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各部局等の主要な取り組み 

 
 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

総務部 １ 平成 29年度  第１回健康づくり研修会 
  「気持ちの良い人間関係を築くために 
  ～自分の交流パターンに気づき、なりたい自分になりましょう～」  

   講師:土佐メンタルヘルス研究会 代表 宮川 裕子 
（6/2（金）14:00～16:00 正庁ホール） 
２ 高知県職員倫理審査会 
（6/5（月）15:00～17:00 本庁４階会議室） 
３ 四国知事会議及び関西広域連合と四国知事会との災害時の相互応援に関する

協定締結式 
（6/6（火）13:30～15:10 坂出グランドホテル） 
４ 第２回税外未収金対策研修会 
（6/9（金）13:30～15:30 正庁ホール） 
５ 平成 29年度産業振興計画広報テレビ番組放送 
「いざ高知・産業維新ぜよ！～第３期高知県産業振興計画 ver.2～」 
（6/11（日）16:30～17:25 ＲＫＣ） 
（6/24（土）13:30～14:25（再放送）ＲＫＣ） 
６ 平成 29年度 メンタルヘルスチーフ等研修 
  「チーフ等のためのメンタルヘルスマネジメント講座」  

講師:株式会社 健康企業 代表取締役 亀田 高志 
（6/13（火）14:00～16:30 
6/14（水）9:00～11:30 正庁ホール） 

７ 平成 29年度 第２回健康づくり研修会 
  「メンタルヘルスの基礎知識 ～知っていれば予防できるこころの健康～」 
 講師:株式会社 健康企業 代表取締役 亀田 高志 

（6/14（水）14:00～16:00 正庁ホール） 
８ 高知県職員（保健師）採用選考考査 
（6/17（土）、6/18（日）正庁ホール） 
９ 高知県職員（獣医師・薬剤師）採用選考考査 
（6/18（日）高知会場:正庁ホール、東京会場:都道府県会館） 
10 高知県職員（回転翼航空機操縦士・無線技術者）採用選考考査 
（6/18（日）正庁ホール） 
 
【参考】 
○６月議会日程 
・記者発表（6/16（金）） 
・開会（6/23（金）） 
・一般質問（6/28（水）～6/30（金）） 
・常任委員会（7/3（月）～7/5（水）） 
・閉会（7/7（金） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 6月の主要な取り組み予定 

危機管理部 
 
 
 

１ 副部長による市町村長との意見交換会 
（6/1（木）9:00～10:00 津野町長 
      11:00～12:00 梼原町長 

14:00～15:00 中土佐町長 
14:30～15:30 安田町長 
15:40～16:40 田野町長） 

（6/2（金）13:00～14:00 四万十町長） 
（6/5（月）13:00～14:00 宿毛市長） 
（6/7（水）15:00～16:00 馬路村長） 
（6/12（月）13:00～14:00 室戸市長） 
（6/19（月）13:30～14:30 奈半利町長） 
２ 四国南海トラフ地震対策戦略会議 
（6/1（木）15:00～17:00 高松サンポート合同庁舎） 
３ 津波避難計画現地点検 
（6/2（金）10:30～ 土佐清水市足摺岬） 
（6/2（金）13:30～ 土佐清水市以布利） 
（6/8（木）10:00～ 土佐清水市三崎浦） 
（6/8（木）14:00～15:00 吉良川・西灘東） 
（6/12（月）9:30～ 土佐清水市大岐） 
４ 平成 29年度地域衛星通信ネットワーク担当課長会議 
（6/2（金）13:00～15:00 スクワール麹町） 
５ 平成 29年度高知県町村消防団連絡協議会春季総会 
（6/2（金）14:00～ いの町役場） 
６ 平成 29年度高知県消防長会消防署長会議 
（6/2（金）15:00～ 香南市消防本部） 
７ 平成 29年度総合防災訓練・地域防災フェスティバル 
（6/4（日）10:00～15:00 室戸市室津港ほか） 
８ 平成 29年度伊方発電所原子力防災広域連携推進会議 
（6/5（月）15:00～17:00 愛媛県庁） 
（6/6（火）8:40～16:10 伊方発電所等） 
９ 避難所運営マニュアル作成支援 
（6/9（金）13:30～15:30 上ノ加江小学校） 
（6/25（日）ＡＭ調整中 清水第一小学校） 
10 平成 29年度第３回地域本部連絡会議 
（6/16（金）15:00～17:00 防災作戦室） 
11 高知県防衛協会定期総会 
（6/16（金）16:10～20:30 高知商工会館） 
12 物資配送計画検討協議会 第１回中央西地域ワーキンググループ 
（6/16（金） 春野総合運動公園） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
 
 
 

１ 第１回感染症対策協議会肝炎対策部会 
（6/1（木）18:30～20:30 高知県民文化ホール） 
２ 公益財団法人ひかり協会事業行政協力懇談会 
（6/6（火）10:00～12:00 こうち勤労センター） 
３ がん検診関係事業市町村担当者会 
（6/7（水）13:00～16:30 須崎市立市民文化会館） 
（6/9（金）13:00～16:30 中央東福祉保健所） 
４ 新生児聴覚検査研修会 
（6/8（木）13:30～15:30 自治会館） 
５ 県庁献血 
（6/9（金）9:30～16:30 本庁舎正面玄関前） 
６ 高知県食と栄養の会 
（6/13（火）15:00～17:40 高知城ホール） 
７「こうち健康企業プロジェクト」座談会 
（6/14（水）16:40～17:10 第一応接室） 
８ 犬・猫の飼い方講習会 
（6/15（木）13:30～15:30 中央小動物管理センター） 
９ 第１回南海トラフ地震時保健活動等体制整備検討会 
（6/16（金）10:00～12:00 県民文化ホール第 11多目的室） 
10 高知県健康づくり婦人会連合会総会・研修会・健康パレード 
（6/20（火）10:30～15:00  

正庁ホール、県庁玄関前～帯屋町アーケード～中央公園） 
11 高知県食品衛生協会総会・表彰式 
（6/22（木）14:10～17:00 高知商工会館） 
12 特定保健指導従事者育成研修会 
（6/23（金）10:00～16:30 ふくし交流プラザ） 
13 6・26薬物乱用防止ヤング街頭キャンペーン 
（6/24（土）13:30～15:00 県庁玄関前～帯屋町アーケード～中央公園） 
14 外来栄養食事指導研修会 
（6/24（土）） 
15 ハンセン病フォーラム 
（6/28（水）13:00～16:00 かるぽーと大ホール） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 １ 介護職員のための電話相談窓口新規開設 
（6/1（木） 相談日時:月・水・金 10:00～16:00） 
２ 児童虐待事案に係る一般社団法人高知県医師会、一般社団法人高知県歯科医

