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各部局等の主要な取り組み（平成２８年７月－８月分） 

 

部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

総務部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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） 
○全国知事会 地方創生対策本部会合 
（7/5（火）16:00～17:00 知事 web出席） 
○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 
（7/12（火）田野町） 
（7/26（火）香美市） 
○参議院議員通常選挙選挙分会 
（7/13（水）14:00～14:50 正庁ホール） 
○参議院徳島県及び高知県選挙区選出議員選挙選挙会 
（7/14（木）10:30～11:00 徳島県庁） 
 

→次頁へ続く 

○本庁舎免震装置交換工事 
（7/20（水）～8月下旬） 
○国の経済対策・第２次補正予算に対する政策提言勉強会（自民党） 
（8/2（火）15:00～ 第一委員会室） 
○高知海区漁業調整委員会委員選挙選挙会 
（8/5（金）13:30～13:45 本庁４階会議室） 
○トップセミナー（カルビー株式会社 代表取締役社長兼ＣＯＯ） 
（8/5（金）14:00～16:10 正庁ホール） 
○対話と実行行脚（第５回） 
（8/5（金）いの町） 
○９月補正予算 
 ・見積書提出期限（8/5（金）） 
 ・総務部長協議（8/29（月）～8/31（水）） 
 ・知事査定（9月中旬で調整中） 
○四国遍路世界遺産登録に向けた四国４県による文化庁への提案書再提
出 

（8/8（月）14:00～ 文化庁） 
○平成 28年度南海トラフ地震対策広報テレビ番組放送 
 「一人ひとりが今できること～南海トラフ地震から命を守り、つなぐ
ために～」 

（8/14（日）17:00～17:30 高知放送（本放送）） 
（8/27（土）15:00～15:30 高知放送（再放送）） 
○住基ネット・マイナンバー市町村説明会 
（8/17（水）10:30～16:45 高知城ホール） 
○ハラスメント対策研修（一般職員向け 全５回） 
（8/18（木）四万十市中央公民館） 
（8/19（金）青少年センター） 
（8/31（水）高知会館） 
○高知県・高知市連携会議 
（8/30（火）10:00～12:00 第二応接室） 
○知事定例記者会見 
（8/31（水）14:00～14:50 第一応接室） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

総務部 
（続き） 

○参議院徳島県及び高知県選挙区選出議員選挙当選証書の付与 
（7/14（木）15:00～15:30 徳島県庁） 
○国への政策提言 
（7/14（木）国土交通省） 
○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） 
○本庁舎免震装置交換工事 
 ・庁舎ジャッキアップ 
（7/16（土）～7/18（月）） 
・免震装置交換 
（7/20（水）～8月下旬） 

○平成 28年度高知県知事・市長意見交換会 
（7/19（火）15:00～17:15 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
○熊本地震に係る職員派遣（住まい支援） 
（7/19（火）～7/31（日）熊本県上益城郡益城町） 
○平成 28年度四国ブロック地方財政連絡会議 
（7/20（水）14:30～ ＪＲホテルクレメント高松） 
○国への政策提言 
（7/20（水）、7/21（木）国交省ほか） 
○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） 
○平成 28年度第３回税外未収金対策研修会 
（7/25（月）13:30～16:30 正庁ホール） 
○「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） 
○平成 28年度普通交付税算定結果公表 
（7/26（火）11:00解禁） 
○９県知事会議 
（7/28（木）福岡市） 
○全国知事会議 
（7/28（木）、7/29（金）福岡市） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

危機管理部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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） 

○高校生サミット調整会議 
（7/19（火）16:00～18:00 東京都内） 
○津波避難計画現地点検 
（7/20（水）9:30～ 土佐清水市下ノ加江船場地区 

13:30～ 土佐清水市下ノ加江長野地区 
7/21（木）9:00～11:00 土佐市宇佐地区 

9:30～11:30 土佐清水市下ノ加江小方地区） 
○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年度津野消防団連合演習 
（7/24（日）8:00～ 津野町東津野Ｂ＆Ｇ海洋センター） 
○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） 
○南海トラフ地震対策推進本部幹事会 
（7/26（火）14:00～15:00 防災作戦室） 
 
 

→次頁へ続く 

○｢世界津波の日｣高校生サミットについて黒潮町と協議 
（8/1（月）10:30～12:30 須崎地域本部） 
○災害時燃料供給に関する説明会 
（8/2（火）14:00～16:00 四国経済産業局） 
○平成 28第１回南海トラフ地震対策推進須崎地域本部会議 
（8/3（水）10:00～ 須崎第二総合庁舎２Ｆ会議室） 
○災害時の物資配送に関する日本通運との勉強会 
（8/5（金）10:00～11:00 日本通運本社） 
○第５回石油基地等地震・津波対策検討会 
（8/8（月）13:00～15:00 高知共済会館） 
○南海トラフ地震対策啓発テレビＣＭプロポーザル審査委員会 
（8/9（火）13:30～17:00 本町ビル２Ｆ会議室） 
○南海トラフ地震対策推進本部幹事会 
（8/16（火）10:00～12:00 防災作戦室） 
○嶺北消防団連合会夏季合同演習 
（8/21（日）8:30～15:30 土佐町ふれあい広場） 
○第 20回高幡消防組合総合演習 
（8/21（日）9:30～15:00 津野町Ｂ＆Ｇ海洋センター） 
○都呂地区津波シェルター落成式 
（8/25（木）10:30～12:00 室戸市佐喜浜町） 
○地域津波避難計画現地点検 
（8/25（木）、8/26（金）宿毛市沖ノ島地区） 
○平成 28年度陸上自衛隊第 14旅団災害対処演習指揮所（図上）訓練 
（8/30（火）、8/31（水）陸上自衛隊善通寺駐屯地） 
○第 48回南海トラフ地震対策推進本部会議 
（8/31（水）15:00～17:00 第二応接室） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

危機管理部 
（続き） 

○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） 

健康政策部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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） 

○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） 
○第１回高知県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） 
 
 

→次頁へ続く 

○大阪医科大学・大阪薬科大学地域医療実習 
（8/1（月）～8/5（金）本山町立国民健康保険嶺北中央病院ほか） 
○母子保健指導者基本研修会Ⅰ 
（8/3（水）10:00～15:00 正庁ホール） 
○四国地区結核・感染症主管課長会議 
（8/3（水）13:30～16:00 こうち勤労センター） 
○特定保健指導研修会 
・基礎編・技術編Ⅰ 
（8/5（金）10:00～16:30 ふくし交流プラザ） 
・技術編Ⅱ 
（8/18（木）10:00～15:30 ふくし交流プラザ） 

○多職種で考える地域連携緩和ケア研修会 
（8/6（土）14:00～16:30 高知医療センターくろしおホール） 
○第１回高知県の看護を考える検討委員会 
（8/8（月）18:30～20:30 高知共済会館） 
○高知県県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会第７回財政・保険
料（税）作業部会 

（8/10（水）13:00～ 保健衛生総合庁舎） 
○防煙教育研修会 
（8/15（月）10:00～12:00 安芸福祉保健所） 
○第２回高知県県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会 
（8/17（水）13:30～16:00 高知城ホール） 
○災害医療対策本部会議医薬品部会 
（8/18（木）19:00～21:00 総合あんしんセンター） 
○高知県へき地医療夏季実習 
・へき地医療夏季実習 
（8/18（木）～8/20（土）本山町立国民健康保険嶺北中央病院ほか） 
・幡多地域医療道場 
（8/24（水）～8/26（金）幡多けんみん病院ほか） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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） 
○高知県准看護師試験委員会 
（7/14（木）13:30～15:00 高知共済会館） 
○第５回高知県地域医療構想策定ワーキンググループ 
（7/15（金）18:30～20:30 第二応接室） 
○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） 
○蚊媒介感染症対策研修会 
（7/21（木）13:00～16:00 職員能力開発センター） 
（7/25（月）13:00～16:00 幡多総合庁舎３階会議室） 
（7/26（火）13:00～16:00 安芸市健康ふれあいセンター） 
○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） 
○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） 
○平成 28年度第２回動物愛護推進協議会 
（7/28（木）13:30～16:00 総合あんしんセンター） 
 

→次頁へ続く 

○在宅酸素療法及び人工呼吸器患者災害時支援検討会 
（8/19（金）18:30～20:30 第二応接室） 
○合同輸血療法委員会 
（8/20（土）13:00～14:30 高知県赤十字血液センター） 
○災害医療図上演習（エマルゴ演習） 
（8/20（土）、8/21（日）高知医療センター） 
○中国・四国ブロック エイズ治療拠点病院等連絡協議会 
（8/22（月）14:00～17:00 高知城ホール） 
○平成 28年度第１回高知県獣医師職員確保インターンシップ事業 
（8/22（月）～8/26（金）食品・衛生課ほか） 
○ハンセン病療養所訪問及び入所者との交流会 
（8/24（水）11:40～16:30 大島青松園（香川県高松市）） 
○高知県県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会第６回給付・保健
事業作業部会 

