訓練実行委員会 
（6/6（月）15:00～16:00 防災作戦室） 
○平成 28年度高知県自衛隊父兄会定期総会 
（6/6（月）15:00～18:00 三翠園ホテル） 
○黒潮町上分地区現地点検 
（6/7（火）9:30～11:30 黒潮町） 
 

→次頁へ続く 

○平成 28年度第１回高幡広域危機管理検討会 
（7/1（金）13:00～17:15 須崎市役所） 
○平成 28年度梼原消防団・女性消防隊連合演習 
（7/3（日）8:00～15:30 大越ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ） 
○平成 28年度仁淀消防連合会夏季演習 
（7/3（日）9:00～ 高知県消防学校） 
○平成 28年度消防団長会 
（7/15（金）15:30～ 高知市消防団本部） 
○平成 28年度西日本ブロック防災行政無線担当者会議 
（7/19（火）13:30～17:00 鳥取県庁 
7/20（水）9:00～12:00 鳥取市内） 

○平成 28年度高知県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会 
（7/21（木）13:30～15:00 職員能力開発センター） 
○ＢＣＰ講習会及び優良取組認定制度説明会 
（7/22（金）13:00～17:00 高知城ホール） 
（7/26（火）14:00～15:20 四万十市立中央公民館） 
（7/28（木）14:00～15:20 安芸市民会館） 
○平成 28年度中芸広域連合消防大会 
（7/24（日）8:30～ 中芸広域連合消防本部） 
○平成 28年度地域衛星通信ネットワーク担当課長会議 
（7/26（火）13:30～16:00 都道府県会館） 
○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 

（7/28（木）9:30～9:50 ヒルトン福岡シーホーク） 
○第４回地域本部連絡会議 
（7/29（金）15:00～17:00 防災作戦室） 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

危機管理部 
（続き） 
 

○黒潮町藤縄地区現地点検 
（6/7（火）13:30～15:30 黒潮町） 
○中土佐町応急期機能配置計画 庁内検討会 
（6/7（火）13:30～15:30 中土佐町役場） 
○黒潮町馬地地区現地点検 
（6/8（水）9:30～ 黒潮町） 
○民間事業者の防災対策・ＢＣＰ策定推進担当者会 
（6/9（木）9:00～10:30 防災作戦室） 
○防犯防災総合展 in KANSAIセミナー 
（6/10（金）13:00～14:00インテックス大阪 国際会議ホール） 
○高知県防衛協会定期総会 
（6/10（金）16:10～20:30 高知商工会館） 
○黒潮町坂折地区現地点検 
（6/12（日）9:30～ 黒潮町） 
○震災対策訓練（倒壊家屋救助救出訓練） 
（6/16（木）9:30～14:30 高知県消防学校） 
○平成 28年度第１回中央東地域本部会議 
（6/17（金）15:00～16:30 中央東土木事務所） 
○土佐市宇佐地区現地点検 
（6/18（土）18:00～ ＵＳＡくろしおセンター） 
○緊急地震速報及び Jアラートを受信した際の行動訓練 
（6/23（木）10:15～ 県及び管内市町村） 
○高知県防災行政無線運営協議会 
（6/30（木）調整中） 

健康政策部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○南海トラフ地震時重点継続要医療者支援マニュアル説明会 
（6/1（水）10:00～11:45 ふくし交流プラザ） 
（6/2（木）15:30～16:30 安芸福祉保健所） 
（6/3（金）14:00～16:00 須崎総合保健福祉センター） 
（6/7（火）14:00～16:00 四万十市立中央公民館） 
○平成 28年度都道府県自治医科大学主管課長会議 
（6/2（木）10:00～12:00 自治医科大学） 
○市町村母子保健意見交換会 
（6/2（木）10:00～12:00 安芸福祉保健所） 
（6/7（火）14:00～16:00 中央西福祉保健所） 

→次頁へ続く 

○経営セミナー「橋本市民病院の経営改革」 
（7/1（金）14:00～15:30 高知医療センター） 
○大阪医科大学・高知県地域医療支援プロジェクト協議会 
（7/1（金）14:30～15:30 大阪医科大学） 
○がん検診市町村担当者会 
（7/4（月）13:00～16:30 須崎市総合保健福祉センター） 
（7/5（火）13:00～16:30 中央東福祉保健所） 
○高知県県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会第３回会幹事会 
（7/4（月）13:00～ 職員能力開発センター） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（6/8（水）13:30～15:00 幡多福祉保健所） 
○高知県胃内視鏡検診運営委員会 
（6/2（木）19:00～21:00 西庁舎３階会議室） 
○平成 28年度高知県総合防災訓練（災害救急医療活動訓練） 
（6/5（日）9:00～17:00 宿毛市総合運動公園） 
○第 4回高知県地域医療構想策定ワーキンググループ 
（6/6（月）18:30～20:30 高知会館） 
○第１回医療関連感染対策地域支援ネットワーク会議 
（6/6（月）18:30～20:30 第二応接室） 
○平成 28年度第１回日本一の健康長寿県構想推進会議 
（6/7（火）9:00～17:00 第二応接室） 
○高知県県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会 
第５回財政・保険料（税）作業部会 

（6/9（木）13:00～ 保健衛生総合庁舎） 
○県庁献血 
（6/13（月）9:30～11:30 

12:30～16:30 本庁舎正面玄関前） 
○妊婦歯科健診事業の市町村説明会 
（6/13（月）13:30～14:30 ふくし交流プラザ） 
（6/15（水）13:30～14:30 安芸福祉保健所） 
（6/17（金）13:30～14:30 幡多福祉保健所） 
○第８回高知県ドクターヘリ運航調整委員会 
（6/21（火）18:30～ 高知医療センター） 
○高知県県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会 
第４回給付・保健事業作業部会 

（6/23（木）13:00～ 保健衛生総合庁舎） 
○6.26薬物乱用防止ヤング街頭キャンペーン 
（6/25（土）13:30～15:00 帯屋町アーケード～中央公園） 
○第 53回ビューティーグランプリ２０１６ 
（6/27（月）10:00～ 高知県民文化ホール・オレンジホール） 
○四万十市産前・産後ケア実践会議 
（6/27（月）10:30～12:00 四万十市役所） 
○乳幼児健診受診啓発 TVCMプロポーザル 
（6/27（月）13:30～16:30 本町ビル） 

→次頁へ続く 

○第１回高知県健康づくり推進協議会 

（7/4（月）18:30～20:30 第二応接室） 
○母子保健コーディネーター養成研修 
（7/5（火）10:00～16:00 高知共済会館） 
○第１回高知県歯と口の健康づくり基本計画検討会 
（7/6（水）19:00～21:00 第二応接室） 
○高知県早産防止対策評価検討会 
（7/8（金）19:00～20:30 高知医療センター） 
○高知市母子保健意見交換会 
（7/11（月）13:30～15:00 高知市役所） 
○南海トラフ地震時人工透析患者の支援に関する説明会 
（7/12（火）15:15～16:45 高知共済会館） 
○小児医療体制検討会議 
（7/12（火）18:30～20:30 第二応接室） 
○製菓衛生師試験 
（7/13（水）14:00～16:00 高知会館） 
○高知県周産期医療協議会 
（7/13（水）19:00～20:30 第二応接室） 
○高知県県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会第６回財政・保険
料（税）作業部会 

（7/14（木）13:00～ 保健衛生総合庁舎） 
○ビキニ環礁水爆実験の健康影響に関する講演及び健康等相談会 
（7/17（日）10:00～15:00  
高知市立中央公民館 11階大講義室（高知市文化プラザかるぽーと内）） 

○第１回高知県医療関連感染対策研修会 
（7/17（日）10:00～16:30 国立病院機構高知病院） 
○平成 28年度第１回医療法人部会 
（7/19（火）15:00～16:00 共済会館） 
○第２回胃内視鏡検診運営委員会 
（7/20（水）19:00～21:00 西庁舎３階南北会議室） 
○高知家健康づくり支援薬局研修会 
（7/21（木）19:00～20:30 四万十市立中央公民館） 
（7/25（月）19:00～20:30 安芸福祉保健所） 
（7/31（日）13:30～15:30 高知城ホール） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
（続き） 

○小児慢性特定疾病審査会総会 
（6/27（月）19:00～20:30 本庁舎４階会議室） 
○公益財団法人ひかり協会事業 行政協力懇談会 
（6/28（火）10:00～12:00 保健衛生総合庁舎５階会議室） 
○平成28年度第１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 

（6/29（水）19:00～21:00 共済会館） 
○第１回高知県食育連携推進協議会 
（6/30（金）14:30～16:30 高知共済会館） 

○平成 28年度災害透析コーディネーター連絡会 
（7/22（金）19:00～20:30 第二応接室） 
○第１回高知県歯と口の健康づくり推進協議会 
（7/27（水）19:00～21:00 第二応接室） 
○高知県県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会第５回給付・保健
事業作業部会 

（7/28（木）13:00～ 保健衛生総合庁舎） 
○ウイルス性肝炎啓発イベント 
（7/30（土）10:00～16:00 イオンモール高知 セントラルコート） 

地域福祉部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○第 65回四国老人福祉施設関係者研究大会 
（6/2（木）13:00～17:30 県民文化ホール） 
○高知県生活保護受給者等就労自立促進事業協議会 
（6/2（木）13:30～ 高知労働局） 
○高知県知的障害者福祉協会意見交換会 
（6/3（金）9:00～10:30 サウスブリーズホテル） 
○第１回日本一の健康長寿県構想推進会議 
（6/7（火）9:00～17:00 県庁第二応接室） 
○平成 28年度発達障害支援スーパーバイザー養成研修開講式 
（6/7（火）9:00～ 療育福祉センター） 
○平成 28年度高知県社会福祉法人経営者協議会総会・研修会 
（6/7（火）13:00～17:00 三翠園） 
○第 16回全国障害者スポーツ大会選手選考会 
（6/9（木）14:00～16:00 障害者スポーツセンター） 
○精神保健福祉協会理事会 
（6/9（木）18:30～19:30 三翠園） 
○第 15回全国障害者スポーツ大会 中国・四国ブロック予選会 
 ・サッカー 
 （6/11（土）12:30～ 春野総合運動公園） 
 ・車椅子バスケットボール 
 （6/11（土）12:30～ 障害者スポーツセンター） 
○要約筆記者現任研修開講式 
（6/12（日）9:30～9:45 教育センター分館） 
○東京オリンピック・パラリンピックに向けた障がい者の芸術文化活動
推進知事連盟 第２回運営会議 

（6/17（金）13:30～15:30 都道府県会館） 
→次頁へ続く 

○障害者職業訓練入校式 
（7/1（金）12:00～ 南海ビルサービス） 
○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」及び“社会を明るくする運
動”合同高知県総決起大会並びに街頭行進 

（7/1（金）13:30～16:30 
高知城ホール、帯屋町筋アーケード及び中央公園） 

○高知県・高知市児童虐待死亡事例検証委員会 
（7/1（金）18:30～20:15 高知共済会館３Ｆ会議室「藤」） 
○第 16回高知県障害者技能競技大会（アビリンピック高知 2016） 
（7/2（土）9:00～15:00 ポリテクセンター高知） 
○第 14回四国地域福祉実践セミナーin高知市・第 20回こんぴら地域福
祉セミナー 

（7/2（土）12:30～17:30 
7/3（日）9:00～12:30 県民文化ホールほか） 

○第 47回高知県リハビリテーション研究大会 
（7/3（日）10:00～15:20 高知会館） 
○障がい者スポーツ中四国ブロック連絡協議会 
（7/4（月）13:30～17:00 岡山市） 
○四国厚生支局地域包括ケア推進本部 平成 28年度第２回会議 
（7/4（月）15:00～17:00 四国厚生支局会議室） 
○高知県少子化対策推進県民会議総会 
（7/5（火）10:30～12:00 高知会館） 
○日常生活自立支援事業契約締結審査会 
（7/7（木）18:00～20:00 ふくし交流プラザ） 
○第 43回地区手をつなぐ育成会等連絡協議会 
（7/8（金）10:00～17:00 高知城ホール） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ＳＳ（コンビニエンスストアセーフティステーション）活動の強化に
向けた意見交換会 

（6/17（金）13:30～15:45 高知城ホール） 
○第４回高知県子どもの環境づくり推進委員会 
（6/18（土）13:00～15:30 県庁第二応接室） 
○第 20回高知県障害者美術展 第１回実行委員会 
（6/21（火）13:30～15:30 高知市市民活動サポートセンター） 
○品質マネジメントシステム学習講座 第２回 
（6/23（木）10:00～16:00 高知ハビリテーリングセンター） 
○平成 28年度生活困窮者等支援体制強化研修（ファシリテーション） 
（6/23（木）10:00～16:00 香南市野市中央公民館） 
（6/24（金）10:00～16:00 四万十市社会福祉センター） 
（6/30（木）10:00～16:00 ふくし交流プラザ） 
○平成 28年度四国ブロック児童養護施設長研究協議会 
（6/23（木）13:30～17:00 
6/24（金）9:00～12:00 高知会館） 