師会、高知県及び高知県警察の連携に関する協定書締結式 
（6/1（木）13:00～13:30 第一応接室） 
３ 平成 29年度地域包括支援センター職員初級研修Ⅰ 
（6/1（木）13:30～16:30 ふくし交流プラザ） 
４ 平成 29年度高知県自立支援協議会専門部会（相談支援体制づくり部会） 
（6/5（月）14:00～17:00 高知県立大学社会福祉学部棟） 
５ 平成 29年度高知県･高知市連携会議（健康福祉部門） 
（6/5（月）16:00～17:00 総合あんしんセンター） 
６ 平成 29年度第 1回高知県介護支援専門員研修等向上委員会 
（6/6（火）18:30～20:30 第二応接室） 
７ 市町村乳幼児健診従事者向け研修会 
（6/8（木）10:00～12:00 高知県自治会館） 
８ 平成 29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 
（6/8（木）10:00～16:00 ふくし交流プラザ） 
９ 平成 29年度高知県自立支援協議会 
（6/12（月）10:00～12:00 高知共済会館） 
10 平成 29年度市町村災害救助法・災害時要配慮者担当者事務説明会 
（6/14（水）10:00～12:00 高知城ホール） 
11 第 16回高知ふくし機器展 
（6/16（金）13:30～17:00 
6/17（土）10:00～17:00 
6/18（日）10:00～16:00 ふくし交流プラザ） 

12 平成 29年度第２回高知県子どもの環境づくり推進委員会 
（6/18（日）10:00～12:00 第二応接室（予定）） 
13 地域包括ケア「見える化」システムの操作等に関する研修会 
（6/19（月）10:00～15:00 高知県職員能力開発センター） 
14 平成 29年度地域見守り協定三者会 
（6/19（月）13:00～14:30 ふくし交流プラザ） 
15 平成 29年度あったかふれあいセンター職員スタッフ研修 
 ・中央部 
（6/20（火）10:00～16:30 ふくし交流プラザ） 
・西部 
（6/21（水）10:00～16:30 黒潮町保健福祉センター） 

16 平成 29年度高知県児童福祉審議会保護育成部会 
（6/20（火）15:30～17:00） 
17 イベントサポーター養成講座 
（6/22（木）13:30～16:00 四万十市立中央公民館） 
（6/25（日）13:30～16:00 高知会館） 
（6/27（火）13:30～16:00 安芸市民会館） 
18 子どもの居場所開設準備講座（高知市会場） 
（6/25（日）13:30～16:30 高知市保健福祉センター） 
19 くらしとこころ・つながる相談会 in西部地域 
（6/26（月）13:00～17:00 ハローワーク須崎） 
20「上手にほめて楽しい子育て講座」指導者養成セミナー 
（6/30（金）9:30～17:00 ふくし交流プラザ） 
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各部局等の主要な取り組み 

 
 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

文化生活スポーツ
部 

１ まんが甲子園協力企業訪問 
（5/30（火）、6/1（木）東京） 
２ 2017国際青少年空手道選手権大会優勝報告会 
（6/1（木）16:45～17:00 知事室） 
３ 高知龍馬マラソン実行委員会事務局会 
（6/1（木）17:30～ 正庁ホール） 
４ 高知県スポーツ振興推進本部会議 
（6/2（金）9:00～12:00 第二応接室） 
５ 高知県運動部活動強化校指定交付式 
（6/2（金）13:00～14:30 教育委員室） 
６ ウエスタンリーグ 阪神‐中日戦 
（6/3（土）12:30～ 安芸タイガース球場） 
（6/4（日）12:30～ 春野総合運動公園野球場） 
７ 高知県観光コンベンション協会理事会 
（6/5（月）10:00～11:30 高知共済会館） 
８ 公益財団法人高知県国際交流協会理事会 
（6/6（火）10:00～ 高知共済会館） 
９ 第１回まんが王国振興部会 
（6/6（火）18:30～20:30 地下室第三、四会議室） 
10 第４回漫画家大会議開催委託事業者プロポーザル説明会 
（6/7（水）10:30～11:30 職員能力開発センター） 
11 北方領土返還要求運動高知県民会議総会 
（6/7（水）12:00～13:30 高知商工会館） 
12 高知龍馬マラソン第１回企画運営委員会 
（6/7（水）13:30～15:00 教育センター分館） 
13 高知県交通安全母の会連合会通常総会 
（6/8（木）13:30～15:30 高知会館） 
14 韓国教育訪問団来高 
（6/9（金）～6/13（火）高知市・四万十市ほか） 
15 ＪＥＴプログラム担当者会  
（6/14（水）13:30～16:30 教育センター分館） 
16 第１回高知県スポーツ振興県民会議 
（6/14（水）13:30～16:30 高知共済会館） 
17 高知県海外技術研修員来高 
（6/14（水）17:15 高知空港） 
18 多重債務者対策出前講座 
（6/15（木）、6/29（木）10:30～12:00 高知大学） 
19 高知県龍馬マラソン実行委員会 第１回総会 
（6/15（木）13:30～15:00 正庁ホール） 
20 まんが甲子園予選応募校数記者発表 
（6/15（木）文化生活スポーツ部副部長室） 
21 大学法人理事会・経営審議会 
（6/23（金）14:00～17:00 永国寺キャンパス） 
22 まんが甲子園予選審査会 
（6/23（金）正庁ホール） 
23 日中友好書道交流展 
（6/27（火）～7/2（日） 県立美術館） 
・開幕式 
（6/27（火）13:30～ 県立美術館） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

産業振興推進部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大阪事務所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ THAIFEX（タイフェックス）2017出展 
（5/31（水）～6/2（金）バンコク） 
２ 政策金融公庫との包括協定協議会 
（6/2（金）10:00～12:00 第二応接室） 
３ 高知銀行との包括協定協議会 
（6/5（月）15:00～17:00 厚生棟２階会議室） 
４ HACCP研修 
（6/6（火）、6/7（水）四万十市立中央公民館） 
５ 高知家プロモーション記者発表会【連携】 
（6/7（水）10:30～ 帯屋町商店街） 
６ 高知県産業振興計画シンポジウム（高幡地域） 
（6/8（木）13:30～16:30 四万十農業協同組合 農協会館） 
７ 北海道高知県人会連合会懇親会 
（6/9（金）18:30～ ホテルポールスター札幌） 
８ 高知家で暮らす。交流会  

・｢LUNCH de 高知の美味い！を楽しむ会｣ in 東京 
（6/10（土）13:00～14:30 東京都新宿区） 

・｢日曜市の魅力再発見 & 土佐茶交流会｣ in 高知 
（6/11（日）9:00 ～13:00 高知市） 

９ 産業振興計画広報番組（いざ高知・産業維新ぜよ）放送 
（6/11（日）16:30～17:25 ＲＫＣ） 
（6/24（土）13:30～14:25（再放送） ＲＫＣ） 
10 食品表示研修（入門編） 
（6/14（水）13:30～15:30 高知市あんしんセンター） 
11 愛媛県高知県人会総会 
（6/16（金）18:30～21:00 松山全日空ホテル） 
12 広島高知県人会総会 
（6/17（土）17:00～ メルパルク広島） 
13 第２回産業振興推進本部会議 
（6/19（月）13:00～17:00  
6/20（火） 9:00～17:00 第二応接室） 

14 高知暮らしフェア 
（6/24（土）11:00～17:00 大阪・大阪ＯＭＭビル（大阪市中央区）） 
（6/25（日）11:00～17:00 東京・東京交通会館 12階（千代田区有楽町）） 
15 こうち起業サロン（定例会）の開催 
（6月下旬（予定）） 
 