（8/25（木）13:00～ 保健衛生総合庁舎） 
○毒物劇物取扱者試験 
（8/25（木）13:30～16:00 高知県立大学） 
○第７回高知県火葬場関係者等連絡協議会 
（8/26（金）14:00～16:00 こうち勤労センター） 
○在宅歯科医療推進事業研修会 
（8/28（日）9:30～11:30 安芸市総合社会福祉センター） 
○熊本地震における高知ＤＭＡＴ及び日赤救護班の活動状況報告会 
（8/28（日）14:00～16:15 高知医療センター） 
○難病医療ネットワーク研修会「ALS等難病患者のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援」 
（8/29（月）13:30～16:00 こうち男女共同参画センター「ソーレ」） 
○献血功労者表彰式 
（8/29（月）14:30～15:30 第二応接室） 
○地域肝炎治療コーディネーター養成研修会 
（8/31（水）9:30～16:00 高知共済会館） 
○在宅歯科医療連携室整備事業連携協議会 
（8/31（水）19:00～ 総合あんしんセンター） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
（続き） 

○高知県看護管理者研修会 
（7/29（金）9:30～16:30 高知城ホール） 
○高知家健康パスポート事業説明会 
（7/29（金）10:00～11:30 

14:00～15:00 ふくし交流プラザ） 
○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） 
○在宅歯科医療推進事業研修会 
（7/31（日）10:00～12:00 高知学園短期大学） 

地域福祉部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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 

○障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応研修 
（8/1（月）13:30～16:30 安芸総合庁舎） 
（8/4（木） 9:00～12:00 

13:30～16:30 県庁正庁ホール） 
（8/8（月）13:30～16:30 幡多総合庁舎） 
○災害時要配慮者対策に関する研修会～福祉避難所の整備促進～ 
（8/2（火）10:00～16:00 四万十市立中央公民館） 
○平成 28年度介護給付適正化に係る研修会 
（8/3（水）10:00～16:00 高知城ホール） 
○高知県福祉・介護人材定着支援セミナー 
（8/8（月）14:00～17:00 高知会館） 
○平成 28年度花火大会観覧のための県庁本庁舎屋上開放 
（8/9（火）18:00～21:00 県庁本庁舎屋上） 
〇平成 28年度高知県自立支援協議会専門部会（合同部会） 
（8/12（金）16:00～18:00 県民文化ホール） 
○平成 28年度ふくし就職フェア 
（8/13（土）12:00～16:30 高知市文化プラザかるぽーと） 
○平成 28年度全国戦没者追悼式参列遺族団 結団式 
（8/14（日）9:30～10:00 県庁正庁ホール） 
○平成 28年度全国戦没者追悼式 
（8/15（月）11:51～13:00 日本武道館） 
○平成 28年度高知県児童福祉司任用資格に関する講習会 
（8/22（月）8:50～16:00 
8/26（金）9:00～17:10 
8/29（月）9:00～16:00 高知県立大学池キャンパス） 

 
→次頁へ続く 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○盲ろう者向け通訳・介助員養成研修 
 ・開講式 
（7/10（日）9:30～ 高知市障害者福祉センター） 
・研修 
（7/10（日）～9/4（日）の毎日曜日 9:30～16:30 

高知市障害者福祉センター） 
○障害者スポーツ情報交換会 
（7/11（月）10:30～12:00 障害者スポーツセンター） 
○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） 
○全国知事会次世代育成支援対策プロジェクトチーム会議 
（7/20（水）16:15～16:40 都道府県会館） 
○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） 
 

→次頁へ続く 

○永住帰国した中国残留邦人等に対する支援業務を担当する市町村職員
等研修会 

（8/22（月）13:30～15:30 高知会館） 
○平成 28年度高知県認知症地域支援推進員ネットワーク研修 
（8/23（火）10:30～16:00 高知城ホール） 
○子どもの貧困対策の推進に係る説明会及び講演会 
（8/23（火）13:30～15:50 サンピアセリーズ） 
○平成 28年度児童問題関係職員研修会 
（8/24（水）12:50～16:45 
8/25（木） 9:55～15:00 高知県立大学池キャンパス） 

○品質マネジメントシステム研修（第４回） 
（8/25（木）10:00～16:00 会場：未定） 
○栄養士のための高齢者の自立支援研修会 
（8/29（月）13:00～15:00 高知城ホール） 
○平成 28年度第１回高知県自殺対策連絡協議会 
（8/31（水）10:00～12:00 高知共済会館） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
（続き） 
 

○子ども・子育て会議（第２８回）、子ども・子育て会議基準検討部会（第
３１回）合同会議 

（7/28（木）10:00～12:00  中央合同庁舎４号館） 
○品質マネジメントシステム研修（第３回） 
（7/28（木）10:00～16:00 ふくし交流プラザ） 
○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） 

文化生活部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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）13:15～ 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） 
○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） 
 

→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） 
○新任指導員研修会 
（8/1（月）13:30～15:30 すこやかセンター伊野） 
○平成 28年度第２回人権施策連絡会議 
（8/1（月）13:30～15:30 高知県立人権啓発センター４階視聴覚室） 
○高知県文化芸術振興ビジョンワーキンググループ 
（8/1（月）16:00～17:30 高知共済会館４階浜木綿） 
○ＪＥＴプログラム参加者来日オリエンテーション 
（8/2（火）、8/3（水）東京都 京王プラザホテル） 
○韓国青少年交流事業（派遣） 
（8/3（水）～8/8（月）） 
○こうち男女共同参画センター事業評価委員会 
（8/4（木）13:00～16:00 こうち男女共同参画センターソーレ） 
○国際交流員辞令交付式 
（8/4（木）13:45～13:55 知事室） 
○国立木浦大学来高対応 
（8/6（土）、8/7（日）仁淀川町ほか 来高日程 8/3（水）～8/7（日）） 
○第 25回まんが甲子園  
（8/6（土）かるぽーと 
8/7（日）ひろめ市場、かるぽーと） 

○公立大学法人評価委員会 
（8/8（月）13:30～16:30 高知会館３階弥生） 
○まんが甲子園オプショナルツアー 
（8/8（月）①高知市・南国市コース②四万十町・須崎市コース） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

文化生活部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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）） 
○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） 
○安全安心まちづくり推進会議幹事会 
（7/21（木）14:00～16:00 職員能力開発センター201号） 
○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） 
○上海子ども将棋使節団知事面談 
（7/25（月）16:30～16:50 第二応接室） 
○ＪＥＴプログラム参加者来日オリエンテーション 
（7/26（火）、7/27（水）東京都 京王プラザホテル） 
○CLAIR－LGAセミナー 
（7/26（火）10:00～17:30 CROWN PLAZA MANILA GALLERIA、 
訪問日程 7/24（日）～7/28（木）） 

○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） 
→次頁へ続く 

○南加県人会と部長懇談 
（8/10（水）11:00～11:30 部長室） 
○ＤＶ関係機関連絡会議（幡多ブロック） 
（8/16（火）13:30～16:00 四万十市中央公民館） 
○フィリピン・ベンゲット州農業実習生と部長懇談 
（8/18（木）13:30～14:00 高知会館３階 弥生） 
○第４回高知県文化芸術振興ビジョン審議委員会 
（8/19（金）14:00～16:00 高知共済会館３階 藤） 
○ファミリー･サポート･センター提供会員講習会 
（8/20（土）、8/21（日）9:00～16:30 のいちふれあいセンター） 
○ＤＶ関係機関連絡会議（安芸ブロック） 
（8/24（水）13:30～16:00 安芸総合庁舎） 
○高知県母の会正副会長会・常任理事会 
（8/26（金）13:00～15:00  職員能力開発センター） 
○まんが教室 
（8/26（金）13:30～15:30 宿毛市立片島中学校） 
○韓国・全羅南道訪問団来高 
（8/26（金）～8/29（月）） 
○韓日文化キャラバン 高知・全羅南道デー 
（8/27（土）12:00～16:30高知市文化プラザかるぽーと） 
（8/28（日）15:00～18:00高知県立県民文化ホール オレンジホール） 
○高知短期大学との連携講座「消費生活講座」 
（8/29（月）～9/2（金）18:00～21:10 
（9/3（土）13:00～16:10 
（9/4（日）13:00～17:50 高知短期大学） 
○平成 28年度第１回高知県社会貢献活動支援推進会議 
（8/31（水）13:30～15:00 高知会館） 
○公立大学法人評価委員会 
（8/31（水）13:30～15:30 高知会館２階天平） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ＤＶ関係機関連絡会議（中央西ブロック） 
（7/27（水）13:30～16:00 こうち男女共同参画センターソーレ） 
○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） 
○高知県日華親善協会懇親交流会 
（7/27（水）18:30～ 城西館） 
○オイスカ高知県推進協議会総会 
（7/28（木）16:00～ 高知商工会館） 
○交通安全推進県民会議幹事会 
（7/29（金）14:00～16:00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） 
○【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） 
 
 