○認知症サポーター養成講座 
（6/24（金）10:00～11:30 高知新聞放送会館） 
○第 15回高知ふくし機器展 
（6/24（金）13:30～17:00 
6/25（土）10:00～17:00 
6/26（日）10:00～16:00 ふくし交流プラザ） 

○第 16回精神保健福祉ボランティア全国のつどい in高知 実行委員会 
（6/25（土）13:00～17:00 三翠園） 
○市町村障害保健福祉担当者会 
（6/27（月）10:30～16:10 トップワン四国） 
○平成 28年第 1回障害者就業・生活支援センター事業における都道府県
センター連絡会議 

（6/27（月）10:00～12:00 高知職業能力開発促進センター） 
○ひかり協会事業行政協力懇談会 
（6/28（火）10:00～12:00 保健衛生総合庁舎） 
○強度行動障害者支援者養成研修（基礎研修） 
（6/28（火）9:45～17:00 
6/29（水）9:30～16:45 ソーレ） 
 

→次頁へ続く 

○こうち出会いサポートセンター東部支所開設 
（7/11（月）12:00～ 安芸商工会館１Ｆ） 
○平成 28年度高知県認知症介護実践研修開講式 
（7/12（火）9:00～ ふくし交流プラザ） 
○地域福祉（活動）計画改定支援研修 
（7/13（水）10:00～12:30 高知城ホール） 
○第１回あったかふれあいセンター推進連絡会 
（7/13（水）13:30～16:30 高知城ホール） 
○こうち出会いサポートセンター西部支所開設 
（7/13（水）15:00～ 中村商工会館２Ｆ） 
○第１回非行防止対策ネットワーク会議 
（7/14（木）14:00～16:00 こうち勤労センター） 
○相談支援従事者初任者研修 
（7/19（火）、7/20（水）9:00～17:00 ふくし交流プラザ） 
○福祉避難所運営研修会 
（7/22（金）10:00～16:00 安芸福祉保健所） 
○第 21回高知県身体障害者頭脳スポーツ大会 
（7/24（日）10:00～ 高知市東部健康福祉センター） 
○平成 28年度高知県認知症対応力向上研修 
（7/24（日）13:00～16:30 人権啓発センター） 
○高知県災害ボランティア活動支援本部ネットワーク会議 
（7/25（月）13:00～14:50 ちより街テラス） 
○高幡圏域の障害者が地域で暮らすためのネットワーク会議 
（7/26（火）13:30～15:30 須崎市総合保健福祉センター） 
○品質マネジメントシステム研修（第３回） 
（7/28（木）10:00～16:00 場所未定） 
○平成 28年度第 1回高知県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会 
（7/28（木）18:30～ 高知共済会館） 
○平成 28年度新任民生委員・児童委員（３年目）研修 
（7/29（金）10:30～15:30 総合あんしんセンター） 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
（続き） 
 

○希望が丘学園 平成 28年度第１回関係機関連絡協議会 
（6/28（火）14:15～16:40 希望が丘学園体育館） 
○平成 28年度あったかふれあいセンター職員コーディネーター研修 
（6/29（水）10:00～16:30 ふくし交流プラザ） 
○高知ＤＰＡＴ活動報告会 
（6/30（木）17:00～19:00 保健衛生総合庁舎） 

文化生活部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○全国漫画家大会議出版社訪問 
（6/1（水）東京） 
○まんが甲子園協力企業訪問 
（6/1（水）～6/3（金）東京） 
○交通安全対策会議幹事会 
（6/2（木）14:00～16:00 高知県立文学館） 
○第２回大学法人中期目標策定ＷＧ 
（6/2（木）15:00～17:00  永国寺キャンパス） 
○第 151回私立学校審議会 
（6/6（月）10:00～10:25 高知共済会館） 
○（公財）高知県国際交流協会理事会 
（6/7（火）15:00～16:30 高知共済会館） 
○ＪＥＴプログラム担当者会  
（6/8（水）13:30～16:30 教育センター分館） 
○まんが甲子園予選作品募集締切 
（6/9（木）） 
○高知県交通安全母の会連合会通常総会 
（6/10（金）13:30～15:30 高知会館） 
 主催：高知県交通安全母の会連合会 
○土佐ＭＢＡアプリ開発人材育成講座＜基礎編＞ 
（6/11（土）13:15～16:30 ココプラ） 
（6/18（土）13:15～14:45 ココプラ） 
○トップセミナー「女性の活躍推進と経営戦略」※女性登用等促進事業 
（6/13（月）13:00～15:30 高知商工会館） 
○まんが甲子園応募校数記者発表 
（6/15（水）14:00～14:30 副部長室） 
○高知県海外技術研修員来高 
（6/15（水）） 

→次頁へ続く 

○まんが甲子園最優秀作品等展示 

（6/22（水）～8/7（日）イオンモール高知） 
○JET感謝状贈呈式 
（7/1（金） 14:45～16:30 共済会館） 
○土佐ＭＢＡイラストビジネス基礎 
（7/2（土）13:15～16:30 ココプラ） 
（7/9（土）15:00～16:30 ココプラ） 
○第６回とさぶし編集会議 
（7/4（月）16:00～18:30 ＯＫＡＭＵＲＡ帯屋町ビル ５階） 
○高知県多重債務者対策協議会 
（7/5（火）10:00～12:00 高知共済会館） 
○高知県男女共同参画推進本部幹事会 
 (7/7（木）企画会議終了後 第二応接室) 
○まんが教室 
（7/7（木）13:35～15:25 仁淀川町立池川中学校） 
（7/8（金）13:40～15:20 土佐清水市立足摺岬小学校） 
○平成 28年度高知県・安徽省友好交流委員会総会・留学生等歓迎昼食会 
（7/8（金）11:15～13:00 高知会館） 
○海外技術研修員・自治体職員協力交流研修員部長表敬訪問 
（7/8（金）15:00～15:30 文化生活部長室） 
○交通安全子供自転車高知県大会 
（7/9（土）9:00～15:00 高知県教育センター分館体育館） 
○いじめ問題対策連絡協議会 
（7/11（月） 13:00～15:00  クラウンパレス新阪急高知花の間） 
○全国漫画家大会議プロポーザル審査会 
（7/11（月）13:00～17:00 高知城ホール） 
○第 43回「部落差別をなくする運動」強調旬間啓発事業 
（7/12（火）12:30～16:00 高知県民文化ホール(オレンジホール)） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７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） 
 
 
 
 

○多重債務者対策出前講座 
（6/16（木）10:30～12:00 高知大学） 
（6/30（木）10:30～12:00 高知大学） 
○ミクロネシア臨時代理大使知事面談 
（6/16（木）11:30～12:00） 
○大学法人理事会・経営審議会 
（6/20（月）14:00～17:00） 
○まんが甲子園予選審査会 
（6/22（水）9:00～16:00 高知城ホール） 
○まんが甲子園優秀作品等展示 
（6/22（水）～8/7（日）イオンモール高知） 
○第３回大学法人中期目標策定ＷＧ 
（6/24（金）15:00～17:00  永国寺キャンパス） 
○土佐ＭＢＡイラストビジネス基礎 
（6/25（土）13:15～16:30 国際デザイン・ビューティーカレッジ） 
○第１回理事長・学長会議（中期目標関連） 
（6/28（火）13:00～15:00  文化生活部長室） 
○第３回高知県文化芸術振興ビジョン審議委員会 
（6/29（水）10:00～12:00 高知共済会館３階 桜） 
○自治体職員協力交流研修員来高 
（6/30（木）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
○【シーズ・研究内容紹介③】 

県立大：農業分野における障がい者就労と地域活性化 
（6/1（水）18:30～20:00 ココプラ） 
 
 

→次頁へ続く 

○第１回こうち男女共同参画会議 
（7/13(水) 高知城ホール） 
○まんが甲子園出版社訪問 
（7/14（木）、7/15（金）東京） 
○第１回 DV被害者支援計画策定委員会 
（7/15（金）18:30～20:30 高知共済会館） 
○県立文化施設事業評価委員会（県民文化ホール） 
（7/21（木）10:00～11:15 県民文化ホール １階第 11多目的室） 
○第２回コンテンツビジネス起業研究会 
（7/22（金）13:00～15:20 県民文化ホール） 
○第２回コンテンツ産業振興部会 
（7/22（金）15:30～17:00 県民文化ホール） 
○ワンダーフェスティバル 
（7/24（日）10:00～17:00 千葉県 幕張メッセ） 
○冠協賛試合「世界はひとつ みんなＴＯＭＯＤＡＣＨＩ」 
高知ファイティングドッグス VS西アフリカ選抜チーム 

（7/24（日）18:00～ 高知市総合運動場野球場） 
 主催：高知県・（公財）高知県人権啓発センター 
○交通安全対策会議 
（7/25（月）14:00～16:00 高知県立文学館） 
○県立文化施設事業評価委員会（美術館、歴史民俗資料館、坂本龍馬記
念館、文学館） 

（7/27（水）13:00～17:00 高知城ホール ２階会議室） 
○第２回まんが王国振興部会 
（7/27（水）18:30～20:30 本庁地下第３、第４会議室） 
○交通安全推進県民会議幹事会 
（7/29（金）13:00～17:00県民文化ホール第６多目的室） 
 
 
○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 
第６回「高知でめざすべきマーケティング 基礎理論と応用」 

（7/1（金）18:00～20:00 ココプラ） 
 
 

→次頁へ続く 



Ｈ２８．７．７ 政策企画課 

 9 / 35 

部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

（産学官民連携 
センター） 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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 
第５回「高知の未来を考える 土佐経済同友会の 10年ビジョン」 

（6/2（木）18:00～19:30 ココプラ） 
○【フューチャーセミナー①】 

日経ＢＰ社 執行役員 日経ＢＰヒット総合研究所長 麓 幸子 氏 
「女性が活躍する組織はなぜ強いのか」 

（6/3（金）13:30～17:00 ココプラ） 
○【ＭＢＡ入門編①】起業家入門 
（6/6（月）14:00～16:00 ココプラ） 
○【シーズ・研究内容紹介④】 

牧野植物園：植物インベントリーと産業振興 
（6/8（水）18:30～20:00 ココプラ） 
○【ＭＢＡ入門編③】図書館×ビジネス入門 
（6/10（金）14:00～16:00/18:30～20:30 ココプラ） 
○第２回高知を盛り上げるアイデアソン（オルトプラス×高知家） 
（6/12（日）9:30～17:00 高知高専） 
○【ＭＢＡ入門編④】広報戦略入門 
（6/15（水）14:00～16:00 

18:30～20:30 ココプラ） 
○【シーズ・研究内容紹介⑤】工科大：建築・住宅の室内環境 
（6/15（水）18:30～20:00 ココプラ） 
○【経営者トーク②】講師調整中 
（6/17（金）18:30～20:00 ココプラ） 
○【ＭＢＡ入門編⑤】経営戦略入門 
（6/20（月）14:00～16:00 

18:30～20:30 ココプラ） 
○【連続講座】ローカル toグローバル① 
（6/20（月）午後 ココプラ） 
○【ＭＢＡ入門編⑥】マーケティング入門 
（6/22（水）14:00～16:00 

18:30～20:30 ココプラ） 
○【シーズ・研究内容紹介⑥】 

高知学園短大：青少年の夢を広げるための体験活動  
（6/22（水）18:30～20:00 ココプラ） 

→次頁へ続く 

○【ＭＢＡ基礎編】起業家養成講座（全５回） 
（7/2（土）はじめに 
7/10（日）起業家講話① 
7/30（土）起業家講話② 
9/10（土）まとめ①② ココプラ） 

○【ＭＢＡ基礎編】マーケティング戦略（全５回） 
（7/4（月）基礎、マーケティング戦略 
7/4（月）又は 7/5（火）サービスマーケティング 
7/14（木）、7/19（火）事例に学ぶ①② ココプラ） 

○【シーズ・研究内容紹介⑧】 
高知大：高知県産品の探索・評価 ～ 健康・医療への統合展開 

（7/6（水）18:30～20:00 ココプラ） 
○【連続講座】ローカル toグローバル② 
（7/8（金）13:30～17:30 ココプラ） 
○【ＭＢＡ入門編】プレゼンテーション入門 
（7/8（金）14:00～16:00 

18:30～20:30 ココプラ） 
○【ＭＢＡ入門編】クラウドファンディング入門 
（7/13（水）14:00～16:00 

18:30～20:30 ココプラ） 
○【ＭＢＡ基礎編】６次産業化セミナー基礎コース（全３回） 
（7/14（木）、8/17（水）、9/8（木）10:00～17:00 ココプラ ） 
○【フューチャーセミナー②】 
サイボウズ㈱、㈱ダンクソフト デジタルビジネスプロデューサー、NK
アグリ㈱リコピン人参「こいくれない」生産農家兼エバンジェリスト 
中村龍太 氏「働き方が変わる未来予想」 