１ 三山ひろし特別公演 
（5/26（金）～6/4（日）新歌舞伎座（大阪）） 
２ 第 31回高知商業関西校友会総会 
（6/3（土）16:30～19:30 新大阪ワシントンホテルプラザ） 
３ 第 15回柏島の会 
（6/4（日）12:00～14:30 がんこ寿司難波本店） 
４ 四国味めぐり【連携】 
（6/7（水）～6/13（火）阪神百貨店梅田本店） 
５ 武庫川女子大学Ｕターン就職相談会 
（6/13（火）13:00～17:00 武庫川女子大学（兵庫県西宮市）） 
６ 岡山理科大学Ｕ・Ｉターン就職相談会 
（6/15（木）13:00～16:00 岡山理科大学（岡山市）） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

大阪事務所 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
産学官民連携セン
ター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７ 平成 29年度高知工業高等学校同窓会大阪支部【鯨工会】総会 
（6/17（土）18:00～21:00 大阪リバーサイドホテル） 
８ オークワ四国フェア【連携】 
（6/17（土）メッサオークワ３店舗（和歌山、奈良）） 
９ 神戸高知県人土陽会第 87回定期総会 
（6/18（日）12:00～15:00 ラッセホール（神戸市中央区）） 
10 第 12回高知西高等学校校友会関西支部総会・懇親会 
（6/18（日）12:00～16:00 道頓堀ホテル（大阪）） 
11 丸協運輸株式会社創立 50周年記念感謝の会 
（6/20（火）11:00～ ザ・リッツ・カールトン大阪） 
12 高知暮らしフェア【連携】 
（6/24（土）11:00～17:00 ＯＭＭビル（大阪市中央区）） 
13 甲南大学Ｕ・Ｉターン就職フェスティバル（中四国） 
（6/26（月）15:30～18:00 甲南大学 岡本キャンパス（兵庫県神戸市）） 
 
１ 土佐ＭＢＡ実科「目指せ！弥太郎商人塾」受講者選考面接 
（6/2（金）～6/5（月）9:00～17:00 ココプラ） 
２ 土佐ＭＢＡ実科「ＭＢＡアドバンス」 
（１）受講者選考面接 

（6/2（金）～6/5（月）9:00～17:00 ココプラ） 
（２）SESSION１「新たな時代のコミュニティビジネスと社会起業家」 

（6/29（木）10:00～17:00 ココプラ） 
（３）SESSION２・３「社会志向のマーケティングとブランディング」 
           「ｅコマース対応と広報・パブリシティ（ＰＲ）」 

（6/30（金）10:00～17:00 ココプラ） 
３ 土佐ＭＢＡ実科「目指せ！弥太郎商人塾」受講者選考面接 
（6/2（金）～6/5（月）9:00～17:00 ココプラ） 
４ 土佐ＭＢＡ本科「会計・財務戦略コース」 
（１）入門講座「会計入門」 

（6/3（土）13:30～16:30、6/6（火）13:30～16:30 ココプラ） 
（２）基礎講座第１講「会計の仕組みと目的①」 

（6/10（土）13:30～15:00、6/13（火）13:30～15:00 ココプラ） 
（３）基礎講座第２講「会計の仕組みと目的②」 

（6/10（土）15:20～16:50、6/13（火）15:20～16:50 ココプラ） 
（４）基礎講座第３講「会計演習」 

（6/27（火）15:00～16:30、6/27（火）19:00～20:30 ココプラ） 
５ シーズ・研究内容紹介③ 
 工業技術センター 
 ・過酸化水素を用いた生シラス洗浄技術開発 
・ＣＡＥ技術とその応用実例 
・ケミルミネッセンスを利用した食品の賞味期限設定 
（6/7（水）15:30～17:00 ココプラ） 

６ 土佐ＭＢＡ本科 マーケティング・商品開発コース 
（１）入門講座「マーケティング入門」 
   （平日昼間 6/8（木）13:30～16:30 ココプラ) 

（夜間休日〔前半〕6/7（水）19:00～20:30 
        〔後半〕6/7（水）20:30～22:00又は 6/7（水）19:00～20:30  

ココプラ） 
（２）基礎講座第１講「マーケティング演習」 
（6/20（火）15:00～16:30、6/20（火）19:00～20:30 ココプラ） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

産学官民連携セン
ター（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名古屋事務所 
 
 
 
 
 
 
地産外商公社 
 
 
 
 

７ 土佐ＭＢＡ本科「経営戦略コース」 
（１）基礎講座第１講「経営戦略ケーススタディ」 

（6/14（水）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ） 
（２）基礎講座第２講「ビジネスモデルケーススタディ」 

（6/21（水）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ） 
８ 土佐ＭＢＡ本科・応用講座「エグゼクティブコース」 
（１）開講式/SESSION１「ＭＢＡの概論と人材マネジメント」 

（6/15（木）9:00～17:00 ココプラ） 
（２）SESSION２「ビジネスシミュレーション～『儲かる仕組み』構築の全体像を

俯瞰する」 
（6/29（木）9:00～17:00 ココプラ） 

９ 経営者トーク② 
 「「ちょっと」した困りごとを解決して社会に役だてる企業を目指して 

～土木業界から「子どもの弱視」を減らす夢にチャレンジ～」 
  有限会社 創友 代表取締役 宮﨑 洋一 氏 
（6/16（金）18:30～20:00 ココプラ） 
10 シーズ・研究内容紹介④ 

高知県立大学:文化資源を活かした域学共生フィールドワーク 
（6/21（水）18:30～20:00 ココプラ） 
11 土佐ＭＢＡ実科 高知コ・クリエーションベース① 
（6/24（土）13:00～18:30 
6/25（日）10:30～17:00 ココプラ） 

 
１ 中部高知県人会 第二回役員会 
（6/2（金）18:30～ ローズコートホテル） 
２ 第 28回高知商業高校東海校友会総会 
（6/24（土）17:15～20:00 ローズコートホテル） 
３ 平成 29年高知追手前高校校友会総会 
（6/24（土）17:30～20:00 ローズコートホテル） 
 
１ 高知フェア 
（3/20（月）～6/19（月）過門香（東京）） 
（5/11（木）～6/30（金）プラチナフィッシュ（東京）） 
（5/16（火）～7/18（火）モスダイニング（東京）） 
（5/25（木）～6/16（金）KIZENBOU（東京）） 
（6/2（金）～6/6（火）トップワールド（大阪）） 
（6/16（金）フレック九条（大阪）） 
２ 初夏の味覚 高知・四国フェア 
（5/8（月）～6/30（金）ホテルプラザオーサカ） 
３ 第 20回理事会 
（6/1（木）15:00～ 高知サンライズホテル） 
４ 高知家プロモーション記者発表会【連携】 
（6/7（水）10:30～ 帯屋町商店街） 
５ オークワ四国フェア 
（6/17（土）メッサオークワ３店舗（和歌山、奈良）） 
６ まるごと高知商談・相談会 
（6/22（木）高知市、6/23（金）四万十市） 
７ 第 8回評議員会 
（6/27（火）15:00～ 高知会館） 
８ 高知・徳島・香川アンテナショップ祭り 
（6/29（木）～7/25（火）大宮高島屋（埼玉）） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