→次頁へ続く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○【シーズ・研究内容紹介⑪】 
 高知工科大：さまざまな可能性を秘めたナノ凹凸粒子 
（8/3（水）18:30～20:00 ココプラ） 
○【連続講座】高知コ・クリエーションベース② 
（8/4（木）13:15～18:30 ココプラ） 
○【連続講座】ローカル toグローバル③ 
（8/5（金）13:30～17:30 ココプラ） 
○第 3回高知を盛り上げるアイデアソン（オルトプラス×高知家） 
（8/6（土）9:30～17:00 高知大） 
○【ＭＢＡ基礎編】経営戦略（全５回） 
（8/7（日）又は 8/8（月）経営戦略入門（３C分析、SWOT分析など）） 
（8/7（日）又は 8/8（月）競争戦略と差別化戦略） 
（8/7（日）又は 8/8（月）地域ビジネスのための戦略立案） 
（8/19（金）又は 8/20（土）事例に学ぶ実践的経営戦略（１）） 
（8/19（金）又は 8/20（土）事例に学ぶ実践的経営戦略（２）） 
○【ＭＢＡ基礎編】６次産業化セミナー基礎コース（全３回） 
（7/14（木） 
農業の６次産業化について講義・事業計画づくりのワークショップ） 

（8/17（水）事業計画作成の個別相談） 
（9/8（木）作成した事業計画への講師からのアドバイス） 
○【経営者トーク④】㈱ワークウェイ 代表取締役社長 奥村恭明氏 
（8/19（金）18:30～20:00 ココプラ） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８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】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） 
○【高知家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）～7/22（金）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） 
○【地域産業創出Ⅰ】第３回「ケースメソッド地域を巻き込む人」 
（7/23（土）10:00～17:00 ココプラ） 
○【ＭＢＡ基礎編】貿易実務（全３回） 
（7/25（月）、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） 
○【土佐まるごと立志塾】 
 第３回 「公民連携による地域づくり～政策形成と運用の視点から～」 
（7/29（金）10:30～16:30 ココプラ） 

○【地域産業創出Ⅰ】 
第４回「交渉術」、第５回「企画立案と企画書にまとめる」 

（8/23（火）、8/24（水）10:00～17:00 ココプラ） 
○【シーズ・研究内容紹介⑫】 
高知学園短大：「里山の地域活動」に触れた学生の変化  

（8/24（水）18:30～20:00 ココプラ） 
○【ＭＢＡ基礎編】商品・デザイン戦略（全５回） 
（8/24（水）デザインの力） 
（8/30（火）伝わるデザイン） 
（9/15（木）あなたにもできる！売れるＰＯＰ政策講座） 
（9/21（水）お客様目線☆商品作りのヒント） 
（9/29（木）小売業のマーケティングと商品戦略） 
○【土佐まるごと立志塾】 
 第４回 「グループワーク（アイデアソン）」 
（8/26（金）10:30～16:30 ココプラ） 
○【ＭＢＡ基礎編】事業管理（全５回） 
（8/26（金）又は 8/27（土）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの基礎（１）） 
（8/26（金）又は 8/27（土）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの基礎（２）） 
（9/11（日）又は 9/12（月）事例に学ぶﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 
（9/16（金）又は 9/17（土）ファシリテーション（１）（会議運営）） 
（9/16（金）又は 9/17（土）ファシリテーション（２）（会議運営）） 
○【高知家フューチャーセミナー③】 
トヨタ自動車㈱コーポレート戦略部 未来プロジェクト室室長 
鈴木雅穂 氏「未来のモビリティ社会に向けたチャレンジ」 

（8/29（月）13:30～17:00 ココプラ） 
○【シーズ・研究内容紹介⑬】 
紙産業技術センター：トイレに流せる製品群の評価システム（土佐  
方式）について 

（8/31（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）） 
○高知家ポジティブ・コレクションの募集 
（6/7（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 
（5/9（月）～H29.2/28（火）） 
○高知家 ポジティブ・コレクションの募集 
（6/7（火）～） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

産業振興推進部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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） 
○海外事務所運営研究会 
（7/8（金）富山県） 
○商品力アップ相談会 
・第１回 アドバイザー：㈱五味商店 代表取締役 寺谷健治氏 
（7/11（月）13:00～17:00 
7/12（火） 9:30～16:30 ちより街テラス） 

・第２回 アドバイザー：カテナ㈱ 代表取締役 宮田理恵氏 
（7/26（火）11:00～17:00 
7/27（水） 9:00～12:00 ちより街テラス） 

○スハラ食品展示会【連携】 
（7/13（水）札幌） 
○第２回産業振興推進本部会議 
（7/14（木）15:45～17:15 第二応接室） 
（7/15（金） 9:00～17:15  第二応接室） 
○高知フェア 
（7/15（金）～7/17（日）松山生協）【連携】 
○平成28年度 第２回旭食品株式会社とのパートナー協定に基づく協議 
 会 
（7/19（火）15:00～ ココプラ） 
○第３回旭食品株式会社とのビジネスマッチング 
（7/22（金）14:00～ 旭食品株式会社） 
○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）） 
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○シンガポール「Ｊ－ｍａｒｔ」テストマーケティング 
（8/1（月）～10/31（月）シンガポール） 
○高知家 ポジティブ・コレクション 第１回ＭＶＰＰ授賞式 
（8/2（火）11:30～ 第一応接室） 
○高知県産素材を使用した商品の発売 
・「野菜生活 100 直七ミックス」 
8/2（火）～ （中国四国限定発売） 

・「黒潮町産 グァバドリンク」 
8/2（火）～ 3,000本数量限定（四国内と広島県（一部）のサーク
ルＫ271店舗） 

○あったか高知で暮らす。移住笑談会～起業編～（東京） 
（8/5（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）） 
○大阪ふるさと回帰フェア「おいでや！いなか暮らしフェア」（大阪） 
（8/6（土） 
大阪マーチャンダイズ・マート展示ホールＢ・Ｃ（大阪市中央区）） 

○やりがい仕事トライアル合宿 in高知 ～四万十川、足摺岬の一級品の
素材を活かした「お仕事」編～ 

（8/19（金）～8/21（日） 
四万十町、四万十市、土佐清水市、中土佐町ほか） 

○ＨＡＣＣＰ研修 
（8/22（月）、8/23（火）県立大学池キャンパス（高知市）） 
○移住支援特使委嘱式 
（8/23（火）13:45～14:15 アートコーポレーション大阪オフィス） 
○第３回産業振興推進本部会議 
（8/25（木）、8/26（金）9:00～17:00 第二応接室） 
○Japanese Food Ingredients Expo（バンコク・DKSH食品原料商談会） 
（8/26（金）ＪＷマリオットホテル バンコク） 
○「リクルートベンチャーズ×地方創生プロジェクト」キックオフイベ
ント＋包括協定締結式 

（8/29（月）12:45～14:55 東京） 
○第１回地域アクションプランフォローアップ会議 
・高幡地域 
（8/30（火）9:30～12:00 須崎市総合福祉センター） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ベトナム国ラムドン省関係者による訪問取材 
（7/25（月）10:00～11:00 高知アイス 

13:30～15:00 第二応接） 
○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：日配、菓子、酒類） 
（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）） 
○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）） 
○平成 29年度（平成 28年度実施）高知県公立学校教員採用選考審査（第
１次審査・大阪会場） 

（7/9（土）、7/10（日）たかつガーデン（大阪市天王寺区）） 
○大阪商業大学Ｕターン就職セミナー＆業界研究会 
（7/21（木）13:00～17:50 大阪商業大学 Re/Ra/Ku） 
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・幡多地域 
（8/30（火）13:30～16:00 幡多クリーンセンター） 
・嶺北地域 
（8/31（水）14:00～16:30   

土佐町保健福祉センターあじさいホール） 
・仁淀川地域 
（8/31（水）14:00～16:30 佐川町健康福祉センターかわせみ） 

○第２回高知県移住推進協議会 
（8/30（火）13:00～15:00 高知サンライズホテル） 
○第２回産業振興推進総合支援事業費補助金審査会 
（8/30（火）13:00～16:00文教会館） 
 
 
○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（神戸市中央区）） 
○キラリフェスタ 2016atシェラトン都ホテル大阪 
（8/3（水） 17:30～21:00  シェラトン都ホテル大阪（大阪市天王寺区）） 
○京都高知県人会役員会・納涼懇親会 
（8/5（金）18:30～ レストラン平わ（京都市中京区）） 
○第 110回日本列島心のふるさと観光展 
（8/5（金）～8/18（木）梅田みちまちスクエア（大阪市北区）） 
○おいでや！！いなか暮らしフェア（ふるさと回帰フェア 2016in大阪） 
（8/6（土）13:00～18:00 大阪天満ＯＭＭビル（大阪市中央区）） 
○第２回高知丸の内高等学校同窓会関西支部総会・懇親会 
（8/7（日）12:30～ ホテルグランヴィア大阪（大阪市北区）） 
○高知県企業立地セミナーin大阪 
（8/23（火）15:00～19:00 大阪新阪急ホテル（大阪市北区）） 
○四国 4県味と技めぐり 
（8/31（水）～9/6（火）あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○高知県青果フェア（宝塚キッチンステージ「ミョウガ」 
（7/25（月）宝塚阪急（大阪府宝塚市）） 
○ＴｉＳ大阪 ＪＲ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）） 
○ＬＯ活【中国・四国エリア】地域・ブロック別セミナー・交流会 
（7/27（水）17:30～20:00 