（7/15（金）13:30～17:00 ココプラ） 
○【経営者トーク③】学校法人 龍馬学園 理事長 佐竹 新市 氏 
（7/15（金）18:30～20:00 ココプラ） 
○【ＭＢＡ実践編】目指せ！弥太郎商人塾 開講式及び第１回講義 
（7/20（水）10:00～17:00 ココプラ） 
○【シーズ・研究内容紹介⑨】高知高専：有機化学の魅力  
（7/20（水）18:30～20:00 ココプラ） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

（産学官民連携 
センター） 
（続き） 

○【ＭＢＡ入門編⑦】６次産業化入門 
（6/24（金）14:00～16:00 

18:30～20:30 ココプラ） 
○【ＭＢＡ入門編⑧】財務会計入門 
（6/28（火）14:00～16:00 

18:30～20:30 ココプラ） 
○【連続講座】高知コ・クリエーションベース① 
（6/28（火）午後 ココプラ） 
○【シーズ・研究内容紹介⑦】工業技術センター 
（6/29（水）18:30～20:00 ココプラ） 
○【ＭＢＡ入門編⑨】海外取引入門 
（6/30（木）14:00～16:00 

18:30～20:30 ココプラ） 
○土佐まるごと立志塾 宿泊研修 
（6/30（木）、7/1（金）） 

○【ＭＢＡ基礎編】貿易実務（全３回） 
（7/25（火）、11/22（火）、2/20（月）10:00～17:00 ココプラ） 
○【シーズ・研究内容紹介⑩】県立大：危機を見据えた日頃の備え 
（7/27（水）18:30～20:00 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 
（5/9（月）～H29.2/28（火）） 
○香港貿易発展局 日本首席代表による知事訪問 
（6/2（木）9:45～10:05） 
○ＨＡＣＣＰトップセミナー 
（6/2（木）13:30～16:00 四万十防災センター） 
（6/3（金）13:30～16:00 安芸総合庁舎） 
○高知家プロモーション 記者発表会 
（6/7（火）11:30～12:00） 
○四国４県合同・中国向け輸出商談会 
（6/7（火）高知市） 
○高知家 ポジティブ・コレクションの募集 
（6/7（火）～） 
○第５回酒類の輸出促進連絡会議 
（6/8（水）高松国税局） 
○高知県Ｕ・Ｉターン就職相談会/高知暮らしフェア 
（大阪会場：6/11（土）11:00～17:00 難波御堂筋ホール） 
（東京会場：6/12（日）10:30～16:30 東京交通会館） 
 

→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 
（5/9（月）～H29.2/28（火）） 
○ＨＡＣＣＰ研修 
（7/4（月）、7/5（火）中央東福祉保健所（香美市）） 
（7/20（水）、7/21（木）安芸総合庁舎（安芸市）） 
（7/25（月）、7/26（火）ふるさと総合センター（黒潮町）） 
（7/27（水）、7/28（木）須崎市立市民文化会館（須崎市）） 
○シンガポール「明治屋」バイヤー招へい商談会 
（7/4（月）～7/6（水）高知市） 
○商品力アップ相談会 
・第１回  
（7/11（月）13:00～17:00 
7/12（火）9:30～16:30 ちより街テラス） 

・第２回  
（7/26（火）11:00～17:00 
7/27（水）9:00～12:00 ちより街テラス） 

○第２回産業振興推進本部会議 
（7/14（木）9:00～17:00 第二応接室） 
（7/15（金）9:00～12:00  第二応接室） 

→次頁へ続く 



Ｈ２８．７．７ 政策企画課 

 11 / 35 

部局等名 ６月の主要な取り組み ７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） 
 
 

○高知県海外ビジネス支援機関連絡会 
（6/15（水）高知市内） 
○キリンビール株式会社社長知事訪問 
（6/17（金）13:00～13:20） 
○高知家で暮らす。交流会（移住者交流会） 
（6/18（土）11:30～14:00 日高村、いの町） 
○ＨＡＣＣＰ研修 
（6/18（土）、6/19（日）高知県立大学池キャンパス） 
（6/28（火）、6/29（水）佐川町健康福祉センターかわせみ） 
○中四国地域農林水産物等輸出促進協議会幹事会 
（6/20（月）岡山市） 
○まるごと高知報告会【連携】 
（6/20（月）ふくし交流プラザ（高知市）） 
（6/21（火）四万十市立中央公民館（四万十市）） 
○タイ ものづくり（機械系）商談会 
（6/22（水）～6/24（金）タイ・バンコク） 
○第１回産業振興推進総合支援事業費補助金審査会 
（6/22（水）13:00～15:10 文教会館） 
（6/25（土）、6/26（日）香美市、高知市） 
○大阪出張移住相談 
（6/24（金）、6/25（土）11:00～17:00  

大阪ふるさと暮らし情報センター） 
○「志」移住ツアー 
「仕事トライアル合宿 in高知！ 農業、林業への『就職』編」 
（6/25（土）、6/26（日）香美市、高知市） 
○貿易協会 「総会・貿易記念日講演会」 
（6/28（火）高知市） 
○土佐ＭＢＡ入門編 「海外取引入門」」 
（6/30（木）高知市） 
 
 
○高知県東部まるごと PR in海遊館（大阪） 
（6/4（土）、6/5（日）10:00～17:00  

海遊館イベント広場特設ブース（大阪市港区）） 
→次頁へ続く 

○高知フェア 
（7/15（金）～7/17（日）松山生協） 
○あったか高知で暮らす。移住笑談会～就職編～（東京） 
（7/22（金）ふるさと回帰支援センター（東京都千代田区東京交通会館）） 
○あったか高知で暮らす。移住笑談会～起業編～（大阪） 
（7/23（土） 
大阪ふるさと暮らし情報センター（大阪市中央区シティプラザ大阪）） 

○ベトナムラムドン省関係者による訪問取材 
（7/25（月）13:30～15:00 場所調整中） 
○土佐ＭＢＡ基礎編「貿易実務講座 基礎編①」 
（7/25（月）高知市） 
○産地視察型商談会（カテゴリー別） 
（7/28（木）、7/29（金）県内各地域） 
○高知暮らし体感ツアー～高知でﾜｸﾜｸ！子育て編～in高知市・いの町 
（7/30（土）、7/31（日）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○高知県観光展（奥四万十博） 
（6/29（水）～7/28（木）土居商店街（大阪府守口市）） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

産業振興推進部 
（大阪事務所） 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○KOCHI natural MARKET@OSAKA vol.07 
（6/4（土）11:00～18:00 竹田写真館（大阪市天王寺区）） 
○第 30回高知商業関西校友会総会・懇親会 
（6/4（土）16:30～19:30 新大阪ワシントンホテルプラザ（大阪市淀川
区）） 

○四国×酒国 酒蔵ワンダーランド on 大阪 2016 
（6/5（日）西梅田スクエア（大阪市北区）） 
○甲南大学 Ｕターン就職相談会 
（6/6（月）15:30～18:00 甲南大学（神戸市東灘区）） 
○2016 高知よさこいシリーズ 観光宣言／オリックス・バファローズ 
VS 中日ドラゴンズ 

（6/7（火）16:30～ 京セラドーム大阪（大阪市西区）） 
○阪神の四国味めぐり 
（6/8（水）～6/14（火）阪神百貨店梅田本店（大阪市北区）） 
○平成 28年度高知県観光説明会（大阪） 
（6/9（木）16:00～ 大阪新阪急ホテル（大阪市北区）） 
○防災防犯総合展 in KANSAI 2016 
（6/9（木）、6/10（金）インテックス大阪（大阪市住之江区）） 
○高知県Ｕ・Ｉターン就職相談会／高知暮らしフェア 
（6/11（土）11:00～17:00 難波御堂筋ホール（大阪市中央区）） 
○平成 28年度広島高知県人会総会・懇親会 
（6/11（土）17:00～ メルパレク広島（広島市中区）） 
○武庫川女子大学 Ｕターン就職相談会 
（6/15（水）13:00～17:00 武庫川女子大学 キャリアセンター オー
プンスペース（兵庫県西宮市）） 

○平成 28年度高知県立高知工業高等学校同窓会大阪支部鯨工会総会 
（6/18（土）17:30～20:00 神仙閣 大阪店（大阪市北区）） 
○神戸高知県人土陽会 第 86回定期総会 
（6/19（日）12:00～15:00 ラッセホール（神戸市中央区）） 
○高知県立高知西高等学校第 11回校友会関西支部総会・同窓会 
（6/19（日）12:00～16:00 道頓堀ホテル（大阪市中央区）） 
○西紀サービスエリア「高知うまいもんフェア」観光ＰＲ 
（6/25（土）11:00～17:00 舞鶴若狭自動車道 西紀ＳＡ（上り）） 
 

→次頁へ続く 

○高知県×兵庫県「食材コラボフェア」 
（7/1（金）～8/31（水）北野クラブレストラン） 
○平成 28年度高知県立安芸中・高等学校 関西同窓会総会 
（7/2（土）12:00～ 大成閣（大阪市中央区）） 
○高知フェア 
（7/5（火）～7/8（金）パントリー／ラッキー） 
○同志社女子大学 Ｕターン・自宅外就職相談会 
（7/6（水） 13:30～17:00同志社女子大学 今出川キャンパス（京都市上
京区）） 

（7/7（木） 14:30～18:00同志社女子大学 京田辺キャンパス（京都府京
田辺市）） 

○「土佐の自然素材で家づくり」商談会 
（7/6（水）14:00～16:30 大阪産業創造館（大阪市中央区）） 
○ＴｉＳ大阪 四国キャンペーン 
（7/26（火）～7/31（日）日本旅行ＴｉＳ大阪支店（大阪市北区）） 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

産業振興推進部 
（大阪事務所） 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○平成 27年度関西青高会通常総会 
（6/25（土）18:00～ 土佐料理みなみ（大阪市東成区）） 
○高知県立高知追手前高等学校校友会関西支部総会 
（6/26（日）12:30～15:00 京都タワーホテル６階 アテネの間（京都
市下京区）） 

○第 14回柏島の会 
（6/26（日）13:00～ 土佐料理みなみ（大阪市東成区）） 
○京都産業大学 地元就職（Ｕターン）合同相談会 
（6/27（月）、6/28（火）12:15～16:50 京都産業大学 神山ホール（京
都市北区）） 

○高知県観光展（奥四万十博） 
（6/29（水）～7/28（木）土居商店街（大阪府守口市）） 
 
 
○四国・山陽・山陰の物産と観光展 
（6/8（水）～6/13（月）松坂屋名古屋店） 
○四国・瀬戸内フェア 
（6/11（土）、6/12（日）名古屋市内フランテ８店舗） 
 
 
○「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） 
○地産全消フェア 
（5/12（木）～6/12（日）チムニー（全国約 700店舗） 
○四国フェア 
（6/1（水）～6/30（木）やるき茶屋） 
（6/1（水）～6/30（木）庄や） 
（6/1（水）～6/30（木）日本海庄や） 
（6/1（水）～7/31（日）サンルートホテル ガーデンパレス（埼玉）） 
（6/4（土）～6/7（火）三徳） 
 

→次頁へ続く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○四国・淡路物産展 inセントレア 
（7/2（土）～7/10（日）中部国際空港） 
 
 
 
 
○「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） 
○四国フェア 
（6/1（水）～7/31（日）サンルートホテル ガーデンパレス（埼玉）） 
○高知フェア 
（7/1（金）～7/3（日）AKOMEYA新宿店） 
（7/5（火）～7/8（金）パントリー／ラッキー）【連携】 
（7/13（水）アオイサポート（大阪）） 
○高知県×兵庫県「食材コラボフェア」 
（7/1（金）～8/31（水）北野クラブレストラン）【連携】 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７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） 

○公社理事会 
（6/3（金）15:00～ 高知会館） 
○フロア連携プロモーション「夏酒フェア」 
（6/3（金）～6/30（木）） 
○高知フェア 
（6/1（水）～6/7（火）大野屋商店） 
（6/4（土）、6/5（日）明治屋食品） 
（6/10（金）～6/12（日）AKOMEYA新宿店） 
○ＱＶＣジャパンテレビショッピング 
（6/3（金）4:00～5:00 
6/19（日）3:00～4:00 

16:00～17:00 「日本全国ぐるぐるグルメ～高知～」） 
○三井食品フードショー2016 
（6/15（水）、6/16（木）パシフィコ横浜） 
○まるごと高知報告会 
（6/20（月）ふくし交流プラザ（高知市）） 
（6/21（火）四万十市立中央公民館（四万十市）） 
○公社評議員会 
（6/27（月）15:00～ 高知サンライズホテル） 
○国分グループ首都圏エリア展示会 
（6/28（火）、6/29（水）東京国際フォーラム） 