中山間振興・交通
部 
 
 
 

１ 新幹線を活かした四国の地域づくりビジョン調査委員会 
（6/1（木）13:30～15:30 松山全日空ホテル） 
２ 予土線利用促進対策協議会総会 
（6/9（金）10:00～12:00 四万十町役場十和地域振興局） 
３ 高知県集落活動センター連絡協議会第３回総会及び集落活動センター推進フ

ォーラム等 
（6/11（日）10:30～16:15 三翠園ホテル桜の間及び富士の間） 
  ・総会       
   （6/11（日）10:30～11:00） 

・研修会       
   （6/11（日）11:20～14:30） 

・フォーラム       
   （6/11（日）15:00～16:15） 
４ 野生鳥獣に強い高知県づくり集落勉強会 
（6/16（金）19:00～ 南国市下八京集会場） 
（6/20（火）14:00～ 南国市黒滝自然館せいらん） 
（6/23（金）19:00～ 南国市八京公民館） 
（6/27（火）19:00～ 南国市宍崎公民館） 
（6/30（金）19:00～ 南国市領石公民館） 
５「四国の新幹線」出前講座 
＜受講団体:宿毛青年会議所＞ 

（6/16（金）20:00～20:40 宿毛商工会議所） 
＜受講団体:土佐清水青年会議所＞ 

（6/17（土）19:00～19:40 土佐清水商工会議所） 
６ 平成 29年度第１回中山間対策関係部局等会議 
（6/21（水）13:00～17:00 第二応接室） 
７ とさでん交通モニタリング会議 
（6/28（水）11:00～12:00 とさでん交通本社） 
 
 



H29.6.8 政策企画課 

－10 / 27－ 

各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
 
 
 

１ 土佐打刃物連合協同組合 総会 
（6/2（金）18:00～20:00 グレース浜すし） 
２ 第 10回高知国際版画トリエンナーレ展作品審査会 
（6/3（土）、6/4（日）8:30～17:15 いの町紙の博物館） 
３ 公益社団法人日本青年会議所 四国地区高知ブロック協議会 第60回高知ブ

ロック大会 高知大会 
（6/3（土）15:30～20:45 高知市中央卸売市場） 
４ 平成 29年度就労支援セミナー（ジョブカフェこうち） 

・企業向け人材育成セミナー 
（6/6（火）13:30～16:00 ＪＡ高知はた中ホール） 
（6/7（水）13:30～16:00 高知会館白鳳の間） 
（6/12（月）13:30～16:00 安芸市総合社会福祉センター） 
・新入社員向け新社会人スタートダッシュセミナー 
（6/27（火）13:30～16:00 安芸市総合社会福祉センター） 
・高校生のための「業界・業種理解セミナー」 
（6/17（土）10:00～16:00 高知会館（白鳳の間）） 

５ 高知県暴力団離脱・社会復帰対策協議会総会 
（6/7（水）14:00～15:30 高知県警本部） 
６ ふるさと創生ニッポンおかみさん会全国フォーラム 
（6/7（水）14:00～20;00 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
７ 地域連絡会議 

・安芸地域本部 
（6/9（金）13:30～14:50 安芸総合庁舎） 
・高幡地域本部 
（6/12（月）13:00～14:30 須崎総合庁舎） 
・幡多地域本部 
（6/13（火）13:30～15:00 幡多総合庁舎） 
・高知市地域本部 
（6/14（水）13:30～15:00 工業技術センター） 
・嶺北地域本部 
（6/15（木）13:30～14:30 本山土木事務所） 
・物部川地域本部 
（6/21（水）9:00～10:30 香美農林合同庁舎） 

８ 高知県中小企業団体中央会通常総会・懇親会 
（6/9（金）15:30～19:30 城西館） 
９ 高知県雇用対策協定運営協議会 
（6/12（月）10:00～12:00 勤労センター５階） 
10 四万十市チャレンジショップＴＪＢ運営会議 
（6/12（月）10:30～12:00 チャレンジショップＴＪＢ） 
11 平成 29年度雇用関係助成制度説明会 
（6/14（水）13:30～16:00 工業技術センター第一研修室） 
（6/16（金）13:30～16:00 正庁ホール） 
12 高知卸商センター協同組合総会・懇親会 
（6/16（金）17:00～20:00 城西館） 
13 土佐ＭＢＡ 「アプリ開発人材育成講座＜基礎技術編＞」開講 
（6/17（土）13:00～17:00 高知市内） 
※９月までに計 4回の集合学習会を実施 

14 土佐ＭＢＡ「ＩｏＴ技術人材育成講座」開講 
（6/19（月）、6/20（火）9:30～17:30 産学官民連携センター） 
※８月までに全９回の講座を実施 

15 平成 29年度高知県職業能力開発協会総会 
（6/20（火）10:30～12:00 地域職業訓練センター） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
（続き） 
 
 

16 平成 29年度第 1回高知県高等学校就職対策連絡協議会 
（6/21（水）10:00～12:00 教育センター分館） 
17 株式会社高知流通情報サービス株主総会  
（6/22（木）10:00～12:00 高知卸商センター） 
18 商工会等経営指導員支援事例発表大会 
（6/22（木）13:00～16:10 土佐御苑） 
19 平成 29年度第１回ジョブカフェ事業運営協議会 
（6/23（金）14:00～16:00 高知会館） 
20 従業員のキャリアアップセミナー「ビジネスマナー研修」 
（6/28（水）13:30～16:30 ちより街テラス） 
21 高知県中小企業青年中央会創立 40周年記念講演・式典・祝賀会 
（6/30（金）16:40～20:30 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
 
 
 

１  2017日台観光サミット in四国 
（5/31（水）～6/4（日）四国内） 
２ (株)高知県観光開発公社取締役会 
（6/2（金）14:00～  サンライズホテル（高知市）） 
３ (一社)幡多広域観光協議会 部会等 

・広域観光部会 
（6/2（金）14:00～ 四万十市防災センター） 
・理事会 
（6/6（火）14:00～ 四万十市役所） 

４ スペイン旅行会社ファムツアー ※本年度実施～7回目 
（6/2（金）仁淀川町、高知市） 
５ ＡＮＡ台北ゴルフファムツアー ※本年度実施～8回目 
（6/4（日）～6/8日（木） 16名予定） 
６ 土佐の観光創生塾 

・第１回 ３地域合同 
（6/5（月）13:00～17:00 高知城ホール） 
・第２回 東部地域 
（6/14（水）午後 安芸市内） 
・第２回 西部地域 
（6/16（金）午後 黒潮町） 
・第２回 中央地域 
（6/22（木）午後 高知市内） 