（株）インテリジェンス大阪オフィス（大阪市中央区）） 
○在阪府県事務所 移住・定住担当者セミナー 
（7/28（木）16:00～17:45  

大阪ふるさと暮らし情報センター（大阪市中央区）） 
 
 
○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）） 
（7/15（金）～7/17（日）松山生協） 
（7/16（土）、7/17（日）コノミヤ 41店舗（大阪）） 
○ごっつお便お取り寄せ 
（7/1（金）～7/31（日）西武･そごう e.デパート 
○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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○「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】 
○JAPAN Sweets Fair 
（7/1（金）～10/14（金）ＴＢＳディグネット（香港）） 
○「明治維新期の偉人をめぐるアンテナショップスタンプラリー」 

（7/23（土）～8/31（水） 

福井、山口、熊本、長崎、鹿児島、高知の各アンテナショップ） 

○まるごと高知オープン６周年施策 
（8/1（月）～8/31（水）エントランスで「夏の夜市」金曜・土曜 
 8/19（金）～8/21（日）物販部門 大抽選会 

8/20（土）、8/21（日）飲食部門 来店者全員プレゼント） 

○ＱＶＣジャパンテレビショッピング 
（8/3（水）16:00～16:30 「日本ぐるぐるグルメ～高知～」） 
 
 

→次頁へ続く 



Ｈ２８．８．４ 政策企画課 

 15 / 37 

部局等名 ７月の主要な取り組み ８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） 

○JAPAN Sweets Fair 
（7/1（金）～10/14（金）ＴＢＳディグネット（香港）） 
○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） 
○フロア連携プロモーション「高知の夏の楽しみ～川の幸～」フェア 
（7/16（土）～7/31（日）） 
○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） 
○「明治維新期の偉人をめぐるアンテナショップスタンプラリー」 
（調整中） 

（7/23（土）～8/31（水） 
福井、山口、熊本、長崎、鹿児島、高知の各アンテナショップ） 

○第 13回五味商店こだわり商品展示会 
（7/27（水）東京都 丸ビルホール） 
○九州パワーグループ商談会 
（7/28（木）、7/29（金）博多市内） 

○高知フェア 
（8/3（水）フレッシュマーケットアオイ） 
（8/15（月）～8/29（月）ナチュラルローゾン） 
○多摩センター夏祭り 
（8/13（土）、8/14（日）多摩センター駅前広場） 
○高知物産展 
（8/13（土）～8/16（火）吹田サービスエリア） 
○瀬戸内・土佐フェア 
（8/16（火）～9/30（金）和食えん（東京）） 
○AJS2016年秋期商品・用度合同展示会 
（8/25（木）パシフィコ横浜） 
○企業力アップセミナー 
（8/26（金）ちより街テラス） 
○外食ビジネスウィーク 2016（第９回居酒屋産業展） 
（8/30（火）～9/1（木）東京ビッグサイト） 

理事（中山間対策・ 
運輸担当） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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）  
（7/13（水）19:00～ 高知市宗安寺地区） 

→次頁へ続く 

○野生鳥獣に強い高知県づくり集落勉強会 
（8/3（水）18:30～20:30 四万十町弘見地区）） 
○狩猟免許更新講習 
（8/4（木）13:00～ 須崎市立市民文化会館） 
（8/17（水）13:00～ 安芸市民会館） 
（8/21（日）13:00～ 県立大学池キャンパス） 
（8/31（水）13:00～ 四万十町農村環境改善センター） 
○公共交通利用促進啓発事業＜歌って走ってキャラバンバン奈半利大会 
公共交通ブース出展＞ 

（8/5（金）17:00～20:30 奈半利駅前広場） 
○夏休み親子愛鳥教室 
（8/6（土）7:30～9:30 高知市鏡川河畔柳原みどりの広場～筆山） 
○中国四国カワウ広域協議会 
（8/10（水）13:00～15:30 岡山市ピュアリティまきび） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

理事（中山間対策・ 
運輸担当） 
（続き） 

○歌って走ってキャラバンバン 公共交通ブース出展 
（7/2（土）17:00～20:00 中央公園） 
（7/31（日）17:00～21:00 フジグラン四万十） 
○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） 
○台湾企業等訪問 
（7/11（月）～7/13（水）台湾） 
○四国の鉄道高速化連絡会・幹事会 
（7/13（水）14:00～15:30 東京都千代田区飯田橋） 
○氷室まつり実行委員会会長ほかとの懇談 
（7/19（火）11:30～11:45 知事室） 
○集落活動センター事業計画作成研修（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 
 ・わな猟 
（7/21（木）10:00～ 高知市立春野文化ホールピアステージ） 
（7/31（日）10:00～ 四万十市立中央公民館） 

 ・銃猟 
（7/30（土）10:00～ 四万十市立中央公民館） 

○子育て応援団すこやか 2016公共交通ブース出展 
（7/23（土）、7/24（日）10:00～17:00 高知ぢばさんセンター） 
○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） 
○三嶺シカ捕獲実施本部会議 
（7/28（木）13:30～ 奥物部ふれあいプラザ） 
○路面電車利用促進協議会 
（7/29（金）14:30～ 高知市たかじょう庁舎） 
 
 

○高知ふるさと応援隊パートナーシップ研修 
（8/18（木）10:30～17:15 
8/19（金）9:00～16:30 高知県立大学） 

○集落活動センターに関する地域支援企画員研修会 
（8/22（月）13:30～17:00 正庁ホール） 
○移動手段確保対策に関する県外事例視察研修会 
（8/25（木）13:00～15:30 岡山県久米南町） 
○狩猟免許試験 
 ・銃猟 
（8/27（土）10:00～ 県立大学池キャンパス） 

 ・わな猟 
（8/28（日）10:00～ 県立大学池キャンパス） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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） 
○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） 

→次頁へ続く 

○第３回高知県職業能力開発審議会小委員会 
（8/2（火）13:30～16:30 高知共済会館） 
○第１回高知高年齢者就労促進連絡会議 
（8/3（水）13:30～15:30 高知労働局） 
○第１回高知県シルバー人材センター事業推進連絡会議 
（8/3（水）15:30～17:30 高知労働局） 
○四万十市チャレンジショップＴＪＢ運営委員会 
（8/5（金）10:30～12:00 チャレンジショップＴＪＢ） 
○ものづくり・匠の技の祭典 2016 
（8/10（水）～8/12（金）10:00～17:00 東京国際フォーラム） 
○高知県Ｕ・Ｉターン就職相談会 
（8/13（土）13:00～16:00 高知会館） 
○経営革新計画審査会 
（8/16（火）13:15～15:00 未定） 
○新規大卒等就職フェア 
（8/17（水）13:00～16:00 文化プラザかるぽーと） 
○国際学校図書館協会東京大会（土佐和紙ＰＲ） 
（8/22（月）、8/23（火）明治大学） 
○企業立地セミナーin大阪 
（8/23（火）15:00～19:00 大阪新阪急ホテル） 
○採石パトロール 
（8/23（火）、8/24（水）四万十市、宿毛市、大月町） 
○徳島文理大学保護者会 
（8/26（金）14:00～ ザ クラウンパレス新阪急高知） 
○スーパーよさこい（海洋深層水ＰＲ） 
（8/26（金）～8/29（月）代々木公園） 
○京都橘大学保護者会 
（8/28（日）11:00～15:00 高知サンライズホテル） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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） 
○次世代育成支援企業認証式 
（7/21（木）13:30～14:00  商工労働部長室） 
○香美市チャレンジショップ運営委員会 
（7/21（木）14:00～15:00 ふらっと中町） 
○高知県労働組合連合会との意見交換会 
（7/22 （金）10:00～12:00 本庁地下） 
○ＩｏＴセミナーin高知 
（7/22（金）14:00～16:20 工業技術センター） 
○「あったか高知で暮らす。移住笑談会 ～就職編～」（東京） 
（7/22（金）18:00～20:30 ふるさと回帰支援センター） 
○日本看護学会-在宅看護学会での防災製品ＰＲ 
（7/22（金）、7/23（土）9:00～16:00 かるぽーと） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
（続き） 
 

○第 31回紙とあそぼう作品展 オープニングセレモニー・表彰式 
（7/24（日）13:20～ いの町紙の博物館） 
○第１回高知県ＩｏＴ推進ラボ運営委員会 
（7/25（月）13:15～16:00 高知会館） 
○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） 
○採石業務管理者機能向上講習会 
（7/27（水）10:00～12:00 土佐町内） 
○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） 
○ファインバブル講演会 
（7/28(木)15:00～17:00 ココプラ） 
○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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○第１回「志国高知 幕末維新博」地域会場運営連絡会 
（7/6（水）14:30～16:00 高知共済会館） 
○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）13:00～17:00 新ロイヤルホテル四万十） 
○アルビレックス新潟公式戦での高知龍馬サンクスデーの開催 
（7/9（土）新潟市デンカビッグスワンスタジアム） 
○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）13:30～17:00 高知県立ふくし交流プラザ） 
○「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） 
 