○2016年秋季国分グループ展示商談会 
（7/13（水）帝国ホテル大阪） 
○スハラ食品展示会 
（7/13（水）（札幌）） 
○日本アクセス東日本秋季フードコンベンション 2016 
（7/13（水）、7/14（木）さいたまスーパーアリーナ） 
○日本アクセス西日本秋季フードコンベンション 2016 
（7/21（木）、7/22（金）インテックス大阪） 
○第 13回五味商店こだわり商品展示会 
（7/27（月）東京都 丸ビルホール） 
○「明治維新の偉人をめぐるアンテナショップスタンプラリー（仮）」 
（調整中） 

（7月下旬～8月下旬 福井、山口、熊本、長崎、鹿児島、高知の各アン
テナショップ） 

理事（中山間対策・ 
運輸担当） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○予土線利用促進対策協議会総会 
（6/1（水）14:45～16:15 四万十市西土佐総合支所） 
○高知県地域交通協議会ブロック会（公共交通バス関係） 
・幡多ブロック 
（6/1（水）15:30～16:30 四万十市役所） 
・高幡西部ブロック 
（6/2（木）10:15～11:30 四万十町役場） 
・高陵ブロック 
（6/2（木）15:00～16:30 須崎市役所） 
・嶺北ブロック 
（6/6（月）13:30～15:00 土佐町役場） 
・東部ブロック 
（6/7（火）14:00～16:00 室戸市役所） 

→次頁へ続く 

○高知ふるさと応援隊初任者研修会 

（7/1（金）8:30～16:30 高知県立大学・高知工科大学永国寺キャンパ

ス地域連携棟） 

○狩猟免許更新講習 
（7/1（金）13:00～ 大豊町総合ふれあいセンター） 
（7/8（金）13:00～ 黒潮町ふるさと総合センター） 
（7/13（水）13:00～ 田野町ふれあいセンター） 
（7/22（金）13:00～ 高知市立春野文化ホール） 
（7/29（金）13:00～ 四万十市立中央公民館） 
○野生鳥獣に強い高知県づくり集落勉強会 
（7/1（金）18:00～ 宿毛市平田町北川地区）  
（7/5（火）18:00～ 四万十町秋丸地区）  
（7/5（火）、7/8（金）19:00～ 南国市白木谷地区）  

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

理事（中山間対策・ 
運輸担当） 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・中央ブロック 
（6/9（木）14:00～15:30 高知市役所） 

○第１回中山間地域における移動手段確保対策 研修会・情報交換会 
（6/3（金）10:00～17:00 共済会館） 
○集落活動センター連絡協議会設立総会及び記念講演会 
（6/3（金）14:00～19:00 高知サンライズホテル） 
○狩猟免許試験 
（6/5（日）10:00～ わな猟 県立大学池キャンパス） 
（6/18（土）10:00～ 銃猟 田野町ふれあいセンター） 
（6/19（日）10:00～ わな猟 田野町ふれあいセンター） 
○国等への政策提言 
（6/6（月）東京） 
○宿毛佐伯航路行政連絡協議会 
（6/7（火）13:30～14:00 四万十市） 
○野生鳥獣に強い高知県づくり集落勉強会 
（6/7（火）19:00～ 南国市奈路地区） 
（6/10（金）19:00～ 南国市上倉・中谷地区） 
（6/14（火）19:00～ 南国市亀岩地区） 
（6/17（金）19:00～ 南国市才谷地区） 
（6/24（金）19:00～ 南国市成合地区） 
○航空路線（福岡線）利用促進イベント 
（6/11（土）、6/12（日）福岡大丸） 
○第２回鳥獣被害対策専門員会 
・定例協議 
（6/20（月）14:00～17:00 四万十市立四万十農園あぐりっこ研修セ
ンター） 

・現地検討会 
（6/21（火）9:30～12:00 四万十市大屋敷） 

○高知龍馬空港周辺地区連絡会 
（6/21（火）18:30～20:00 南国市役所） 
○集落活動センター姫の里開所式 
（6/26（日）12:00～14:00 大月町姫ノ井） 
○航空路線（名古屋線）利用促進イベント 
（6/26（日）10:00～17:00 ひろめ市場） 

→次頁へ続く 

○阿佐東線連絡協議会幹事会 
（7/4（月）10:30～12:00 海陽町役場） 
○ごめん・なはり線活性化協議会幹事会 
（7/5（火）13:30～16:00 安芸総合庁舎） 
○土佐くろしお鉄道中村・宿毛線運営協議会総会 
（7/6（水）14:00～16:00 四万十市役所） 
○阿佐東線連絡協議会総会 
（7/11（月）13:30～ 海陽町役場） 
○四国の鉄道高速化連絡会・幹事会 
（7/13（水）14:00～15:30 東京都内） 
○集落活動センター分野別研修会 
（7/20（水）13:00～17:30 高知城ホール） 
○狩猟免許試験 
（7/21（木）10:00～ わな猟 高知市立春野文化ホール） 
（7/30（土）10:00～ 銃猟 四万十市立中央公民館） 
（7/31（日）10:00～ わな猟 四万十市立中央公民館） 
○ごめん・なはり線活性化協議会総会 
（7/26（火）15:00～17:00 安芸総合庁舎） 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

理事（中山間対策・ 
運輸担当） 
（続き） 
 

◯とさでん交通モニタリング会議 
（6/28（火）11:00～ とさでん交通） 
○土佐くろしお鉄道中村・宿毛線運営協議会幹事会 
（6/28（火）15:45～17:00 四万十市役所） 
○高知ふるさと応援隊初任者研修会 
（6/30（木）13:00～17:00 高知県立大学・高知工科大学永国寺キャン
パス地域連携棟） 

商工労働部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○高知県信用保証協会理事 辞令交付式 
（6/1（水）10:00～10:30 商工労働部長室） 
○経営革新計画審査会 
（6/1（水）13:15～16:30 職員能力開発センター） 
○龍谷大学保護者懇談会 
（6/2（木）14:00～16:45 ホテル日航高知旭ロイヤルホテル） 
○徳島文理大学との就職支援に関する協定締結式 
（6/3（金）11:40～12:00 第一応接室） 
○高知県経営者協会定時総会 
（6/3（金）17:10～ 城西館） 
○高知県社会保険労務士会通常総会 
（6/7（火）17:30～ 三翠園） 
○高知県中小企業団体中央会総会 
（6/10（金）16:55～19:30 三翠園） 
○産学官連携産業創出研究推進事業及び産学官連携多分野利用促進事業
補助金審査会 

（6/14（火）13:30～ ココプラ） 
○高知県シルバー人材センター連合会定時総会 
（6/15（水）15:10～ 高知会館） 
○高知卸商センター協同組合総会 
（6/16（木）16:30～20:00 城西館） 
○四万十市チャレンジショップＴＪＢ運営委員会 
（6/17（金）10:00～12:00 チャレンジショップＴＪＢ） 
○高知県火災共済協同組合通常総代会 
（6/17（金）16:30～ 三翠園） 
 
 

→次頁へ続く 

○採石パトロール 
（7/1（金）10:00～15:00 土佐町） 
（7/4（月）10:00～14:00 香南市、室戸市） 
（7/14（木）10:00～15:00 高知市春野町） 
○アビリンピック高知大会 2016 
（7/2（土）9:00～15:00 高知職業能力開発促進センター） 
○高知県溶接技術コンクール総合審査会 
（7/4（月）13:30～17:00 工業技術センター） 
○㈱アイレップ「アイクリエイティブデベロップメントセンター高知」
開所式 

（7/4（月）14:00～14:30 高知市内） 
○第１回高知労働局新卒者等就職採用応援本部会議 
（7/4（月）14:00～16:00 高知労働局） 
○高知県商工会議所連合会役員研修会・通常会員総会 
（7/4（月）14:00～19:00  

四万十町次世代施設園芸高知県拠点・須崎プリンスホテル） 
○高知県地域人材育成協議会 
（7/5（火）14:00～16:00 こうち勤労センター） 
○こうち支援ネットワーク会議（代表者会）・懇親会 
（7/5（火）14:30～19:00 城西館） 
○産学官連携産業創出研究推進事業及び産学官連携多分野利用促進事業
補助金二次審査会 

（7/6（水）9:10～ ココプラ） 
○第１回高知県独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営協議 
 会 
（7/6（水）10:00～12:00 高知職業能力開発促進センター） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ものづくり産業強化事業費補助金審査会 
 ・設備投資（特別型） 

（6/20（月）13:00～17:15 工業技術センター） 
・試作開発 

  （6/22（水）13:00～16:30 工業技術センター） 
○高知県職業能力開発協会総会 
（6/21（火）10:00～12:00 高知県地域職業訓練センター） 
○株式会社高知流通情報サービス株主総会 
（6/21（火）10:30～11:30 高知卸商センター） 
○第１回美感美環運動推進委員会 
（6/21（火）11:50～13:00 工業技術センター） 
○経営革新計画審査会 
（6/22（水）13:00～16:55 職員能力開発センター） 
○都道府県採石法連絡協議会（技術部会） 
（6/23（木）13:15～17:00 東京都 乃木坂ビル４階） 
○次世代育成支援企業認証書交付式 
（6/24（金）11:30～12:00  部長室） 
○ジョブカフェ事業運営協議会 
（6/24（金）14:00～16:00 高知会館） 
○高知県発明協会通常総会 
（6/24（金）15:00～17:10 高知商工会館） 
○採石パトロール 
（6/27（月）9:30～16:00 越知町・日高村・高知市） 
○大規模小売店舗立地審議会 
（6/28（火）10:00～12:00 高知共済会館） 
○第１回土佐和紙国際化実行委員会幹事会 
（6/28（火）10:00～12:00 紙の博物館） 
○㈱南国オフィスパークセンター株主総会 
（6/28（火）14:00～14:50 南国オフィスパークセンター） 
○第１回高知県職業能力開発審議会 
（6/29（水）10:00～12:00 高知城ホール） 
○ ㈱グラッツェミーレ新工場内覧会 
（6/29（水）13:00～15:00 グラッツェミーレ） 
 

→次頁へ続く 

○第２回防災関連産業交流会 
（7/6（水）15:00～17:00 県民文化ホール） 
○全国菓子工業組合青年会中四国ブロック大会（高知） 
（7/6（水）16:00～16:50 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
○第１回防災関連製品認定制度審査会 
（7/7（木）9:15～16:40 文学館ホール） 
○高知県青年団体連絡協議会総会・知事との意見交換会 
（7/7（木）17:00～18:50 土佐御苑） 
○紙とあそぼう作品審査委員会 
（7/9（土）8:30～17:15 紙の博物館） 
○神戸学院大学保護者会 
（7/9（土）11:00～15:00 高知商工会館） 
○高知県Ｕターン就職サポートガイド作成委託業務プロポーザル審査会 
（7/11（月）9:30～12:00 高知県職員能力開発センター） 
○台湾防災産業協会とのＭＯＵ締結式 
（7/11（月）台北市内） 
○四万十市チャレンジショップＴＪＢ運営委員会 
（7/12（火）10:30～12:00 チャレンジショップＴＪＢ） 
○経営革新計画審査会 
（7/12（火）13:15～16:30 共済会館） 
○第１回労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会 
（7/12（火）13:30～15:30 高知労働局） 
○第１回高知県高等学校就職対策連絡協議会 
（7/13（水）10:00～12:00 高知県教育センター分館） 
○建設サービス業先進事例講演・見学会 
（7/20（水）8:50～18:00 岡山県） 
○高知県工業会・高知県産業振興センターとの意見交換会 
（7/20（水）16:30～ 城西館） 
○都道府県採石法連絡協議会（技術部会） 
（7/21（木）13:15～17:00 東京都 乃木坂ビル４階） 
○ＩｏＴセミナーin高知 
（7/22（金）14:00～16:20 工業技術センター） 
○第１回高知県ＩｏＴ推進ラボ会議 
（7/25（月）13:15～16:00 高知会館） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
（続き） 
 

○日本政策金融公庫 高知親公会講演会・懇親会 
（6/29（水）16:00～19:00 三翠園） 
○高知商工会議所 通常議員総会・懇親会 
（6/29（水）16:00～19:30 高知商工会館） 

○第１回高知県戦略産業雇用創造プロジェクト推進協議会 
（7/26（火）13:30～15:00 高知会館） 
○経営革新計画ブロック会議 
（7/26（火）13:30～16:30 四国経済産業局） 
○高知地区保安懇談会（高知県鉱業会） 
（7/27（水）16:30～18:00 高知パレスホテル） 
○大規模小売店舗立地審議会 
（7/28（木）14:00～15:00 高知城ホール） 
○高知県溶接技術コンクール表彰式 
（7/29（金）18:00～ 高知会館） 