７ 平成の薩長土肥連合幹事会 
（6/5（月）14:30～17:00 産業会館（鹿児島市）） 
８ 高知県観光特使委嘱状交付式（読売旅行 取締役副社長 内藤 豊氏） 
（6/5（月）17:15～17:35 東京事務所） 
９ 高知県観光情報交換会 
（6/5（月）東京都） 
10 （一社）全国旅行業協会高知県支部 平成 29年度通常総会・懇親交流会 
（6/6（火）18:00～ 城西館） 
11 台湾メディアファムツアー ※本年度実施～９回目 
（6/6（火）～6/8（木）高知市、いの町、四万十市、土佐清水市） 
12 よさこい祭り参加チーム代表者会 
（6/9（金）13:30～15:00 高知商工会館）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
13 ＡＴＴＡ（台中国際旅行博覧会）参加・出展 ※本年度実施～３回目 
（6/9（金）～6/12（月）台湾） 
14 外国客船「ノルウェージャン・ジョイ」高知新港寄港 
（6/12（月）8:00入港～16:00出港、乗客定員:4,088名、総ﾄﾝ数:167,800t） 
15 「あったか高知踊り子隊」実行委員会 
（6/12（月）13:00～15:00 高知サンライズホテル） 
16 龍河洞まちづくり協議会 

・（6/14（水）17:30～ 逆川公民館（香美市）） 
・（6/28（水）17:30～ 逆川公民館（香美市）） 

17 ＩＴＥ（香港国際旅行展示会）参加・出展 ※本年度実施～4回目 
（6/15（木）～6/18（日）香港） 
18 外国客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」高知新港寄港 
（6/19（月）10:00入港～20:00出港、乗客定員:4,180名、総ﾄﾝ数:168,666t） 
19 高知県観光商品説明会 
（6/19（月）15:00～20:00 名古屋東急ホテル（名古屋市）） 
 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
（続き） 
 
 

20 広域観光みらい会議 
（6/20（火）13:30～17:00 自治会館（高知市）） 
21 台湾訪日教育旅行商談会参加・出展 ※本年度実施～５回目 
（6/20（火）～6/22（木）台湾） 
22 日本の観光・物産博参加・出展 ※本年度実施～６回目 
（6/23（金）～6/25（日）台湾） 
23 外国客船「サファイア・プリンセス」寄港（高知中心市街地） 
（6/29（木）7:00入港～16:00出港、乗客定員:2,670名、総ﾄﾝ数:115,875t） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

観光コンベンショ
ン協会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 

１ 日台観光サミット in四国 
（5/31（月）～6/4（日）四国内） 
２ ウェスタンリーグ公式戦 阪神－中日 
  ・（6/3(土)12:30～ 安芸タイガース球場） 
  ・（6/4(日)12:30～ 春野総合運動公園野球場） 
３ ＡＮＡ台北ゴルフファムツアー ※本年度実施～8回目 
（6/4（日）～6/8（木）芸西村、南国市、高知市、日高村、香南市、土佐清水市） 
４ 高知県観光コンベンション協会理事会 
（6/5（月）10:00～11:30 高知共済会館） 
５ 平成の薩長土肥連合幹事会 
（6/5（月）鹿児島市） 
６ ＡＴＴＡ（台中国際旅行博覧会）参加・出展 ※本年度実施～3回目 
（6/9（金）～6/12（月）台湾・台中）  
７ 日本コングレス・コンベンション・ビューロー総会 
（6/12（月）15:30～16:45 京王プラザホテル（東京都）） 
８ MICE県外セールス 
 ・（6/13（火）東京都区内） 
 ・（6/20（火）名古屋市） 

９ 第１回高知県スポーツ振興県民会議 
（6/14（水）13:30～16:30 高知共済会館） 
10 高知龍馬マラソン実行委員会第１回総会 
（6/15（木）13:30～15:00 正庁ホール）  
11 ＩＴＥ（香港国際旅行展示会）参加・出展 ※本年度実施～４回目  
（6/15（木）～6/18（日）香港）  
12 高知県観光商品説明会 
（6/19（月）名古屋市） 
13 メディア系旅行会社個別セールス 
（6/20（火）名古屋市） 
14 台湾訪日教育旅行商談会参加・出展 ※本年度実施～５回目  
（6/20（火）～6/22（木）台湾） 
15 高知県観光コンベンション協会評議員会 
（6/22（木）10:00～12:00 高知共済会館） 
16 日本の観光・物産博 
（6/23（金）～6/25（日）台湾） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

農業振興部 １ 平成 29年度東京農業大学校友会高知県支部総会及び懇親会 
（6/3（土）17:30～21:00 ホテル高砂） 
２ 中山間地域等直接支払制度中間年評価ブロック説明会 
（6/5（月）9:30～11:30 須崎農業振興センター） 
（6/6（火）9:30～11:30 四万十市役所） 
（6/7（水）9:30～11:30 奈半利町役場） 
（6/8（木）9:30～11:30 農業技術センター） 
３ 平成 29年度土佐酒振興プラットフォーム第１回酒米部会 
（6/5（月）13:30～15:30 農業技術センター） 
４ 平成 29年度第１回高知県援農者確保対策協議会 
（6/6（火）15:00～17:00 本町ビル） 
５ JA全農こうち安芸営農実証支援施設（ゆめファーム全農ＮＥＸＴこうち）落 
  成式 
（6/7（水）16:00～ 安芸市僧津 現地） 
６ 高知県新食肉センター整備に係る説明会 
（6/8（木）13:30～15:30 正庁ホール） 
７ 中山間農業複合経営拠点推進意見交換会 
（6/9（金）13:00～17:00 こうち企業支援センター） 
８ 高知県肉用子牛価格安定基金協会定時総会及び理事会 
（6/9（金）13:30～15:30 高知会館） 
９ 日本種苗協会部会合同講演会（次世代型こうち新施設園芸システムについて） 
（6/13（火）16:00～17:00 ホテル日航高知旭ロイヤル） 
10 高知県主要農作物奨励品種等審査会 
（6/14（水）10:00～12:00 職員能力開発センター） 
11 高知県農業共済組合第４回通常総代会 
（6/14（水）13:30～  サンピアセリーズ） 
12 はちきん農業大学開校式 
（6/16（金）13:30～17:00 三翠園） 
13 直販所活性化セミナー 集合セミナー 
（6/16（金）14:00～16:00 中央西農業振興センター） 
14 「ミルクフェアー」 
（6/18（日）12:00～15:00 高知市帯屋町 帯パラ前） 
15 第 20回全国農業担い手サミット inこうち第３回実行委員会 
（6/19（月）13:30～16:00 高知共済会館） 
16 次世代型こうち新施設園芸技術フェア 
（6/21（水）9:30～16:30、 6/22（木）9:30～16:00 高知ぢばさんセンター） 
17 ６次産業化セミナー 実践コース①（現地指導） 
（6/22（木）、6/23（金）9:00～17:00 各受講グループ現地） 
 ※受講グループを募集中 
18 酪農後継者知事訪問 
（6/22（木）13:00～13:20 知事室） 
19 高知暮らしフェア 
（6/24（土）11:00～17:00 大阪会場（OMMビル２階展示ホール）） 
（6/25（日）11:00～17:00 東京会場（東京交通会館 12階）） 
20 ６次産業化セミナー 入門コース 
（6/26（月）14:00～16:00 ココプラ） 
21 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（金）14:00～  ＪＡ高知ビル） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
 
 