 

→次頁へ続く 

○ＶＪゴルフ事業ファムツアー受入れ 
（7/31（日）～8/4（木）） 
○「高知家の食卓」県民総選挙 2016投票開始 
（投票期間 8/1（月）～9/6（火）） 
○西武ライオンズ球団社長との面談 
（8/2（火）埼玉県） 
○ＴＯＫＹＯＭＸテレビ番組取材 
（8/3（水）～8/5（金）） 
○パーソナル系旅行会社との意見交換会 
（8/4（木）東京都 
8/5（金）大阪府） 

○横浜ゴム株式会社 南雲会長 知事訪問 
（8/8（月）15:00～15:20 東京都） 
○よさこい祭り台湾新竹縣舞踊団来高 
（8/9（火）～8/11（木）） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
（続き） 

○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～ 県立春野総合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）13:30～17:30 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）ザ クラウンパレス新阪急高知） 
○著名サイクリストによるサイクリングコースの試走 
（7/25（月）～7/28（木）高幡地域） 
○「志国高知 幕末維新博」地域会場運営連絡会 ブロック会 
 ・西部 
（7/26（火）10:00～12:00 四万十市役所） 
・東部 
（7/27（水）10:00～12:00 田野町役場） 
・中部 
（7/28（木）10:00～12:00 高知市立自由民権記念館） 

○第１回公共交通案内多言語化検討会議 
（7/26（火）10:30～12:00 高知共済会館） 
○高知県日華親善協会総会 
（7/27（水）18:30～ 城西館） 
○第１回四国インバウンド課室長会議 
（7/28（木）14:00～16:00 高松シンボルタワー） 
○高知県観光プラットフォームづくり勉強会 
（7/29（金）14:00～17:00 高知会館） 
 
 
 
 

○東京・中国四国連携事業台湾人ブロガー来高 
（8/11（木）、8/12（金）） 
○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） 
（8/12（金）7:00入港～23:59出港 高知新港） 
○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） 

（8/14（日）9:00入港～17:00出港 高知新港） 
○外国客船「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（高知市中心市街地対応） 

（8/22（月）14:00入港～21:00出港 高知新港） 
○台湾ＪＡＰＡＮ ＷＡＬＫＥＲ掲載読者招待企画取材 
（8/22（月）、8/23（火）） 
○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） 

（8/23（火）10:00入港～18:30出港 高知新港） 
○平成 28年度第１回「高知県観光ガイドタクシー」認定制度審査会及び 
タクシー事業意見交換会 

（8/24（水）13:30～15:30 県民文化ホール） 
○明治神宮奉納原宿表参道元氣祭スーパーよさこい２０１６ 
（8/27（土）、8/28（日）原宿表参道ほか） 
○外国客船「ダイヤモンド・プリンセス」高知新港寄港 
（8/29（月）7:00入港～17:00出港 高知新港） 
○平成の薩長土肥連合による情報発信会 
（8/29（月）東京都） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８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） 
○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、土佐あき農業協同組合東支所） 
 ・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 

○獣医師養成確保修学資金貸与事業募集 
（7/19（火）～10/5（水）） 
○環境制御技術セミナー「栽培技術者および栽培指導者のための植物工 
場技術入門」 

（8/1（月）8:30～16:30 ＪＡ四万十） 
○平成 28年度農業経営塾（法人化セミナー） 
・幡多会場 
（8/1（月）13:30～16:30 幡多農業振興センター） 
・先進農業法人現地視察等 
（8/4（木）7:00～17:50 
8/5（土）7:30～14:30 島根県） 

○土佐酒振興プラットフォーム勉強会 
（8/1（月）15:00～ 酒造組合） 
○高知県農林業基本対策審議会農業部会 
（8/2（火）11:00～12:00 高知共済会館） 
○政策提言 
（8/3（水）農林水産省） 
○炭酸ガス施用等環境制御技術に関する実証ほ成果発表会（中央西地区）
および環境制御技術講演会 

（8/4（木）13:00～17:00 土佐市立中央公民館） 
○第６回おらんく高知自慢の畜産物展示・商談会 
（8/5（金）10:00～15:00 高知ぢばさんセンター） 
○「まんが甲子園」での県産花きＰＲ 
（8/6（土）9:30～18:00 
8/7（日）9:00～18:00 かるぽーと） 

○第３回フラワーデザインコンテスト 2016への出品・展示 
（8/6（土）、8/7（日）ヴィーナスフォート（東京都）） 
○こうちアグリスクール 
 ・夏期土曜講座 
（8/6（土）、8/20（土）、8/27（土） 

大手町・パソナグループ東京本社ビル） 
・夏期日曜講座 
（8/7（日）、8/21（日）、8/28（日） 

大手町・パソナグループ東京本社ビル） 
→次頁へ続く 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

農業振興部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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（１回目） 
（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） 
○「食と農」体感セミナー 
（7/17（日）13:00～16:00 東京交通会館） 
○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） 
 
 

→次頁へ続く 

○第１回就農促進プログラム検討会 
（8/9（火）13:00～16:00 高南農業改良普及所） 
○ウェルカムフラワーの展示 
（8/9（火）～8/14（日）高知龍馬空港） 
○新規就農トークラリー2016 
（8/10（水）13:30～14:00 高知会館） 
○就農相談会（県内会場） 
 ・高南会場 
（8/12（金）13:30～16:30 ＪＡ四万十本所） 

 ・嶺北会場 
 （8/13（土）10:00～15:00 嶺北農業改良普及所） 
・中央西会場 
（8/13（土）10:00～15:00 中央西農業振興センター） 
・幡多会場 
（8/13（土）10:00～15:00 中村合同庁舎） 

 ・中央東会場 
 （8/14（日）10:00～15:00 中央東農業振興センター） 
 ・高知会場 
（8/14（日）10:00～15:00 高知農業改良普及所） 
・高吾会場 
（8/14（日）10:00～15:00 高吾農業改良普及所） 
・須崎会場 
（8/14（日）10:00～15:00 ＪＡ津野山営農センター） 
・安芸会場 

 （8/21（日）10:00～15:00 ＪＡとさ安芸本所） 
○高知県Ｕ・Ｉターン就職相談会ｉｎ高知 
（8/13（土）13:00～16:00 高知会館） 
○６次産業化セミナー 
・基礎コース（２回目） 
（8/17（水）10:00～17:00  農業技術センター） 
・実践コース（３回目） 
（8/19（金）10:00～17:00  農業技術センター） 

○高知青果フェア 
（8/18（木）～8/20（土）大田市場まつり（東京都）） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８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） 

○獣医師養成確保修学資金貸与事業募集 
（7/19（火）～10/5（水）） 
○農商工連携 第１回土佐茶プロジェクト 
（7/20（水）13:30～ 全農こうち） 
○オランダ総領事 四万十町次世代施設園芸団地視察及び知事訪問 
・視察 
（7/22（金）13:00～14:00 四万十町次世代施設園芸団地） 
・知事訪問 
（7/22（金）17:30～17:45 第一応接室） 

○「農林水産業の輸出力強化戦略」に係る県別説明会 
（7/22（金）13:30～15:30 勤労センター） 
○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） 
○フードオアシスあつみ高知フェア 
（7/22（金）16:00～17:15 
7/23（土）8:30～17:15 
7/24（日） 8:30～12:00 愛知県豊橋市フードオアシスあつみ山田店） 

○こうちアグリスクール（東京会場） 
 ・夏期土曜講座 
（7/23（土）、7/30（土）パソナグループ本部（東京都）） 
・夏期日曜講座 
（7/24（日）、7/31（日）パソナグループ本部（東京都）） 
 

→次頁へ続く 

○高知県ＪＡ統合協議会第６回本部委員会 
（8/22（月）13:00～16:30 ＪＡビル） 
○（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 
 ・高知ブロック 
（8/22（月）13:30～16:30 ふくし交流プラザ） 
・幡多ブロック 
（8/24（水）13:30～16:30 四万十農園あぐりっこ研修センター） 
・須崎ブロック 
（8/26（金）13:30～16:30 須崎総合庁舎） 
・東部ブロック 
（8/30（火）13:30～16:30 奈半利町民会館） 
・南国ブロック 
（8/31（水）13:30～16:30 農業技術センター） 

○高知県企業立地セミナーへの出展 
（8/23（火）15:00～19:00 大阪府 新阪急ホテル） 
○スーパーよさこい 2016での｢高知ゆず｣と｢高知の花｣ＰＲ 
（8/27（土）、8/28（日）東京都） 
○第５回高知県広域食肉センターあり方検討会 
（8/29（月）14:00～ 総合あんしんセンター） 
○農商工連携 第２回土佐茶プロジェクト 
（8/29（月）場所：未定） 
○第９回居酒屋産業展 
（8/30（火）、8/31（水）10:00～17:00 東京ビッグサイト） 
○農業法人向け研修会 
・経営能力向上研修会 
（8/30（火）13:00～17:00 びすた保育園） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