観光振興部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○土佐の観光創生塾  中央地域  第１回 
（6/1（水）13:00～17:30 高知共済会館） 
○高知県観光特使委嘱状交付式 
 ・井上健氏（ＳＭＢＣ日興証券株式会社高知支店長） 
 （6/2（木）10:00～10:15 観光振興部長室） 
 ・山本耕平氏（損害保険ジャパン日本興亜株式会社高知支店長） 
 （6/2（木）10:30～10:45 観光振興部長室） 
○平成 28年度第１回おもてなし県民会議国際観光受入部会 
（6/3（金）15:00～17:00 高知城ホール） 
○第１回「志国高知 幕末維新博」受入部会 
（6/6（月）10:00～12:00 高知会館） 
○第１回「志国高知 幕末維新博」誘致・広報部会 
（6/6（月）13:30～15:30 高知会館） 
○第２回新足摺海洋館基本設計アドバイザリー会議 
（6/6（月）13:30～17:00 土佐清水市役所） 
○2016下期「食彩高知」地区専用商品設定会議・意見交換会 
（6/6（月）16:30～18:00 

18:30～ ホテル南水） 
○観光みらい会議（テーマ：集客売上 10倍を実現したバリアフリー観光 
の秘密（ユニバーサルツーリズム）） 

（6/7（火）13:30～16:00 共済会館） 
○土佐の観光創生塾 西部地域 第１回 
（6/8（水）13:30～17:30 新ロイヤルホテル四万十） 
 

→次頁へ続く 

○独立行政法人造幣局による七宝章牌「よさこい祭り」の贈呈 
（7/7（木）13:30～13:50 知事室） 
○土佐の観光創生塾 西部地域 第３回 
（7/8（金）13:30～17:30 新ロイヤルホテル四万十） 
○四国インバウンド商談会他台湾トップセールス 
（7/11（月）～7/13（水）台湾） 
○土佐の観光創生塾  中央地域  第３回 
（7/12（火）13:00～17:00 会場調整中） 
○「志国高知幕末維新博推進協議会」第２回運営委員会 
（7/15（金）高知城ホール） 
○2016プレナスなでしこリーグカップ 
 INAC神戸レオネッサ VSコノミヤ・スペランツア大阪高槻 
（7/18（月）17:00～ 県立春野運動公園陸上競技場） 
○外国客船ダイヤモンド・プリンセス寄港（高知市中心市街地対応） 
（7/19（火）10:30～16:30 高知市中心商店街周辺） 
○土佐の観光創生塾 東部地域 第３回 
（7/20（水）13:30～17:00 ホテルＴＡＭＡＩ） 
○ＶＪ四国ＷＡＫＵ－ＷＡＫＵ体験ＰＲ事業 
（7/20（水）～7/22（金）四国内） 
○四国４県知事連携による四国アイランドリーグ plus 
 前期優秀選手表彰（2016シーズン） 
（7/22（金）15:00～15:20 知事室） 
○第２回志国高知幕末維新博推進協議会 
（7/25（月）高知市内） 

→次頁へ続く 



Ｈ２８．７．７ 政策企画課 

 19 / 35 

部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
（続き） 

○外国客船「ダイヤモンド・プリンセス」高知新港寄港 
（6/11（土）7:00～18:00 高知市中心商店街周辺） 
○台湾訪日教育旅行商談会 
（6/14（火）～6/16（木）台湾） 
○ＩＴＥ（香港国際旅行展示会）及び個別セールス活動 
（6/16（木）～6/19（日）香港） 
○著名サイクリストによるサイクリングコースの試走 
（6/17（金）～6/19（日）香南市、香美市、大豊町） 
○ＭＩＣＥ ３旅連合同会議 
（6/20（月）13:30～15:30 城西館） 
○「国立公園満喫プロジェクト」の要望 
（6/22（水）環境省） 
○「志国高知 幕末維新博推進協議会」 
・第２回受入部会 
（6/23（木）13:30～15:30 高知会館） 
・第２回誘致・広報部会 

 （6/27（月）13:30～15:30 高知城ホール） 
○日本の観光物産博 
（6/24（金）～6/26（日）台湾） 
○土佐の観光創生塾 第２回 
 ・中央地域  
（6/24（金）13:30～17:00 高知県伊野合同庁舎） 

 ・東部地域 
（6/27（月）13:30～17:30 高知県安芸合同庁舎） 

 ・西部地域 
 （6/28（火）13:30～17:30 新ロイヤルホテル四万十） 
○「志国高知 幕末維新博推進協議会」第２回 
○外国客船クァンタム・オブ・ザ・シーズ寄港（高知市中心市街地対応） 
（6/29（水）9:00～17:00 高知市中心商店街周辺） 
○高知県宿泊機能整備促進対策委員会 
（6/29（水）10:30～12:00 城西館） 
○「物部川ＤＭＯ協議会」設立総会 
（6/30（木）15:00～ 天然色劇場（香南市）） 
 
 

○著名サイクリストによりサイクリングコースの試走 
（7/25（月）～7/28（木）高幡地域） 
○観光プラットフォームづくり勉強会 
（7/29（金）14:00～17:00 会場調整中） 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

農業振興部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○土佐茶消費拡大事業 
（6/1（水）～7/31（日）県内量販店における「水出し茶」ＰＲ） 
○環境保全型農業推進協議会 
（6/2（木）13:30～16:00 高知城ホール） 
○（複合経営拠点推進セミナー）キックオフセミナー 
（6/2（木）13:30～16:30 ふくし交流プラザ） 
○農事組合法人ヒューマンライフ土佐総会 
（6/2（木）15:00～17:15 越知町基幹集落センター） 
○高知青果フェア 
（6/2（木）～6/4（土）、6/12（日）、6/19（日）、6/26（日）大田市場ま
つり） 
（6/8（水）～6/14（火）西宮阪急他） 
○平成 28年度畜産物地産地消拡大事業委託業務に係る審査委員会 
（6/3（金）13:30～16:00 全農高知県本部） 
○平成 28年度第１回高知県農業経営・生産対策に関する第三者委員会 
（6/3（金）13:30～17:00 高知本町ビル） 
○新・農業人フェアでの就農相談 
（6/4（土）10:30～16:30 大阪マーチャンダイズマート） 
○四国×酒国 酒蔵ワンダーランド on 大阪 2016 
（6/5（日）西梅田スクエア（大阪市北区）） 
○高知県肉用子牛価格安定基金協会第 46回定時総会 
（6/6（月）13:30～16:00 高知共済会館） 
○四万十あおぞらファーム竣工式 
（6/7（火）10:00～12:00 四万十町 四万十あおぞらファーム現地） 
○高知暮らしフェア（高知県ＵＩターン就職相談会同時開催） 
（6/11（土）11:00～17:00 難波御堂筋ホール） 
（6/12（日）10:30～16:30 東京交通会館） 
○いいみょうがの日！セミナー 
（6/13（月）14:00～ エル大阪） 
○スマートコミュニティ Japan 2016への出展 
（6/15（水）～6/17（金）10:00～17:00 東京ビッグサイト） 
○幡多地域集落営農法人連絡協議会 
（6/15（水）13:30～ 四万十農園あぐりっこ研修センター（四万十市）） 
 

→次頁へ続く 

○土佐茶消費拡大事業 
（6/1（水）～7/31（日）県内量販店における「水出し茶」ＰＲ） 
○平成２８年度農業経営塾（法人化セミナー） 
・安芸会場 
（7/1（金）13:30～16:30 
7/8（金）13:30～16:30 
7/15（金）13:30～16:00 
7/29（金）13:30～16:30 土佐あき農業協同組合本所） 

 ・中央東会場 
（7/4（月）13:30～16:30 
7/11（月）13:30～16:30 
7/19（火）13:30～16:00 
7/25（月）13:30～16:30 中央東農業振興センター） 

・中央西会場 
（7/5（火）13:30～16:30 
7/12（火）13:30～16:30 
7/20（水）13:30～16:00 
7/26（火）13:30～16:30 中央西農業振興センター） 

・四万十会場 
（7/6（水）13:30～16:30 
7/13（水）13:30～16:30 
7/21（木）13:30～16:00 
7/27（水）13:30～16:30 農業担い手育成センター） 

・幡多会場 
（7/7（木）13:30～16:30 
7/14（木）13:30～16:30 
7/22（金）13:30～16:00 幡多農業振興センター） 

○「高知家の魚の店」商談会 
（7/3（日）16:30～18:00 オリエントホテル高知） 
○新施設園芸技術研究会 
（7/4（月）13:30～16:30 農業技術センター研修棟） 
○土佐文旦振興対策協議会総会 
（7/4（月）13:30～17:30 高知会館） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

農業振興部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○乳の日ＰＲ活動「ミルクフェア」 
（6/19（日）12:00～15:00 帯屋町商店街パラソル前） 
○６次産業化セミナー 
（6/20（月）、 6/21（火）実践コース①現地 県内） 
（6/24（金）（２回） 土佐ＭＢＡ・６次産業化入門） 
○「花き」販売取引検討会 
（6/21（火）14:00～17:00 三翠園） 
○（複合経営拠点推進セミナー）構想づくりセミナーワークショップ 
 ・南国ブロック 
（6/22（水）13:30～16:30 農業技術センター） 
・幡多ブロック 
（6/23（木）13:30～16:30 四万十農園あぐりっこ研修） 
・高知ブロック 
（6/27（月）13:30～16:30 ふくし交流プラザ） 
・東部ブック 
（6/28（火）13:30～16:30 奈半利町民会館） 
・須崎ブロック 
（6/30（木） 9:00～12:00 須崎総合庁舎） 

○イチゴ生産者交流会 
（6/22（水）14:00～16:30 高知共済会館） 
○次世代型こうち新施設園芸技術フェア 
（6/23（木）9:30～16:30 
6/24（金）9:30～16:00 高知ぢばさんセンター） 

〇Start up！農業フェア＆高知ナイト 
（6/25（土）15：00～18：00 パソナグループ本部（東京都）） 
○四万十町次世代施設園芸団地合同面接会 
（6/26（日）10：00～ 四万十町次世代施設園芸団地） 
○農業法人向け研修会（農作業マニュアル作成研修会） 
（6/27（月）13:30～17:00 
6/28（火） 8:30～15:00 高知共済会館） 

○酪農後継者知事訪問 
（6/28（火）11:40～12:00 知事室） 
○高知県農業協同組合中央会ならびに高知県信用・厚生農業協同組合 
 連合会等通常総会 
（6/30（木）14:00～  ＪＡ高知ビル） 

○花木、シキミ、サカキ類研修会 
（7/5（火）10:30～17:00  

高知県立甫喜ヶ峰森林公園、農業技術センター） 
○キュウリ生産者交流会 
（7/6（水）13:30～16:30 高知城ホール） 
○高知野菜ランチ（試食）会 
（7/6（水）14:00～16:00 ホテル日航大阪） 
○中国四国ブロック果樹研究代表者協議会 
（7/7（木）13:00～17:00 土佐御苑） 
○産地提案型農業体験ツアー 
（7/9（土）、7/10（日）高知市） 
○高知青果フェア 
（7/9（土）いたがき） 
（7/20（水）～7/26（火）西宮阪急他） 
（7/21（木）～7/23（土）東京都 大田市場まつり） 
○平成 28年度「青果物」販売取引検討会 
（7/13（水）13:30～16:30 高知県園芸連） 
○６次産業化セミナー   
・基礎コース 
（7/14（木）10:00～17:00  農業技術センター） 
・実践コース② 
（7/26（火）10:00～17:00  農業技術センター） 

○普及事業研究会・外部評価委員会 
（7/15（金）9:00～17:00 高知共済会館） 
○平成 28年度高知県多面的機能支払推進協議会通常総会 
（7/15（金）13:30～15:30 高知県土地改良事業団体連合会） 
○新・農業人フェア（東京会場） 
（7/16（土）10:30～16:30 東京国際フォーラム） 
○オランダ・ウェストラント市先進農業視察研修 
（7/17（日）～7/23（土）ウェストラント市ほか） 
○「食と農」体感セミナー 
（7/17（日）13:00～16:00 東京交通会館） 
 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

農業振興部 
（続き） 
 

○（複合経営拠点推進セミナー）構想づくりセミナーワークショップ 
 ・南国ブロック 
（7/19（火）13:30～16:30 農業技術センター） 

 ・高知ブロック 
（7/22（金）13:30～16:30 ふくし交流プラザ） 
・幡多ブロック 
（7/25（月）13:30～16:30 四万十農園あぐりっこ研修） 
・東部ブロック 
（7/27（水）13:30～16:30 奈半利町民会館） 
・須崎ブロック 
（7/29（金）13:30～16:30 須崎総合庁舎） 