１ 韓国全羅南道 来高対応 
（6/1（木）梼原町） 
２ 土佐材展示会 
（6/1（木）、6/2（金）10:00～ 石川県） 
３ 高知県水源林造林協議会通常総会 
（6/2（金）16:00～ 高知商工会館） 
４ ＣＬＴ建築物の構造見学会 
（6/3（土）10:00～15:00 県立林業学校） 
５ 新エネルギー導入促進協議会 
（6/5（月）10:30～12:00 共済会館） 
６ 災害廃棄物処理対策事業委託業務プロポーザル審査委員会 
（6/5（月）13:30 勤労センター５Ｆ） 
７ 一般社団法人 日本ＣＬＴ協会総会 
（6/5（月）14:00～16:15 東京都） 
８ 土佐材パートナー企業意見交換会 
（6/7（水）10:00～11:30 香川県） 
９ ＣＬＴで地方創生を実現する議員連盟 第４回総会 
（6/7（水）15:00～ 東京都） 
10 森林組合長会 
（6/8（木）10:00～17:00 三翆園） 
11 森林環境税基金運営委員会 
（6/8（木）13:30～17:00 共済会館） 
12 高知県森林組合連合会総会 
（6/9（金）9:30～12:00 三翆園） 
13 林材業労働災害防止協会高知県支部総会 
（6/9（金）13:30～15:30 高知城ホール） 
14 高知県豊かな環境づくり総合支援事業費補助金審査会 
（6/12（月）10:30～ 本町ビル３Ｆ会議室 予定） 
15 高知県森林整備公社総会 
（6/13（火）13:30～17:00 県森連会館会議室) 
16（公財）エコサイクル高知定時評議員会 
（6/13（火）13:30～ 高知会館） 
17 高知おおとよ製材㈱ 株主総会 
（6/16（金）11:30～ 高知市） 
18 土佐材展示会 
（6/21（水）10:00～ 千葉県） 
19 公益財団法人四万十川財団評議員会 
（6/21（水）14:00～16:00 須崎土木事務所四万十町事務所１Ｆ会議室） 
20 土佐林業クラブとの意見交換会 
（6/21（水）17:00～18:30 高知市内） 
21 土佐材パートナー企業意見交換会・土佐材商談会 
（6/22（木）10:00～ 大阪府） 
22 森林保険推進戦略中国ブロック・四国ブロック会議 
（6/22（木）、6/23（金）県民文化ホール） 
23 ㈱とされいほく総会 
（6/23（金）9:30～12:00 とされいほく会議室） 
24 公益財団法人高知県牧野記念財団評議員会 
（6/24（土）13:30～15:30 牧野植物園映像ホール） 
 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
（続き） 

25 四国電力株式会社 株主総会 
（6/28（水）四国電力（株）本社） 
26 第１回新たな管理型最終処分場候補地選定委員会 
（6月中旬） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

水産振興部 
 
 
 

１ 高知県養殖魚輸出促進協議会「THAIFEX2017」出展及び現地視察 
（5/29（月）～6/2（金）バンコク） 
２ 高知カツオ県民会議 資源保全分科会 
（6/5（月）12:00～14:00 高知大学） 
３ 高知県水産物加工販売組合定例会 
（6/6（火）14:00～16:00 高知市中央卸売市場） 
４ 高知カツオ県民会議情報発信分科会 
（6/7（水）10:00～12:00 市内） 
５ ｢高知家の魚応援の店｣Italian Bar PIENO（大阪府）産地招へい 
（6/13（火）、6/14（水）安芸市、土佐市、中土佐町、土佐清水市） 
６ 大阪市場関係者と連携した高知フェアの開催 
（6/17（土）9:00～17:00 メッサオークワ 3店舗（和歌山県・奈良県）） 
７ 「高知家の魚応援の店」シェフグループとの連携事業 
（6/18（日）18:30～21:00 大阪府） 
８ 高知県漁協通常総代会・理事会 
（6/24（土）13:30～ 水産会館） 
９ 漁業就業支援フェア 2017（福岡会場） 
（6/24（土）12:00～16:00 福岡市） 
10 高知暮らしフェア 2017 
（6/24（土）11:00～17:00 大阪市） 
（6/25（日）11:00～17:00 東京都） 
11 クロマグロ成熟状況及び産卵行動調査 
（随時、大月町） 
12 高知海区漁業調整委員会 
（日時、場所未定） 
13 高知県内水面漁場管理委員会 
（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 ６月の主要な取り組み予定 

土木部 １ のいち動物公園 写真コンテスト作品募集 
（5/1（月）～７/31（月）のいち動物公園） 
２ 第１回高知県社会資本整備推進本部会議 
（6/1（木）9:00～12:00 第二応接室） 
３ 春季治水系ブロック部長等会議 
（6/2（金）13:10～13:55 高知共済会館） 
４ 物部川改修期成同盟会通常総会 
（6/2（金）13:30～17:00  南国市上下水道局） 
５ 都道府県水資源担当課長会議 
（6/2（金）14:00～17:00 国土交通省） 
６ 春季四国地方ブロック土木部長等会議 
（6/2（金）14:10～16:40 高知共済会館） 
７ こうち安全・安心フェア 2017 （住宅耐震相談窓口設置） 
（6/3（土）、6/4（日）10:00～17:00 イオンモール高知） 
８ 香美市自主防災組織連絡協議会における講演会「住宅の耐震化」 
（6/3（土）11:00～11:55 香美市立中央公民館） 
９ 高知県総合防災訓練・地域防災フェスティバル 
（6/4（日）10:00～15:00 室津港ほか） 
10 仁淀川改修期成同盟会通常総会 
（6/5（月）15:30～17:00 日高村社会福祉センター） 
11 社会資本整備総合交付金及び耐震緊促事業に係る市町村担当者会 
（6/6（火）13:00～16:30 高知県自治会館） 
12 建設工事技術者研修会（主催:高知県建設技術公社） 
（6/6（火）13:30～16:30 室戸市保健福祉センターやすらぎ） 
（6/7（水）13:30～16:30 田野町ふれあいセンター） 
（6/8（木）13:30～16:30 佐川町桜座） 
（6/9（金）13:30～16:30 高知県立県民文化ホール） 
（6/12（月）13:30～16:30 夜須中央公民館） 
（6/13（火）13:30～16:30 窪川四万十会館） 
（6/14（水）13:30～16:30 宿毛市総合社会福祉センター） 
（6/15（木）13:30～16:30 本山町プラチナセンター） 
13 吉野川水源地域対策基金評議員会 
（6/8（木）14:00～15:00 高松市） 
14 全国都道府県・政令市河川担当課長会議 
（6/8（木）15:00～17:00 国土交通省） 
15 外国客船「ノルウェージャン・ジョイ」高知新港寄港 
（6/12（月）8:00入港～15:00出港 高知新港） 
16 情報化技術活用検討委員会 
（6/12（月）13:30～17:00 高知県建設技術公社） 
17 全国高速道路建設協議会第 53回大会 
（6/13（火）12:00～ 憲政記念館） 
18 全国街路事業促進協議会第 53回総会 
（6/14（水）13:30～17:00 砂防会館別館） 
19 住宅耐震化リフォーム勉強会 
（6/14（水）16:00～17:30 土佐町役場） 
20 外国客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」高知新港寄港 
（6/19（月）10:00入港～20:00出港、乗客定員:4,180名、総ﾄﾝ数:168,666t） 
21 高知県開発審査会  
（6/19（月）13:30～16:00 高知共済会館） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