農業振興部 
（続き） 

○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） 
○高知県指導農業士連絡協議会通常総会及び勉強会 
（7/27（水）14:30～17:00 土佐御苑） 
○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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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） 
○高知県自治会館ＣＬＴ構造見学会 
（7/2（土）10:00～16:00 高知市） 
○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） 
○森林組合支援チーム集合会 
（7/4（月）10:00～17:00 森林技術センター） 
○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～ 高知共済会館） 
○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） 
○市町村災害廃棄物処理計画策定促進個別訪問 
（7/6（水）東洋町、奈半利町、安田町） 
（7/14（木）馬路村、北川村、田野町） 
○特用林産チーム会 
（7/7（木）14:00～16:00 職員能力開発センター） 
○七夕ライトダウン 
（7/7（木）20:00～22:00） 

→次頁へ続く 

○希少野生動植物保護専門員連絡会議 
（8/1（月）14:00～17:00 こうち勤労センター５階） 
○ＣＬＴ建築推進協議会 幹事会 
（8/2（火）13:30～16:00 高知県森林組合連合会） 
○四国森林管理局との林政連絡協議会 
（8/2（火）15:00～ 県森連会議室） 
○土佐材販売力抜本強化プロジェクトチーム会 
（8/3（水）14:00～ 高知木材センター） 
○第１回牧野植物園磨き上げ整備基本構想検討委員会 
（8/5（金）13:00～17:00 牧野植物園） 
○きのこ原木安定供給実行委員会 
（8/5（金）13:30～16:00 高知共済会館） 
○仁淀川河口域ごみ分析勉強会 
（8/7（日）9:00～13:00 仁淀川河口右岸、南風２Ｆ） 
○森林環境税地域座談会 
（8/7（日）13:30～16:00 四万十市防災センター） 
（8/20（土）13:30～16:00 土佐町保健福祉センター） 
○森林組合支援チーム会 
（8/8（月）14:00～17:00 森林技術センター） 
○牧野植物園「夜の植物園」 
（8/12（金）～8/14（日）） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ＣＬＴ遮音ワーキング 
（7/8（金）10:00～12:00 大阪府吹田市） 
○大豊町民有林直轄治山前期要望 
（7/11（月）14:30～） 
○非住宅建築物木造化推進事業第２回検討会 
（7/12（火）13:30～ 高知会館） 
○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）竣工式 
（7/15（金）14:00～16:30 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） 
○森林組合支援ＷＧ 
（7/19（火）13:30～16:30 県森連会議室） 
○ＣＬＴ活用促進に関する省庁連絡会議 
（7/20（水）14:00～14:50 総理官邸） 
○土佐材パートナー企業意見交換会・商談会 
（7/21（木）10:00～16:00 神奈川県横浜市） 
○協働の森づくり事業交流活動 
 ・富士通（株） 
 （7/23（土）中土佐町） 
 ・矢崎総業（株）サマーキャンプ 
 （7/26（火）～7/29（金）梼原町） 
○平成27年度県立甫喜ヶ峰森林公園及び森林研修センター情報交流館指
指定管理者事業評価委員会 

（7/25（月）10:00～16:00 情報交流館及び甫喜ヶ峰森林公園） 
○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）13:30～16:00 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） 

→次頁へ続く 

○ＵＩターン就職相談会ｉｎ高知 
（8/13（土）13:00～16:00 高知会館） 
○第 55回（公社）日本地すべり学会（研究発表会及び現地見学会） 
（8/22（月）～8/25（木）県立県民文化ホールほか） 
○（一社）高知県山林協会通常総会 
（8/26（金）14:30～17:00 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
○協働の森フォーラム 
（8/27（土）13:30～20:00 ゆすはら・夢・未来館） 
○国際協力機構四国青年研修（新エネ関係講義） 
（8/29（月）9:30～12:00 県立文学館） 
○第３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 

（8/30（火）） 
○森林整備公社第 10期経営計画検証等委員会 
（8月下旬予定） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
（続き） 

○平成 28年度第１回地球温暖化防止県民会議行政部会 
（7/26（火）13:00～16:00 高知共済会館） 
○高知県林業普及協会通常総会 
（7/26（火）13:30～15:00 県森連会議室） 
○土佐材展示会「土佐材まつり」 
（7/27（水）13:00～ 福岡県） 
○第 22回中国・四国ブロック林業グループコンクール 
（7/28（木）9:30～16:00 高知共済会館） 
○第５回魚さい処理等の今後のあり方検討委員会 
（7/28（木）14:00～16:00 高知県魚さい加工公社） 
○森林整備の低コスト化に向けたブロック別研究会 
（7/28（木）14:00～16:30 四国森林管理局） 
○平成 28年度第１回地球温暖化対策実行計画改定委員会 
（7/29（金）13:00～16:00 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）14:00～16:00 高知城ホール） 
○平成 28年度災害廃棄物処理検討会（第１回） 
（7/29（金）14:30～16:30 高知共済会館） 
○林業学校オープンキャンパス 
（7/30（土）13:00～16:00 林業学校） 
○第７回全国源流サミット in松野町 
（7/30（土）13:30～17:00 松野町立松野中学校体育館） 

水産振興部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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） 
○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） 
 

→次頁へ続く 

○全国豊かな海づくり大会準備委員会 
（8/3（水）9:30～ 県庁本庁舎） 
○高知県養殖魚輸出促進協議会現地視察 
（8/3（水）～8/6（土）ベトナム） 
（8/9（火）～8/13（土）香港） 
○高知海区漁業調整委員会及び退任式 
（8/10（水）15:00～ 共済会館） 
○高知県Ｕ・Ｉターン就職相談会 
（8/13（土）13:00～16:00 高知会館） 
○素麺による宗田節ＰＲ 
（8/13（土）高知龍馬空港） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

水産振興部 
（続き） 
 
 
 

○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） 
○高知海区漁業調整委員会 
（7/13（水）14:00～ 共済会館） 
（7/28（木）14:00～ オリエントホテル高知） 
○第２回高知県津波警報システム検討会 
（7/14（木）15:00～ 県民文化ホール会議室） 
○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） 
○クロマグロ採卵及び人工種苗生産試験 
（7/16（土）～ 大月町、浦ノ内） 
○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）の協力を得た県産水産物の
「食材提案会」の開催 

（7/29（金）13:00～15:00 東京都 レンタルスペース patia四ツ谷店） 
○県産養殖ウナギのＰＲ販売 
（7/30（土）10:00～ 京王百貨店 新宿店） 
 
 
 
 

○ジャパン・インターナショナル・シーフードショー 
（8/17（水）～8/19（金）東京ビッグサイト） 
○輸出セミナー及び一般的衛生管理講習会 
（8/24（水）四万十市立中央公民館） 
○太平洋クロマグロに関する都道府県担当者会議 
（8/25（木）13:30～16:30 東京都内） 
○太平洋クロマグロの資源・養殖管理に関する全国会議 
（8/26（金）13:30～16:30 東京都内） 
○第２回土佐清水メジカプロジェクト推進協議会 
（下旬予定） 
○クロマグロ採卵種苗生産試験 
（予定 大月町） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

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）） 
・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）） 

○三重防護の事業概要説明会（国・県・市） 
・桂浜、瀬戸、藻洲潟、長浜、御畳瀬、横浜地区 
（7/1（金）19:00～ 長浜小学校） 

 ・若松町、弘化台、吸江、ﾀﾅｽｶ地区 
（7/2（土）19:00～ 東部健康福祉センター） 
・仁井田、種崎地区 
（7/4（月）19:00～ 種崎地区舟倉津波避難センター３階） 
・潮江、港町、西孕地区 
（7/6（水）19:00～ 高知市立自由民権記念館） 

○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） 
○四万十川減災対策協議会 
（7/4（月）10:00～12:00 中村河川国道事務所） 
○県営住宅入居者選考基準等審査委員会 
（7/4（月）13:30～15:00 高知共済会館） 
 

→次頁へ続く 

○ のいち動物公園イベント 
・夏休み企画展 
（7/16（土）～9/4（日）） 
・動物たちに氷のプレゼント 
（8/7（日）） 
・夏休み特別講習会自由研究のたすけ 
（8/7（日）、8/14（日）、8/21（日）、8/28（日）） 

  ・のいちｄeナイト 
（8/13（土）） 

○まちかど・水・キャンペーン in高知２０１６ 
（8/2（火）11:00～16:00 イオンモール高知） 
○四国治水期成同盟会連合会・四国河川協議会要望活動 
（8/2（火）13:00～8/3（水）15:00 国土交通省、議員会館） 
○宇佐地区住宅耐震化等についての現地点検報告会 
（8/2（火）18:00～ 土佐市宇佐） 
○空き家対策部会の行う、空き家調査事業説明会 
（8/3（水）13:30～15:30トップワン四国会議室） 
○住宅耐震出前講座（香美市企業等人権啓発連絡会） 
（8/4（木）13:30～15:00 香美市立公民館） 
○早明浦湖水祭（水神祭・シンポジウム） 
（8/6（土）11:00～16:30 土佐町） 
○高知県木造住宅耐震診断士登録証交付式兼実務講習会 
（8/9（火）10:00～12:00 高知県建設会館） 
○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） 
（8/12（金）7:00入港～23:59出港 高知新港） 
○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） 