○高知県農村女性リーダー及び青年農業士合同認定式・意見交換会 
（7/22（金）15:30～17:15 正庁ホール） 
○「農林水産業の輸出力強化戦略」に係る県別説明会 
（7/22（金）勤労センター） 
○オランダ総領事 四万十町次世代施設園芸団地 訪問 
（7/22（金）四万十町次世代施設園芸団地） 
○こうちアグリスクール（東京会場） 
（7/23（土）、7/30（土）パソナグループ本部（東京都）） 
（7/24（日）、7/31（日）パソナグループ本部（東京都）） 
○第４回高知県広域食肉センターあり方検討会 
（7/26（火）10:00～12:00 総合あんしんセンター） 
○講演会「農薬の効果的な利用法」 
（7/28（木）13:00～17:15 高知市春野文化ホールピアステージ） 
○第１回高知県卸売市場審議会 
（7/28（木）14:00～16:00 高知共済会館） 
○リリーズファミリー総会 
（7/29（金）15:00～17:00 高知共済会館） 
○茶品評会審査会  
（7/29（金）茶業試験場） 

林業振興・環境部 
 
 
 
 

○第１回環境配慮検討会 
（6/1（水）9:30～12:00 職員能力開発センター201） 
○高知県水源林造林協議会 通常総会 
（6/1（水）16:00～ 高知商工会館） 

→次頁へ続く 

○平成 28年度第１回高知県新エネルギー導入促進協議会 
（7/1（金）14:00～17:00 オリエントホテル高知） 
○第１回小規模林業推進協議会 
（7/2（土）13:30～15:30 かんぽの宿伊野） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○市町村災害廃棄物処理計画策定促進個別訪問 
（6/1（水）中土佐町） 
（6/3（金）四万十市、宿毛市、大月町） 
（6/7（火）室戸市） 
○生物多様性推進こうち戦略推進リーダー会議 
（6/2（木）14:00～16:30 高知県民文化ホール第３多目的室） 
○公害等調整委員会中央連絡会 
（6/2（木）東京都） 
○協働の森づくり事業協定締結式 
 ・高知トヨペット㈱ 
（6/3（金）10:45～11:00 第一応接室） 

○高知県木材市場連絡協議会 
（6/3（金）16:00～ 高知会館） 
○「太陽光発電施設の設置・運営等に関するガイドライン」説明会 
（6/3（金）、6/7（火）） 
○㈱とされいほく取締役会 
（6/4（土）9:30～12:00 とされいほく会議室） 
○土佐材パートナー企業（四国地区）意見交換会 
（6/6（月）10:00～11:30 高松市） 
○（公財）高知県魚さい加工公社 定時評議員会及び臨時理事会 
（6/6（月）10:00～11:30 （公財）高知県魚さい加工公社） 
○一般社団法人日本ＣＬＴ協会 総会 
（6/6（月）14:00～16:30 東京都） 
○吉野川水系水質汚濁防止連絡協議会 
（6/6（月）徳島県三好市） 
○森林組合長会 
（6/9（木）15:00～17:00 三翆園） 
○しいたけ品評会・乾しいたけ振興大会 
（6/9（木）、6/10（金）四万十町） 
○森林組合連合会 総会 
（6/10（金）9:30～12:00 三翆園） 
○高知県牧野記念財団理事会 
（6/10（金）13:10～15:10 牧野植物園） 
 

→次頁へ続く 

○高知県自治会館ＣＬＴ構造見学会 
（7/2（土）高知市） 
○協働の森づくり事業協定締結式 
 ・㈱建設マネジメント四国 
（7/4（月）11:45～12:00 第一応接室） 

○第 36回公害審査会 
（7/4（月）14:00～ 場所未定） 
○土佐材パートナー企業意見交換会・商談会 
（7/6（水）10:00～ 大阪産業創造館） 
○七夕ライトダウン 
（7/7（木）20:00～22:00） 
○大豊町民有林直轄治山前期要望 
（7/11（月）14:30～） 
○林業公社の経営改善を推進する森林県連合による国への政策提言 
（7/13（水）林野庁） 
○国による林道災害復旧事業の第三次査定 
（7/14（木）、7/15（金）北川村） 
○高知県森林組合連合会事務所（ＣＬＴ）落成式 
（7/15（金）南国市） 
○日本山岳会自然保護全国集会 
（7/16（土）12:40～16:30 牧野植物園） 
○土佐材パートナー企業意見交換会・商談会 
（7/21（木）10:00～ 神奈川県） 
○第２回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
する基本構想検討委員会 

（7/25（月）高知城ホール） 
○協働の森づくり事業協定報告式及び CO2吸収証書贈呈式 
・コクヨ㈱ 
（7/26（火）9:00～9:30 第一応接室） 

○土佐材展示会 
（7/27（水）福岡県） 
○地球温暖化対策実行計画改定委員会 
（7/29（金）13:30～ 高知共済会館） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○林材業労働災害防止協会 高知県支部総会 
（6/10（金）13:30～15:30 高知城ホール） 
○高知県木材市場連絡協議会 
（6/10（金）16:00～ 高知会館） 
○地球温暖化防止県民会議、第１回県民部会 
（6/10 （金）ソーレ） 
○高知県森林組合連合会事務所（ＣＬＴ）完成見学会 
（6/11（土）10:00～15:50 南国市） 
○グリーンビルド展（ＣＬＴ）出展 
（6/15（水）～6/17（金）東京ビックサイト） 
○田井高齢者福祉施設「元気村」（ＣＬＴ）落成式 
（6/18（土）17:00～ 土佐町） 
○㈱とされいほく総会 
（6/21（火）9:30～12:00 とされいほく会議室） 
○森林整備公社 総会 
（6/21（火）13:30～16:00 県民文化ホール第 11多目的室） 
○（公財）エコサイクル高知 定時評議員会 
（6/21（火）13:30～ 高知会館） 
○伊方原発再稼働に関する公開討論会 
主催:原発をなくし、自然エネルギーを推進する高知県民連絡協議会 

（6/21（火）18:00～20:00 人権啓発センター） 
○夏至ライトダウン 
（6/21（火）20:00～22:00） 
○土佐材まつり 
（6/22（水）13:00～ 千葉県） 
○こうち・さかわメガソーラー㈱ 株主総会 
（6/23（木）10:30～11:30  佐川町役場） 
○木材増産推進ワーキンググループ集合会議 
（6/24（金）14:00～17:00 高知県森林組合連合会） 
○第１回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
する基本構想検討委員会 

（6/27（月）13:30～ エコサイクル高知） 
○土佐林業クラブとの意見交換会 
（6/27（月）15:20～16:50 高知会館） 

→次頁へ続く 

○災害廃棄物処理検討会 
（7/29（金）14:30～16:30 高知共済会館） 
○木材増産推進プロジェクトチーム会議 
（7/29（金）予定） 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
（続き） 
 

○第１回高知県大規模小売店舗立地審議会 
（6/28（火）10:00～ 高知共済会館） 
○高知県牧野記念財団評議員会 
（6/28（火）13:30～15:30 牧野植物園） 
○全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議 
（6/28（火）東京都） 
○四国電力株主総会 
（6/28（火）ヨンデンビル新館 高松市） 
○高知県環境審議会自然環境部会 
（6/29（水）13:30～16:30 高知共済会館） 
○四国地区別木材需給情報連絡協議会 
（6/29（水）13:30～ サンピアセリーズ） 
○第４回魚さい処理等の今後のあり方検討委員会 
（6/29（水）14:30～16:30 高知県魚さい加工公社） 
○東部地区廃棄物対策協議会 
（6/30（木）10:00～12:00 安芸広域メルトセンター） 
○高幡地区産業廃棄物等連絡協議会 
（6/30（木）10:00～12:00 須崎第二総合庁舎） 
○国有林材供給調整検討委員会 
（6/30（木）13:15～16:00 四国森林管理局） 
○木質バイオマス利用促進協議会全体会 
（6/30（木）13:30～15:30 高知県立高知青少年の家） 
○平成 28年度第１回高知県新エネルギー導入促進協議会 
（6月下旬）  
○高知県木の文化賞募集 
（6月下旬～8/26（金）） 

水産振興部 
 
 
 
 
 
 
 
 

○水産基盤整備事業平成 29年度概算ヒアリング 
（6/1（水）水産庁） 
○養殖ビジネススクールの開講 
（6/2（木）15:00～ 須崎市） 
（6/3（金）16:00～ 宿毛市） 
（6/30（木）15:00～ 須崎市） 
○平成 28年度漁業生産基盤維持向上事業審査会 
（6/6（月）13:30～ 高知海区漁業調整委員会室） 

→次頁へ続く 

○養殖ビジネススクールの開講 
（7/1（金）16:00～ 宿毛市） 
（7/28（木）15:00～ 須崎市） 
（7/29（金）16:00～ 宿毛市） 
○宇佐漁港一斉清掃 
（7/3（日）6:30～7:30 土佐市） 
○「産地見学会」の開催 
（7/3（日）、7/4（月）室戸市、香南市、高知市、須崎市、中土佐町） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

水産振興部 
（続き） 
 
 
 

○高知沖シラス産地協議会 
（6/7（火）15:30～17:00 本町ビル会議室 
○第２回水産物残さい処理事業及び冷凍冷蔵事業に関する市町村行政担
当者会 

（6/8（水）14:00～ 三原村農業構造改善センター） 
○内水面の漁業権免許の内容等に係る公聴会・内水面漁場管理委員会 
（6/8（水）14:00～ 高知城ホール） 
○高知県Ｕ・Ｉターン就職相談会 
（6/11（土）11:00～17:00 大阪府 難波御堂筋ホール） 
（6/12（日）10:30～16:30 東京都 東京交通会館） 
○漁協系統５団体通常総会等 
（6/16（木）13:00～ 水産会館） 
（6/17（金）9:00～ 水産会館） 
○高知県漁協女性部連合協議会総会 
（6/23（木）10:00～16:30 水産会館） 
○水産業制度資金説明会 
（6/23（木）13:30～ 県室戸総合庁舎） 
（6/28（火）13:30～ 水産会館） 
○担い手育成団体の認定審査会 
（6/23（木）10:00～ 西庁舎７階） 
○高知県漁協通常総代会 
（6/25（土）13:30～ 水産会館） 
○高知海区漁業調整委員会 
（6/27（月）14:00～ 高知共済会館） 
○平成 28年度第１回土佐黒潮牧場管理運営委員会 
（6/29（水）14:00～ 水産会館） 
○クロマグロ成熟状況及び産卵行動調査 
（随時 大月町） 

○高級飲食店シェフ（大阪：ポンテベッキオ）の産地招へい 
（7/6（水）、7/7（木）須崎市、中土佐町、黒潮町、土佐清水市、四万十
市） 

○シーフードショー出展者説明会 
（7/6（水）10:00～11:00 高知市中央卸売市場 

15:30～16:30 県中村合同庁舎） 
○水産業制度資金説明会 
（7/6（水）13:30～ 県中村合同庁舎） 
○全漁連直営店「わだつみ」での高知フェア 
（7/8（金）～7/30（土）シンガポール） 
○第２回高知県津波警報システム検討会 
（7/14（木）15:00～ 高知市内） 
○高知県漁協青年部連絡協議会総会 
（7/15（金）14:00～ 水産会館） 
○漁業就業支援フェア 2016 
（7/16（土）12:30～16:00 福岡市 天神スカイホールメインホール） 
○カツオセミナー＆フォーラム 
（7/16（土）13:00～ 共済会館） 
○高知県養殖魚輸出促進協議会現地視察 
（7/21（木）～7/26（火）シンガポール） 
○漁港漁場協会総会 
（7/22（金）14:30～ 水産会館） 
○全漁連直営店「わだつみ」での高知セミナー 
（7/23（土）、7/25（月）シンガポール） 
○ミシュランシェフ（「鈴なり」村田明彦氏）の協力を得た「食材提案会」
の開催 

（7/29（金）東京都 レンタルスペース patia四ツ谷店） 
○クロマグロ採卵及び人工種苗生産試験 
（予定） 
○全国海づくり大会準備委員会 
（予定） 

土木部 
 
 
 

○ のいち動物公園イベント 
・写真コンテスト作品募集 
（5/1（日）～7/31（日）） 

→次頁へ続く 

○ のいち動物公園イベント 
・写真コンテスト作品募集 
（5/1（日）～7/31（日）） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

土木部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ・シロテテナガザルの赤ちゃん愛称募集 
 （5/28（土）～6/19（日）） 
・サポーター感謝祭 

 （6/12（日）） 
 ・アミメキリン「イブキのお別れ会」 
 （6/26（日）） 
○住宅耐震精密診断チェックマニュアル勉強会（市町村担当者対象） 
（6/1（水）14:00～16:00 高知市） 
（6/2（木）14:00～16:00 南国市） 
（6/6（月）14:00～16:00 奈半利町） 
（6/7（火）14:00～16:00 四万十市） 
（6/13（月）14:00～16:00 佐川町） 
（6/15（水）14:00～16:00 須崎市） 
○物部川・仁淀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 
（6/2（木）10:00～11:00 高知城ホール） 
○第１回 須崎港長期構想検討委員会 
（6/2（木）13:30～15:30 須崎総合福祉センター） 
○建設業法等改正に関する説明会 
（6/2（木）14:00～16:00 田野町総合文化施設ふれあいセンター） 
（6/3（金）14:00～16:00 須崎市立市民文化会館） 
○宅地建物取引業法主管者協議会平成 28年度前期幹事県会議 
（6/3（金）13:00～16:00 高知会館） 
○防災フェスティバル 
（6/5（日）10:00～15:00 宿毛湾港） 
○高知県総合防災訓練 
（6/5（日）11:30～15:10 宿毛市ほか） 
○平成 28年度建設工事技術者研修会：事業者向け 
（6/7（火）13:30～16:30 佐川町桜座） 
（6/8（水）13:30～16:30 高知市文化プラザかるぽーと） 
（6/9（木）13:30～16:30 田野町ふれあいセンター） 
（6/10（金）13:30～16:30 夜須中央公民館） 
（6/13（月）13:30～16:30 宿毛市総合社会福祉センター） 
（6/14（火）13:30～16:30 窪川四万十会館） 
 