土木部（続き） 22 海上自衛隊 掃海管制艇「くめじま」宿毛湾港寄港 
（6/23（金）入港、6/25（日）出港 宿毛湾） 
23 平成 29年度高知県木造住宅耐震診断士（更新・新規）講習会  
（6/26（月）9:00～16:30 高知城ホール） 
24 事業者向けコンプライアンス研修会  
（6/28（水）14:30～16:40 田野町総合文化施設ふれあいセンター） 
（6/29（木）9:30～11:40 高知県立県民文化センター） 
25 外国客船「サファイア・プリンセス」高知新港寄港 
（6/29（木）7:00入港～16:00出港、乗客定員:2,670名、総ﾄﾝ数:115,875t） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

会計管理局 
 
 
 

１ 現金出納検査（対面） 
（6/1（木）10:00～ 北庁舎南監査室） 
２ 印刷物の最低制限価格の導入 
（6/1（木）ホームページ掲載、7/1（土）以降導入） 
３ 会計検査 
（6/6（火）県立高知南中学校・高等学校） 
（6/8（木）安芸県税事務所） 
（6/13（火）室戸高等学校） 
（6/15（木）、6/16（金）須崎土木事務所） 
（6/23（金）高知追手前高等学校） 
（6/27（火）中央東県税事務所） 
（6/30（金）安芸警察署） 
４ 高知県立学校事務職員研修会 
（6/9（金）13:20～14:50 高知共済会館） 
５ 主査研修 
（6/12（月）15:15～16:15 正庁ホール） 
６ 県下会計庶務課長等会議（警察） 
（6/13（火）14:30～15:30 県警本部庁舎２階講堂） 
７ 新規採用職員研修 
（6/22（木）6/27（火）13:00～14:00 職員能力開発センター） 
８ 新旅費システム改修 
（6/17（土）～7/2（日）の間システム停止） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

公営企業局 
 
 
 

１ 再生可能エネルギーへの関心を深める出前授業（ペットボトル風車による発
電体験） 

（6/1（木）14:30～16:30 香北青少年の家 対象:おおとよ小学校） 
（6/14（水）14:30～ 香北青少年の家 対象:鏡小学校） 
２ 再エネ利活用事業費補助金審査会 
（6/2（金）10:00～12:00 高知会館） 
３ 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キックオフセレ

モニー 
（6/3（土）15:00～17:30 高知県民文化ホール） 
４ 電力広域的運営推進機構第 4回通常総会 
（6/8（木）10:30～ 大手町サンケイプラザ・東京） 
５ 第 38回料金担当課長会議 
（6/14（水）都道府県会館・東京） 
６ 県立病院職員採用試験 
（6/17（土）、6/18（日）9:00～ 職員能力開発センター） 
７ 公営電気事業経営者会議 技術研修会 
（6/27（火）～6/30（金）東電研修センター） 
８ 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） 
９ 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 ６月の主要な取り組み予定 

教育委員会 
 
 
 

１ 平成 29年度小中学校人権教育主任連絡協議会 
・西部教育事務所管内 
（6/1（木）9:30～17:00 宿毛市立宿毛文教センター） 
・東部教育事務所管内 

  （6/6（火）9:30～17:00 田野町総合文化施設ふれあいセンター） 
２ 平成 29年度高知県実践的防災教育推進事業第 1回推進委員会 
（6/1（木）14:00～16:45 教育センター分館 
３ 「若者はばたけプログラム」活用研修会指導者・アドバイザー養成講座Ⅰ 
（6/2（金）10:30～17:00 高知青少年の家）  
４ 高知県運動部活動強化推進校指定証交付式 
（6/2（金）13:30～14:30 教育委員室） 
５ 高知県小中学校ＰＴＡ連合会総会 
（6/3（土)13:30～16:30 高知会館） 
６ 第 65回高知県定時制通信制高等学校体育大会 
（6/4（日）県民体育館ほか） 
７ 高知県保育所保護者会連合会定期総会 
（6/4（日）15:30～17:00 高知県人権啓発センター） 
８ 平成 29年度第１回特別支援連携協議会 
  ・高岡圏域（6/6（火)13:30～16:30中部教育事務所） 
  ・土長･南国･吾川圏域（6/12（月) 13:30～16:30中部教育事務所） 

・東部圏域（6/20（火)13:30～16:30安芸総合庁舎） 
  ・西部圏域（6/22（木)13:30～16:30中村特別支援学校） 
９ 若者の学びなおしと自立支援事業高等学校担当者会・地区別連絡会 
  ・土長南国（6/7（水)10:30～16:30 香美市立中央公民館） 
  ・安芸（6/14（水)10:30～16:30 田野町ふれあいセンター） 
  ・高吾１（6/22（木)10:30～16:30 須崎市立市民文化会館） 
  ・高吾２（6/28（水)10:30～16:30 佐川町総合文化センター） 
10 第 70回高知県高等学校体育大会（水泳） 
（6/10（土）～6/11（日） くろしおアリーナほか） 
11 子ども司書実践報告会 
  ・西部ブロック（6/10(土)13:30～16:45 四万十市立中央公民館） 
  ・中部ブロック（6/24(土)13:30～16:45 高知県立図書館） 
12 「高知家」児童会・生徒会サミット実行委員会 
（6/11（日）13:00～16:00 こうち勤労センター） 
13 「高知県高校生津波サミット」学習会 
（6/11（日）13:00～16:30 高知南高等学校） 
14 高知県高等学校ＰＴＡ連合会高校生育成員制高知地区連絡研修協議会 
（6/12（月）14:00～17:00 高知会館） 
15 子どもの発達と発達障害への理解を促進するステップアップ研修 
・１回目（6/13（火)9:30～12:00 高知青少年の家） 
・２回目（6/29（木)9:30～12:00 高知青少年の家） 

16 第１回高知県防犯･生活安全教育推進委員会 
（6/13（火）14:00～16:30 県民文化ホール） 
17 全国高等学校総合文化祭高知大会開催準備委員会 
（6/13（火）15:00～17:00 高知丸の内高等学校） 
18 平成 29年度第１回高知県いじめ問題対策連絡協議会  
（6/15（木）10:00～12:00 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
 
 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

教育委員会 
（続き） 
 
 

19 防災対策研修会 
・東部（6/16（金)9:30～12:00 田野町ふれあいセンター） 
・西部（6/20（火)9:30～12:00 四万十市立中央公民館） 
・中部（6/22（木)9:30～12:00 高知青少年の家） 

20 人権が尊重された学校づくり支援事業 集合研修 
（6/16（金）13:00～17:00 教育センター分館） 
21 全国高等学校総合文化祭開催準備委員会生徒活動部会および生徒広報委員会 
（6/17（土）13:30～17:00 高知丸の内高等学校） 
22 平成 29年度高知県スクールカウンセラー等研修講座 
（6/18（日）10:00～16:30 教育センター分館 大講義室） 
23 平成 29年度第２回高知県立高知国際中学校体験セミナー 
（6/18（日）13:30～16:30 高知西高校） 
24 第 1回総合教育会議 
（6/21(水)14:00～16:00 共済会館） 
25 平成 29年度スクールソーシャルワーカー活用事業研修協議会 
（6/23（金）13:00～17:00 高知県立ふくし交流プラザ 
26 高知県高等学校ＰＴＡ連合会高校生育成員制幡多地区連絡研修協議会 
（6/23（金）13:30～17:00 ＪＡ四万十） 
27 高知県高等学校ＰＴＡ連合会高校生育成員制高吾地区連絡研修協議会 
（6/23（金）14:00～17:00 窪川高等学校） 
28 平成 30年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査 