（8/14（日）9:00入港～17:00出港 高知新港） 
○永瀬ダム関係物故者慰霊祭 
（8/14（日）16:00～18:00 香美市物部支所） 
○外国客船「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（高知市中心市街地対応） 

（8/22（月）14:00入港～21:00出港 高知新港） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

土木部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○住宅耐震事業ＰＲ展示 
（7/4（月）～7/15（金）本庁舎１階ロビー） 
○木造住宅耐震改修工法講習会 
～耐震リフォーム達人塾実践コース～ 

（7/8（金）10:00～16:30高知城ホール） 
○情報化技術活用検討委員会 
（7/8（金）13:30～17:00 本町ビル） 
○奈半利川水利対策協議会総会 
（7/8（金）16:00～17:00 北川村 田中商店） 
○住宅耐震出前講座 
（7/10（日）10:00～11:00 四万十町本在家） 
○大規模津波防災総合訓練（浸水対策班） 
（7/12（火）10:00～12:00 高知河川国道事務所） 
○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）） 
○高知県木造住宅耐震診断士考査合格発表 
（7/20（水）） 
○住宅耐震出前講座 
（7/21（木）10:30～11:00 日立コンシューマ事業者勉強会） 
○「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） 
○住宅耐震出前講座 
（7/23（土）11:00～11:30 

14:00～14:30下知スマイルフェスタ） 
 

→次頁へ続く 

○（公社）地すべり学会第 55回研究発表会及び現地見学会 
（8/22（月）～8/25（木）高知県民文化ホール、現地） 
○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） 

（8/23（火）10:00入港～18:30出港 高知新港） 
○第２回仁淀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 
（8/23（火）15:00～16:30 高知城ホール） 
○全国高速道路建設協議会第 52回大会 
（8/24（水）12:00～ 砂防会館別館） 
○第２回四万十川大規模氾濫に関する減災対策協議会 
（8/26（金）13:00～14:30 中村河川国道事務所） 
○防災危機管理展（住宅耐震相談窓口設置） 
（8/27（土）、8/28（日）10:00～16:00 ぢばさんセンター） 
○外国客船「ダイヤモンド・プリンセス」高知新港寄港 
（8/29（月）7:00入港～17:00出港 高知新港） 
○ロビー展「高知県の適正な汚水処理の推進に向けて」 
（8/29（月）9:00～ 8/31（水）15:00 県庁１階ロビー） 
○四国８の字ネットワーク整備利用促進を考える会 政策提言 
（8/29（月）調整中） 
○第２回物部川大規模氾濫に関する減災対策協議会 
（8/30（火）13:30～15:00 高知城ホール） 
○全国治水砂防協会四国支部長会議 
（8/30（火）14:00～17:00 高知会館） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

土木部 
（続き） 

○仁淀川水防広報講習会 
（7/24（日）9:00～11:40 波介川導流堤防） 
○住宅耐震勉強会 
（7/24（日）高知県建設労働組合） 
○物部川・仁淀川減災対策協議会第１回幹事会 
（7/25（月）13:30～16:00 高知河川国道事務所） 
○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） 
○仁淀川大規模氾濫に関する浸水想定説明会 
（7/27（水）19:00～ 高知市春野あじさい会館） 
○防災エキスパート研修会 
（7/28（木）13:00～17:00 高知会館） 
○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） 
○南海トラフ地震対策推進地域本部連絡会議 
（7/29（金）15:00～17:00 防災作戦室） 

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）） 
（7/4（月）一次配分 

配分額 熊本県:48,610,650円･大分県:300,000円） 
○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）10:10～16:35 正庁ホール） 
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○平成 28年熊本地震義援金 
（受付期間 4/19（火）～9/30（金）（予定）） 
○会計事務実務研修（出先） 
 ・安芸ブロック 
（8/2（火）13:10～16:35 安芸総合庁舎） 
・幡多ブロック 
（8/4（木）13:10～16:35 中村合同庁舎） 
・中央ブロック 
（8/19（金）13:10～16:35 正庁ホール） 
・須崎ブロック 
（8/31（水）13:10～16:35 須崎第一総合庁舎） 

○指定金融機関等検査 
（8/2（火）四国銀行春野代理店） 
（8/4（木）四国銀行弘岡支店） 
（8/9（火）四国銀行高岡支店） 
（8/16（火）四国銀行宇佐代理店） 
（8/18（木）四国銀行須崎支店） 
（8/30（火）四国銀行須崎東支店） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

会計管理局 
（続き） 

○指定金融機関等検査 
（7/22（金）四国銀行大阪支店） 
（7/26（火）四国銀行朝倉南支店） 
（7/28（木）四国銀行朝倉支店） 

○会計検査 
（8/3（水）室戸警察署） 
（8/5（金）安芸桜ケ丘高等学校） 
（8/15（月）高知南警察署） 
（8/16（火）県立安芸中学校・安芸高等学校） 
（8/17（水）安芸林業事務所） 
（8/18（木）南国警察署） 
（8/22（月）、8/23（火）安芸土木事務所） 
（8/25（木）、8/26（金）東京事務所） 
（8/29（月）、8/30（火）中央東土木事務所） 

教育委員会事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○若者の学びなおしと自立支援地区別連絡会 
 ・高吾地区 
（7/1（金）10:30～16:30 佐川町総合文化センター） 

 ・高知市地区 
（7/7（木）10:30～16:30 ふくし交流プラザ） 

 ・幡多地区 
（7/14（木）10:30～16:30 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） 
○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） 
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○高知県教育委員会主催海外派遣プログラム 
（8/1（月）～8/17（水）ニュージーランド） 
○薬物乱用防止教育研修会 
（8/2（火）13:00～16:30 高知城ホール） 
○第１回女性のスポーツ推進検討委員会 
（8/3（水）15:00～17:00 教育委員室） 
○第１回人権教育指導資料（学校教育編）改訂委員会 
（8/4（木）9:30～11:45 教育センター分館） 
○防災教育研修会 
 ・中部地区Ｂ 
（8/4（木）9:50～16:50 高知城ホール） 

 ・西部地区 
（8/5（金）9:50～16:50 黒潮町ふるさと総合センター） 

○人権教育推進リーダー育成事業フォローアップ研修会 
（8/4（木）13:00～17:00 教育センター分館） 
○四国中学校総合体育大会（高知会場競技） 
（8/6（土）、8/7（日）終日 春野総合運動公園他） 
○家庭的保育者研修（認定研修） 
（8/6（土）9:00～16:30 
8/7（日）9:00～16:40 
8/20（土）9:00～12:10 
8/21（日）9:00～17:30 
8/28（日）13:30～17:40 県立大学池キャンパス） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

教育委員会事務局 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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 
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） 
○第２回スクールカウンセラー等研修講座 
（7/17（日）10:00～16:00 教育センター分館） 
○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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○児童会･生徒会交流集会 
 ・安芸地区 
（8/7（日）13:00～16:45 室戸市保健福祉センター） 

 ・高岡地区 
（8/21（日）13:00～16:45 須崎市立市民文化会館）  

○第 56回四国地区人権教育夏期講座 
（8/8（月）10:00～15:45 県民文化ホールオレンジ） 
○県教育委員会への寄附金贈呈式 
（8/9（火）14:00～15:00 教育長室） 
○若者はばたけプログラム指導者研修Ⅱ 
（8/12（金）10:30～17:00 ふくし交流プラザ） 
○「国際バカロレアを体験してみよう」（国際バカロレア体験セミナー、
模擬授業） 

（8/15（月）9:00～15:30 高知会館） 
○国際バカロレア・ワークショップ in  kochi  2016（教員対象） 
（8/15（月）9:00～16:30 高知会館） 
（8/16（火）8:30～16:00 高知共済会館） 
○教育相談体制の充実（チーム学校）に向けた連絡協議会 
 ・東部 
（8/17（水）13:00～17:00 田野町ふれあいセンター） 
・土長・南国 
（8/18（木）13:00～17:00 南国市スポーツセンター） 
・高知 
（8/22（月）、 8/23（火）13:00～17:00 高知大学朝倉キャンパス） 
・高吾 
（8/25（木）13:00～17:00 須崎市立市民文化会館） 
・幡多 
（8/26（金）13:00～17:00 宿毛市立文教センター） 

○教員採用選考審査第２次審査 筆記審査・実技審査（全校種・全教科） 
（8/20（土）8:30～17:30 高知工業、岡豊高校、教育センター本館） 
○教員採用選考審査第２次審査  実技審査（全校種・全教科） 
（8/21（日）8:30～17:30 北高校、教育センター分館） 
○スーパー食育スクール事業第１回推進委員会 
（8/22（月）14:00～16:00 高知会館） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