→次頁へ続く 

・シロテテナガザル命名式 
（7/3（日）） 
・チンパンジー「ミルキー」３歳の誕生日会 

 （7/10（日）） 
・夏休み企画展 
（7/16（土）～9/4（日）） 
・サマースクール 
（7/23（土）、7/24（日）） 

○第 28回浦戸湾・七河川一斉清掃 
（7/3（日）7:00～） 
○積算基準等説明会（県市町村土木技術職員） 
（7/4（月） 9:30～11:00 

14:00～15:30 高知城ホール） 
（7/6（水）10:00～11:30 須崎総合庁舎） 
      15:00～16:30 宿毛事務所） 
（7/7（木） 9:00～10:30 幡多土木事務所） 
（7/8（金）14:00～15:30 安芸総合庁舎） 
○情報化技術活用検討委員会 
（7/8（金）13:30～17:00 本町ビル） 
○ドローンの操作研修会 
（7/14（木）10:00～15:00 伊野合同庁舎） 
○外国客船「ダイヤモンド・プリンセス」高知新港寄港 
（7/19（火）9:00入港～18:00 出港） 
○事業者向けコンプライアンス研修会 
（7/19（火）14:30～16:40 高知県立県民文化ホール（グリーン）） 
（7/20（水）14:30～16:40 四万十市立文化センター（大ホール）） 
（7/21（木）14:00～16:10 須崎市立市民文化会館（大ホール）） 
（7/25（月）14:30～16:40 安田町文化センター （多目的ホール）） 
（7/26（火）9:30～11:40 高知県立県民文化ホール（グリーン）） 
○「高速道路のミッシングリンクを解消し日本の再生を実現する１０県
知事会議」要望活動 

（7/22（金）要望先等調整中） 
○高知県道路利用者会議定期総会・現地視察 
（7/27（水）13:30～17:15 城西館） 
○防災エキスパート研修会 
（7/28（木）13:00～17:00 高知会館） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

土木部 
（続き） 

○外国客船「ダイヤモンド・プリンセス」高知新港寄港 
（6/11（土）7:00～18:00 高知市中心商店街周辺） 
○土砂災害防止月間イベント  
 ・こども防災キャンプ 
（6/11（土）9:10～14:40 須崎市浦ノ内小学校） 

 （6/18（土）9:00～15:10 黒潮町田ノ口小学校） 
 ・土砂災害防止月間イベント inイオンモール高知 
（6/19（日）10:00～17:00 イオンモール高知） 

○南海トラフ地震等に対する緊急防災対策促進大会 
（6/16（木）14:00～15:00 ＫＫＲホテル東京） 
○応急仮設住宅、災害公営住宅に関する説明会 
（6/20（月）10:00～12:00 高知城ホール） 
○芸西村自主防災組織連絡協議会（住宅耐震出前講座） 
（6/21（火）13:30～15:00 芸西村民会館） 
○耐震診断士講習会 
（6/21（火）13:00～16:00 更新：高知市） 
（6/24（金）13:00～16:00 更新：四万十市） 
（6/27（月）9:00～12:00：更新 

13:00～16:00：新規 高知市） 
○住宅耐震化等リフォーム等勉強会 
（6/22（水）18:00～20:00 津野町役場） 
○木造住宅耐震改修工法勉強会 
（6/23（木）17:30～19:30 黒潮町保険福祉センター） 
○大規模土砂災害対応訓練 
（6/26（日）いの町吾北地区） 
○外国客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」高知新港寄港 
（6/29（水） 9:00入港～17:00出港） 
○河川関係行政連絡調整会議 
（6/29（水）15:00～17:00 国土交通省高知河川事務所） 
○住宅耐震化促進に関する意見交換会（県・高知市・事業者） 
（6/29（水）15:30～17:00 高知本町ビル） 
○被災建築物応急危険度判定コーディネーター連絡会議「震前判定計画
作成説明会」 

（6/30（木）13:00～（調整中）） 
 

○四国横断自動車道高知県建設促進期成会総会 
（7/28（木）四万十市） 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

会計管理局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○平成 28年熊本地震義援金 
（受付期間 4/19（火）～9/30（金）（予定）） 
○高知県立学校事務職員研修会 
（6/3（金）13:20～14:50 教育センター分館） 
○会計検査 
（6/6（月）高知東警察署） 
（6/7（火）、6/8（水）須崎土木事務所） 
（6/13（月）森林技術センター） 
（6/14（火）須崎県税事務所） 
（6/17（金）中央東福祉保健所） 
（6/20（月）伊野商業高等学校） 
（6/22（水）城山高等学校） 
（6/24（金）佐川高等学校） 
（6/29（水）、6/30（木）中央西土木事務所） 
○主査研修（基礎） 
（Aコース 6/29（水）15:15～16:45 職員能力開発センター） 
（Bコース 6/30（木）15:15～16:45 職員能力開発センター） 

○平成 28年熊本地震義援金 
（受付期間 4/19（火）～9/30（金）（予定）） 
○会計検査 
（7/1（金）高知農業高等学校） 
（7/4（月）日高養護学校） 
（7/6（水）梼原高等学校） 
（7/11（月）療育福祉センター） 
（7/12（火）高知東工業高等学校） 
（7/19（火）高知東高等学校） 
（7/21（木）、7/22（金）大阪事務所） 
（7/27（水）高知警察署） 
（7/28（木）高知工業高等学校） 
○高知県町村会計管理者協議会総会・研修会 
（7/15（金）14：00～ 共済会館） 
○会計事務実務研修 
（7/21（木）、7/26（火）10:10～16:30 正庁ホール） 
○銀行検査 
（7/22（金）四国銀行大阪支店） 

教育委員会事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○第５回社会教育委員会 
（6/1（水）13:30～16:30 教育センター分館） 
○社会教育主事等研修 
（6/3（金）10:30～16:30 高知青少年の家） 
○平成 28年度スクールソーシャルワーカー活用事業第１回連絡協議会 
（6/3（金）13:00～17:00 ふくし交流プラザ） 
○平成 28年度小中学校人権教育主任連絡協議会 
・西部地区 
（6/3（金）13:30～16:50 宿毛市立宿毛文教センター） 

・東部地区 
（6/7（火）13:30～16:50 田野町総合文化施設ふれあいセンター） 

○平成 29年度及び平成 30年度在外教育施設派遣教員・教育長選考会 
（6/3（金）15:30～17:00 教育委員室） 
○共済年金・退職手当・再任用制度に係る説明会 
（6/3（金）18:30～20:00 教育センター本館） 
 

→次頁へ続く 

○若者の学びなおしと自立支援地区別連絡会 
（7/1 （金）10:30～16:30 高吾地区 佐川町総合文化センター） 
（7/7 （木）10:30～16:30 高知市地区 ふくし交流プラザ） 
（7/14（木）10:30～16:30 幡多地区 四万十市中央公民館） 
○平成 28年度子育て支援員研修（専門研修） 
（7/2（土）8:50～16:30 高知県立人権啓発センター） 
（7/3（日）8:50～16:30 高知県立人権啓発センター） 
○高知県ＰＴＡ研究大会 
 （7/3（日）13:00～16:30 高知追手前高等学校芸術ホール） 
○平成 28年度 第１回グローバル教育推進委員会  
（7/4（月）9:30～11:30 高知共済会館） 
○高知県地域による教育支援活動研修会 
（7/4（月）13:00～16:30 ぢばさんセンター） 
○高知県特別支援学校技能検定実施委員会 
（7/5（火）14:00～16:00 教育センター本館） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

教育委員会事務局 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○平成 28年度子育て支援員研修（専門研修） 
（6/5（日）8:30～17:00 高知大学朝倉キャンパス） 
（6/18（土）9:10～17:00 高知県立人権啓発センター） 
（6/19（日）9:20～17:30 高知県立人権啓発センター） 
（6/26（日）9:20～17:00 高知県立人権啓発センター） 
○ 第64回高知県定時制通信制高等学校体育大会 
（6/5（日）9:30～ 県民体育館 他） 
○読書文部科学大臣表彰報告会 
（6/7（火）10:00～12:00 教育委員室） 
○平成 28年度「児童生徒の自殺予防に関する普及啓発協議会（四国ブロ
ック）」 

（6/8（水）10:00～16:00 教育センター本館） 
○平成 28年度志育成型学校活性化事業第１回推進リーダー会議 
（6/9（木）9:30～12:00 県立高知青少年の家） 
○第 41回部落解放・人権西日本夏期講座 
（6/9（木）13:00～16:50 
6/10（金）9:00～12:15  

県民文化ホール・高知市文化プラザかるぽーと） 
○平成28年度高知夢いっぱいプロジェクト推進事業第１回学校支援会議 
（6/9（木）13:00～17:00 県立高知青少年の家） 
○平成28年度食育・学校給食連絡協議会 
（6/10（金）10:00～16:30 教育センター本館） 
○若者はばたけプログラム指導者研修Ⅰ 
（6/10（金）10:30～17:00  ふくし交流プラザ） 
○高Ｐ連育成員制連絡研修協議会 
・高知地区 
（6/10（金）14:00～17:10 高知会館） 
・香長地区 
（6/22（水）14:00～17:00 グレース浜すし・南国市） 
・幡多地区 
（6/24（金）14:00～17:00 眠宝・土佐清水市） 
・安芸地区 
（6/29（水）14:10～16:30 安芸高等学校） 
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○四国地区人権教育研究協議会第２回委員会 
（7/6（水）15:00～16:30 県民文化ホール） 
○第 63回四国地区人権教育研究大会（高知大会） 
（7/7（木）10:00～17:00 
7/8（金）9:20～12:00 県民文化ホールオレンジ・高知市文化プラザ
かるぽーと他） 

○教員採用選考審査 全校種・全教科・筆記審査  
（7/9（土）8:30～12:00 丸の内高、高知工業、大阪（たかつガーデン）） 
○教員採用選考審査 面接審査（小学校のみ）  
（7/9（土）13:00～17:30 丸の内高、大阪（たかつガーデン）） 
（7/10（日）8:30～12:30 丸の内高、大阪（たかつガーデン）） 
○ＰＴＡ・教育行政研修会 
・幡多地区 
（7/10（日）13:15～16:50 宿毛市立宿毛文教センター） 
・吾川地区 
（7/16（土）13:15～16:50 仁淀川町観光センター） 
・高岡地区 
（7/30（土）13:15～16:50 須崎市立市民文化会館） 

○平成 28年度第１回高知県いじめ問題対策連絡協議会  
（7/11（月）13:00～15:00 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
○特別天然記念物カモシカ通常調査検討会 
（7/12（火）14:00～16:00 高知会館） 
○第４回高知県立学校の校名に関する検討委員会  
（7/13（水）18:30～20:30 高知共済会館） 
○児童会・生徒会交流集会第３回実行委員会 
（7/17（日）13:00～16:00 高知県立人権啓発センター） 
○若者はばたけプログラム活用研修会初級講座Ⅰ 
・中部会場 
（7/22（金）10:30～17:00 県立青少年の家） 
・東部会場 
（7/26（火）10:30～17:00 田野町ふれあいセンター） 
・西部会場 
（7/29（金）10:30～17:00 四万十市中央公民館） 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

教育委員会事務局 
（続き） 
 

○第 69回高知県高等学校体育大会 
（水泳･･･6/11（土）、6/12（日）春野総合運動公園） 
○児童会・生徒会交流集会第２回実行委員会 
（6/12（日）13:00～16:00 人権啓発センター） 
○若者の学びなおし地区別連絡会 
・土長南国地区 
（6/13（月）10:30～17:00 香美市中央公民館） 
・安芸郡市 
（6/17（金）10:00～16:30 田野町ふれあいセンター） 
・高吾地区１ 
（6/23（木）10:00～16:30 須崎市立市民文化会館） 

○子ども教室児童クラブ児童発達理解研修（１回目） 
（6/14（火）9:30～12:00 教育センター分館） 
○子ども教室児童クラブ安全・防災研修 
・西部地区 
（6/16（木）9:30～12:00 四万十市中央公民館） 
・東部地区 
（6/23（木）9:30～12:00 田野町ふれあいセンター） 
・中部地区 
（6/30（木）9:30～12:00 高知青少年の家） 