・高知会場（筆記審査:全校種・教科） 
（6/24（土）8:50～ 高知小津高校、高知工業高校） 
・関西会場（筆記審査:小学校・中学校・小中養護・特別支援小学部） 
（6/24（土）8:50～ 大阪大学） 

29 平成 29年度食育・学校給食連絡協議会 
（6/26（月）正庁ホール） 

30 高知県高等学校ＰＴＡ連合会高校生育成員制安芸地区連絡研修協議会 
（6/26（月）時間・会場未定） 

31 平成 29年度高知県健康教育推進研修会 
（6/30（金）13:00～17:00 県民文化ホール） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

警察本部 
 
 
 

１ 四国南海トラフ地震対策戦略会議本会議 
（6/1（木）15:00～17:00 高松サンポート） 
２ 高知安全安心フェア 2017 
（6/3（土）、6/4（日）10:00～17:00 イオンモール高知） 
３ 平成 29年度高知県総合防災訓練 
（6/4（日）11:30～15:10 室津港） 
４ 平成 29年度高知県金融機関防犯連合会総会 
（6/8（木）15:00～16:20 警察本部講堂） 
５ 高知県安全運転管理者協議会連合会総会 
（6/14（水）14:00～ 三翠園） 
６ 高知県いじめ問題対策連絡協議会 
（6/15（木）10:00～12:00 ザ クラウンパレス新阪急） 
７ 高知県交通安全協会定時総会 
（6/15（木）13:30～ サンピアセリーズ） 
８ 県下警察柔剣道大会 
（6/22（木）9:00～16:00 県立武道館） 
９ 高知県タクシー緊急通報連絡協議会 訓練・総会 
（6/23（金）13:30～17:00 警察本部講堂） 
10 四国管区警察柔剣道大会 
（6/29（木）9:00～16:00 高松市立総合体育館） 
11 平成 29年度県下通信指令・無線通話技能協議会 
（6/29（木）9:00～17:00 警察本部講堂等） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

東京事務所 
 
 
 

１ 大田市場まつり 
（6/1（木）～6/3（土）アトレ大森（東京都大田区）） 
２ 土佐から来たぜよ！坂本龍馬展 
（6/1（木）～6/25（日）ホテル雅叙園東京（東京都目黒区）） 
３ 土佐中・高等学校同窓会関東支部総会 
（6/3（土）15:00～ 東海大学校友会館（東京都千代田区）） 
４ 四国ブロック観光情報交換会 
（6/5（月）12:00～17:00 都道府県会館（東京都千代田区）） 
５ 海外メディア情報交換会 
（6/5（月）18:00～20:30 まるごと高知（東京都中央区）） 
６ 神奈川大学Ｕ・Ｉターン就職相談会 
（6/12（月）12:00～16:30 神奈川大学（神奈川県横浜市）） 
７ 東京黒潮会総会 
（6/16（金）東京都港区） 
８ 東京四万十会総会 
（6/17（土）東京都目黒区） 
９ 首都圏で頑張る高知県企業交流会 
（6/19（月）19:00～ 東京都港区） 
10 青山学院大学Ｕ・Ｉターン就職相談会 
（6/21（水）12:30～16:00 青山学院大学（東京都渋谷区）） 
11 高知県職員等採用上級試験 
（6/25（日）9:30～16:00 中央大学後楽園キャンパス（東京都文京区）） 
12 高知暮らしフェア 
（6/25（日）11:00～17:00 東京交通会館（東京都千代田区）） 
13 国分グループ「首都圏展示・商談会」における観光ＰＲ 
（6/27（火）、6/28（水）サンシャイン池袋（東京都豊島区）） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ６月の主要な取り組み予定 

産業振興センター 
 

１ よさこい祭り練習場貸出 
（5/1（月）～8/8（火）ぢばさんセンター） 
２ Google Analyticsビジネス活用セミナー 
（6/7（水）10:00～15:00 ぢばさんセンター） 
３ 【見本市】EE東北 
（6/7（水）、6/8（木）夢メッセみやぎ） 
４ 【見本市】タイ ENTECH展示会 
（6/7（水）～6/10（土）バンコク） 
５ （公財）高知県産業振興センター理事会 
（6/8（木）10:00～12:00 ぢばさんセンター） 
６ 【見本市】防犯防災総合展イン関西 
（6/8（木）、6/9（金）インテックス大阪） 
７ 経営計画策定地域連絡会議 
（6/9（金）安芸地区、6/12（月）高幡地区、6/13（火）幡多地区 
6/14（水）高知市地区、6/15（木）嶺北地区） 

８ 【見本市】フーマジャパン 国際食品工業展 
（6/13（火）～6/16（金） 東京ビッグサイト) 
９ よろず支援拠点バーコード読取アプリ開発セミナー 
（6/14（水）14:00～16:00 ぢばさんセンター） 
10 【見本市】インテリアライフスタイル 
（6/14（水）～6/16（金）東京ビッグサイト） 
11 こうち産業振興基金評価委員会 
（6/15（木）13:30～15:30 ぢばさんセンター） 
12 よろず支援拠点 手書きポップ＆デザイン実践セミナー 
（6/15（木）13:30～16:00 いの町商工会） 
13 こうち農商工連携基金評価委員会 
（6/15（木）13:30～17:00 ぢばさんセンター） 
14 ネットショップ売上・収益アップ実践セミナー 
（6/19（月）10:00～16:30 ぢばさんセンター) 
15 事業戦略セグメント別セミナー（財務） 
（6/19（月）13:30～16:30 ぢばさんセンター） 
16 よろず支援拠点はじめてのフェイスブックセミナー 
（6/20（火）13:30～14:30 ぢばさんセンター） 
17 よろず支援拠点クラウドコンピューティング体感セミナー 
（6/21（水）14:00～16:00 ぢばさんセンター） 
18 出前相談会 
（6/21（水）幡多地区、6/26（月）仁淀川地区、6/29（木）高知市地区） 
19 よろず支援拠点 手書きポップ＆デザイン実践セミナー 
（6/22（木）13:30～16:30 佐川町役場） 
20 第１回東京営業本部ミニ展示商談会（防災環境関係） 
（6/23（金） 浜松町貿易センタービル） 
21 （公財）高知県産業振興センター評議員会 
（6/27（火）10:00～12:00 ぢばさんセンター） 
22 よろず支援拠点はじめての facebookセミナー 
（6/27（火）13:30～15:00 ぢばさんセンター） 
23 第３回 事業戦略支援会議 
（6/28（水）13:30～15:30 工業技術センター） 
24 よろず支援拠点ＩoＴ体感セミナー 
（6/28（水）14:00～16:00 ぢばさんセンター） 