○平成 28年度第１回高知県スクールカウンセラー等研修講座 
（6/19（日）10:00～16:30  教育センター分館） 
○平成 28年度高知県いじめ問題対策連絡協議会第１回幹事会 
（6/23（木）9:00～11:00 教育委員室） 
○平成28年度高知県健康教育推進研修会 
（6/28（火）10:20～17:00 高知会館） 
（6/29（水）9:50～16:30 高知会館） 
○平成28年度第１回多様な学習支援推進事業に関する検討会議 
    〃   〃 高知県遠隔教育調査研究校研修会 
（6/29（水）10:20～16:30 高知追手前高等学校吾北分校） 

○教員採用選考審査 面接審査（小学校以外） 
（7/25（月）8:30～17:30 
7/26（火）8:30～17:30 小津高） 

○世界遺産登録推進協議会総会 
（7/25（月）14:00～ かがわ国際会議場） 
○高知県文化財保護指導者講習会 
 高知県文化財保護指導員連絡会 
 高知県文化財保護連絡協議会総会 
（7/28（木）13:00～16:00 高新文化ホール） 
○児童会･生徒会交流集会 
（7/30（土）13:00～16:45 高知市地区 総合あんしんセンター） 
（7/31（日）13:00～16:45 土長南国、吾川、香美・香南地区 南国市
立スポーツセンター）  

（7/31（日）13:00～16:45 幡多地区 宿毛市総合社会福祉センター） 
 

公営企業局 
 
 
 
 

○高知県臨床研修連絡協議会 
（6/2（木）19:00～ 高知大学医学部） 
○日本工業用水協会定時総会 
（6/6（月）14:30～ 東京ガーデンパレス） 

→次頁へ続く 

○高知医療センター経営セミナー 
（7/1（金）14:00～16:15 高知医療センター） 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

公営企業局 
（続き） 

○地域医療構想策定 WG 
（6/6（月）18:30～20:30 高知会館） 
○自治体病院管理者研修会 
（6/10（金）9:50～16:30 東京・都市センターホテル） 
○電力広域的運営推進機関第２回通常総会 
（6/10（金）10:30～ 東京） 
○四国電力との業務打ち合わせ会及び合同系統事故復旧訓練 
（6/10（金）13:30～16:30 四国電力高知系統制御所訓練室） 
○公営電気事業経営者会議 経営専門委員会  
（6/10（金）14:00～17:00 東京） 
○第 32回幡多ふれあい医療公開講座 
（6/12（日）13:30～16:00 宿毛市立宿毛文教センター） 
○公営電気事業経営者会議 料金担当課長会議 
（6/15（水）13:30～17:00 東京・都道府県会館） 
○出前授業（風力発電について 国府小） 
（6/16（木）14:00～15:30 香北青少年の家） 
○公営電気事業経営者会議 技術専門委員会 
（6/16（木）14:00～17:00 公営電気事業経営者会議事務局） 
○県立病院職員採用試験 
（6/18（土）、6/19（日）9:00～ 職員能力開発センター） 
○第 8回高知県ドクターヘリ運行調整委員会 
（6/21（火）18:30～ 高知医療センター） 
○出前授業「風力発電について」（野市小学校環境フェスティバル） 
（6/25（土）9:00～10:30 野市小学校） 
○幡多けんみん病院経営幹部会議 
（6/28（火）13:30～ 幡多けんみん病院） 
○あき総合病院経営幹部会議 
（6/30（木）16:00～ あき総合病院） 

○高知県立病院群 総合医・家庭医養成後期プログラム 指導医講習
会・後期研修医ポートフォリオ発表会 

（7/2（土）13:00～17:00 竹林寺） 
○出前授業（風力発電について 川内小） 
（7/5（火）15:00～16:30 香北青少年の家） 
○高知県公営企業局再生可能エネルギー利活用事業費審査会 
（7/7（木）13:45～15:00 高知城ホール） 
○慰霊祭（事故による殉職者） 
（7/20（水）10:00～10:20 杉田発電所） 

10:40～11:00 永瀬発電所） 
○病院事務職員情報交換会 
（7/22（金）14:00～17:00 幡多けんみん病院） 
○幡多けんみん病院経営幹部会議 
（7/26（火）13:30～ 幡多けんみん病院） 
○あき総合病院経営幹部会議 
（7/28（木）16:00～ あき総合病院） 
○地方公営企業連絡協議会 第 97回総会 
（7/29（金）13:00～ 東京・アジュール竹芝） 
○出前授業「風力発電について」 
（7/30（土）10:00～11:30 初月ふれあいセンター） 

警察本部 
 
 
 
 
 
 

○夏期における水難事故防止強化期間 

（6/1（水）～8/31（水）） 

○不法就労・不法滞在防止のための活動強化月間 
（6/1（水）～6/30（木）） 
○「薬物乱用のない社会を目指して」 
（６月広報テーマ） 

→次頁へ続く 

○夏期における水難事故防止強化期間 
（6/1（水）～8/31（水）） 
○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」及び“社会を明るくする運
動”合同高知県総決起大会並びに街頭行進 

（7/1（金）13:30～16:30 高知城ﾎｰﾙ、帯屋町筋ｱｰｹｰﾄﾞ及び中央公園） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

警察本部 
（続き） 

○平成 28年度高知県総合防災訓練及び地域防災フェスティバル 
（6/5（日）10:00～15:10 宿毛湾港等） 
○二輪車安全運転高知県大会 
（6/5（日）10:00～15:30 高知県自動車学校） 
○平成 28年度高知県安全運転管理者協議会連合会通常総会 
（6/14（火）14:00～17:00 三翠園） 
○平成 28年度高知県警備業協会定時総会 
（6/14（火）14:30～ 高知会館） 
○平成 28年度四国管区内警察柔道・剣道大会 
（6/16（木）9:00～16:50 香川県高松市総合体育館） 
○高知県交通安全協会定時総会 
（6/16（木）13:30～16:30 サンピアセリーズ） 

○平成 28年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」 
（7/1（金）～7/31（日）） 
○交通安全子供自転車高知県大会 
（7/9（土）9:00～15:00 高知県教育センター分館体育館） 
○高知県警察官Ｂ採用試験 
（7/12（火）～試験案内配布開始） 
（8/19（金）～9/2（金）申込み受付期間） 
（10/16（日）第一次試験） 
○平成 28年度高知県高速道路交通安全協議会通常総会 
（7/15（金）16:00～17:30 ホテル日航高知旭ロイヤル） 
○平成 28年度県下通信指令・無線通話技能競技会 
（7/28（木）9:00～17:00 警察本部講堂） 
○障害のある人の運転教室 
（7/30（土）13:00～16:00 運転免許センター） 

東京事務所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○四国・山陰・山陽の物産展 
（6/1（水）～6/7（火）小田急百貨店藤沢店） 
○大田市場まつり 
（6/2（木）～6/4（土）大森とうきゅう） 
○高知丸の内高校関東地区同窓会 
（6/4（土）ＮＨＫ青山荘） 
○土佐中・高校同窓会関東支部平成 28年度同窓会 
（6/4（土）東海大学校友会館） 
○全国キャリア・就職ガイダンス 
（6/14（火）10:00～16:30 東京ビッグサイト） 
○東京黒潮会総会 
（6/17（金）18:30～ 新橋・浪漫亭） 
○プレ・第 15回ドリーム夜さ来い祭り in東京スカイツリータウン 
（6/19（日）東京ソラマチ） 
○高知県職員等採用上級試験 
（6/26（日）9:00～ 中央大学理工学部） 

○サンルートホテル ガーデンパレス（熊谷市）における四国フェア 
（6/1（水）～7/31（日）） 
○首都圏メディア情報交換会 
（7/1（金）19:00～ まるごと高知） 
○千葉高知県人会 
（7/3（日）12:00～15:00 木更津市内） 
○追手前高校校友会東京支部大会 
（7/3（日）13:30～ スクワール麹町） 
○ＮＥＣ本社における高知県フェア 
（7/4（月）、7/5（火）三田・ＮＥＣ本社） 
○首都圏で頑張る高知県企業交流会 
（7/8（金）19:00～ 港区新橋） 
○Ｕ・Ｉターン就職相談会 
（7/8（金）青山学院大学） 
○高知県警察官Ａ採用試験 
（7/10（日）昭和女子大学） 
○第 10回よさこい祭り IN光が丘公園 
（7/17（日）練馬区光が丘公園） 
○土佐二十日会後期定例会 
（7/20（水）18:00～21:00 天王洲アイル） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

東京事務所 
（続き） 

○大田市場まつり 
（7/21（木）～7/23（土）大森とうきゅう） 
○移住笑談会 
（7/22（金）東京交通会館） 
○ＪＴＢトラベルゲート横浜本店での高知県フェア 
（7/23（土）ＪＴＢトラベルゲート横浜本店） 
○第 62回茂原七夕まつり（YOSAKOI夏の陣 2016） 
（7/31（日）千葉県茂原市） 

産業振興センター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○【見本市】インテリアライフスタイル 
（6/1（水）～6/3（金）東京ビッグサイト） 
○よさこい祭り練習場貸出 
（6/1（水）～8/8（月）ぢばさんセンター） 
○【見本市】EE東北'16 
（6/1（水）、6/2（木）夢メッセみやぎ） 
○【見本市】中部ライフガードテック２０１６ 
（6/2（木）、6/3（金）ポートメッセ名古屋） 
○【見本市】フーマジャパン２０１６ 国際食品工業展 
（6/7（火）～6/10（金）東京ビッグサイト） 
○ネットショップ支援セミナー 
（グーグル・アナリティクスのビジネス活用） 

（6/9（木）10:00～16:30 ぢばさんセンター） 
○【見本市】防犯防災総合展イン関西２０１６ 
（6/9（木）、6/10（金）インテックス大阪） 
○（公財）高知県産業振興センター理事会 
（6/13（月）14:00～16:00 ぢばさんセンター） 
○高知県産業振興センター・中小機構四国連携会議 
（6/14（火）13:00～15:00 高松） 
○高知県農商工連携協議会 
（6/14（火）15:00～17:00 ＪＡ高知ビル） 
○東京営業本部 外商戦略会議 
（6/16（木）13:00～16:00 名古屋） 
○手書きポップ＆デザイン実践セミナー 
（6/17（金）13:30～15:00 ぢばさんセンター） 
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○よさこい祭り練習場貸出 
（6/1（水）～8/8（月）ぢばさんセンター） 
○出前相談会 
（7/5（火）嶺北地区 
7/7（木）物部川地区 
7/14（木）高知市地区 
7/20（水）幡多地区） 

○ブログとフェイスブック・ビジネス活用セミナー 
（7/6（水）10:00～16:30 ぢばさんセンター） 
○事業戦略セグメント別セミナー（販売） 
（7/8（金）13:30～15:30 ぢばさんセンター） 
○【見本市】オフィス防災エキスポ 
（7/13（水）～7/15（金）東京ビッグサイト） 
○工業会・県・センター意見交換会 
（7/20（水）16:30～ 城西館） 
○第３回 事業戦略支援会議 
（7/21（木）13:30～ 工業技術センター） 
○こうち産業振興基金審査会 
（7/21（木）、7/22（金）8:30～18:00 ぢばさんセンター） 
○四国経済産業局との事業協議 
（7/26（火）13:30～） 
○ネットショップの売上・収益アップの実践セミナー 
（7/27（水）10:00～16:30 ぢばさんセンター） 
○【見本市】施設園芸・植物工場展２０１６ 
（7/27（水）～7/29（金）東京ビッグサイト） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ６月の主要な取り組み ７月の主要な取り組み予定 

産業振興センター 
（続き） 

○こうち産業振興基金評価委員会 
（6/20（月）13:30～15:30 ぢばさんセンター） 
○事業戦略セグメント別セミナー 
・経営戦略入門 
（6/20（月）①14:00～ 

②18:30～ ココプラ） 
・マーケティング入門 
（6/22（水）①14:00～ 

②18:30～ ココプラ） 
○こうち農商工連携基金評価委員会 
（6/20（月）15:40～16:50 ぢばさんセンター） 
○出前相談会 
（6/20（月）高幡地区 
6/21（火）仁淀川地区 
6/28（火）安芸地区） 

○【見本市】タイものづくり商談会及びマニュファクチャリング EXPO 
（6/22（水）～6/25（土）バンコク） 
○事業戦略普及啓発セミナー 
（6/24（金）13:30～ ザ クラウンパレス新阪急高知） 
○（公財）高知県産業振興センター理事会 
（6/28（火）10:00～12:00 ぢばさんセンター） 
○ネットショップの売上・収益アップの実践セミナー 
（6/29（水）10:00～16:30 ぢばさんセンター） 
○第２回 事業戦略支援会議 
（6/29（金）13:30～15:30 ぢばさんセンター） 

○産業間連携委員会 
（7/28（木）11:50～13:00 工業技術センター） 
 

※ 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） 