教育委員会事務局 
（続き） 
 

○教員採用選考審査 面接審査（小学校以外） 
（7/25（月）、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 
 ・高知市地区 
（7/30（土）13:00～16:45 総合あんしんセンター） 

 ・土長南国、吾川、香美・香南地区 
（7/31（日）13:00～16:45 南国市立スポーツセンター） 
・幡多地区 
（7/31（日）13:00～16:45 宿毛市総合社会福祉センター） 

○教員採用選考審査第２次審査 面接審査（全校種・全教科） 
（8/22（月）8:00～17:35 岡豊高校） 
（8/23（火）8:00～17:35 岡豊高校） 
○第２回人権教育推進リーダー育成事業集合研修会 
（8/22（月）9:30～17:00  
8/23（火）9:00～16:45 教育センター分館） 

○特別支援学校教育課程研究集会（肢体不自由部会） 
（8/23（火）9:30～16:30 高知県立高知青少年の家） 
○若者キャリア支援セミナー・相談会 
（8/23（火）10:00～16:30 
（8/24（水）10:00～16:40 県立大学池キャンパス） 
○保幼小接続期カリキュラム研修会 
（8/24（水）13:30～16:00 宿毛市立宿毛文教センター） 
（8/25（木）13:30～16:00 高知県立青少年の家） 
○青少年教育施設のあり方を考える懇話会（第１回） 
（8/25（木）13:20～16:20 教育センター分館） 
○学校安全教室推進講習会 
（8/26（金）9:50～16:45 高知城ホール） 
○第１回高知県教育の日「志・とさ学びの日」推進県民協議会 
（8/26（金）10:30～12:00 教育委員室） 
○高知夢いっぱいプロジェクト推進事業第２回推進リーダー会議 
（8/26（金）13:30～17:00 高知県立高知青少年の家） 
○第 71国民体育大会会期前実施競技高知県選手団結団式・壮行会 
（8/26（金）18:30～19:00 高知共済会館） 
○ＰＴＡ・教育行政研修会 
 ・土長・南国地区 
（8/27（土）13:15～16:50 土佐町保健福祉センター） 

 ・香美・香南地区 
（8/27（土）13:15～16:50 県立青少年センター）   

○特別支援学校教育課程研究集会（知的障害部会） 
（8/29（月）9:30～17:00 高知県教育センター本館） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

公営企業局 
 
 
 
 
 
 
 

○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） 
○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） 
○中期経営計画（電気・工水事業）の平成 27年度実績の評価委員会 
（7/6（水）13:00～ 電気工水課） 
○高知県公営企業局再生可能エネルギー利活用事業審査委員会 
（7/7（木）13:45～15:00 高知城ホール） 
○職場安全衛生委員会  
 ・第１回 
（7/11（月）電気工水施設 安全巡視点検等）  
・第２回 
（7/12（火）電気工水施設 安全巡視点検等） 
・第３回 
（7/20（水）電気工水施設 安全巡視点検等） 

○慰霊祭（事故による殉職者） 
（7/20（水）10:00～10:20 杉田発電所） 
（7/20（水）10:40～11:00 永瀬発電所） 
○病院事務職員情報交換会 
（7/22（金）15:00～17:00 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）15:30～ あき総合病院） 
○地方公営企業連絡協議会  
（7/29（金）11:00～17:50 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） 
 
 
 
 

○県立病院職員（助産師、薬剤師）採用選考試験募集 
（7/29（金）～10/17（月）） 
○あき総合病院経営幹部会議 
（8/25（木）16:00～ あき総合病院） 
○第 15回全国病院事業管理者・事務責任者会議 
（8/25（木）、8/26（金）ホテルニュー長崎） 
○日本医療マネジメント学会高知県支部学術集会 
（8/28（日）9:00～16:00 かるぽーと） 
○経営健全化推進委員会 
（8/29（月）18:30～ 高知市内） 
○幡多けんみん病院経営幹部会議 
（8/30（火）13:30～ 幡多けんみん病院） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

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）） 
○「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） 
○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） 

○夏期における水難事故防止強化期間 
（6/1（水）～8/31（水）） 
○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） 
○第 24回 21世紀の高知県警察を語る会（ディスカス 21） 
（8/1（月）14:00～16:00 警察本部講堂） 
○少年警察活動強化月間 
（8/1（月）～8/31（水）） 
○平成28年度薬物乱用防止教育研修会 
（8/2（火）13:00～16:30 高知城ホール） 
○平成28年度高知県少年警察ボランティア協会理事会及び総会並びに少
年警察ボランティア等研修会 

（8/3（水）11:00～17:00 警察本部講堂、201会議室） 
○平成28年度第２回県本部地震災害警備本部要員による初動対応訓練 
（8/4（木）9:55～12:00 警察本部総合指揮室） 
○平成28年度高知県公益事業警察連絡協議会 
（8/22（月）16:00～17:15 高知城ホール） 
○ＫＯＣＨＩ防災危機管理展2016 
（8/27（土）、8/28（日）10:00～16:00 ぢばさんセンター） 

東京事務所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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） 
 

→次頁へ続く 

○埼玉西武ライオンズ高知県観光フェア 
（8/2（火）16:00～21:00 埼玉県所沢市・西武プリンスドーム） 
○あったか高知で暮らす。移住笑談会～起業編～（東京） 
（8/5（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）） 
○第 30回大井よさこいひょうたん祭 
（8/6（土）12:00～21:00 神奈川県大井町） 
○第 33回朝霞市民まつり「彩夏祭」関八州よさこいフェスタ 
（8/6（土）、8/7（日）埼玉県朝霞市） 
○第３回フラワーデザインコンテスト 2016への出品・展示 
（8/6（土）、8/7（日）ヴィーナスフォート（東京都）） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

東京事務所 
（続き） 

○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） 
○大田市場まつり 
（7/21（木）～7/23（土）大森とうきゅう） 
○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）） 
○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） 

○こうちアグリスクール 
 ・夏期土曜講座 
（8/6（土）、8/20（土）、8/27（土） 

大手町・パソナグループ東京本社ビル） 
・夏期日曜講座 
（8/7（日）、8/21（日）、8/28（日） 

大手町・パソナグループ東京本社ビル） 
○多摩センター夏まつり 2016（たまよさこい）における観光ＰＲ 
（8/13（土）、8/14（日）東京都多摩市） 
○全国戦没者追悼式 
（8/15（月）日本武道館） 
○地域・ブロック別「ＬＯ活」セミナー・交流会「中国・四国エリア」 
（8/17（水）17:30～19:30 移住・交流情報ガーデン） 
○第 18回ジャパン・インターナショナル・シーフードショー 
（8/17（水）～8/19（金）東京ビッグサイト） 
○原宿表参道元氣祭スーパーよさこい 2016 
（8/26（金）～8/28（日）原宿表参道） 
○けやきフェスタ 2016よさこい in府中 
（8/28（日）東京都府中市） 
○外食ビジネスウィーク 2016（第９回居酒屋産業展） 
（8/30（火）～9/1（木）東京ビッグサイト） 

産業振興センター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○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） 
○ものづくりの地産地消 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） 
○台湾 商工労働部と連携した訪問、企業支援 
（7/11（月）～7/15（金）台湾台北市等） 
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○ものづくり競争力審査会 
（8/1（月）9:00～ ぢばさんセンター） 
○ネット広告活用セミナー 
（8/3（水）9:00～17:00 ぢばさんセンター） 
○農産物加工マッチング推進支援チーム会 
（8/5（金）10:00～12:00 県庁西庁舎） 
○京都合同広域商談会 第１回担当者会 
（8/10（水）14:00～ 京都市） 
○第 18回ジャパン・インターナショナル・シーフードショー 
（8/17（水）～8/19（金）東京ビッグサイト） 
○四国合同広域商談会 第２回担当者会 
（8/19（金）13:30～16:30 松山市） 
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部局等名 ７月の主要な取り組み ８月の主要な取り組み予定 

産業振興センター 
（続き） 

○【見本市】第 10回オフィス防災エキスポ 
（7/13（水）～7/15（金）東京ビッグサイト) 
○経済産業省 ものづくり白書執筆担当者との意見交換会 
（7/14（木）9:30～12:00 工業技術センター） 
○建設業新分野進出視察勉強会 
（7/20（水）11:30～15:00 岡山市） 
○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）13:30～15:30 工業技術センター） 

○こうち産業振興基金事業審査会（2次募集分） 
（7/21（木）、7/22（金）8:30～18:00 ぢばさんセンター） 
○フェイスブック作成セミナー 
（7/25（月）11:00～14:30 宿毛市） 
○四国経済産業局との事業協議 
（7/26（火）13:30～ 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 
（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) 
○高知県工業会産業間連携委員会 
（7/28（木）11:50～13:00 高知県職業訓練センター） 
○地場産業大賞運営委員会 
（7/28（木）13:30～15:00 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 
（8/24（水）10:00～16:30 ぢばさんセンター) 
○【見本市】震災対策技術展 東北 
（8/25（木）、8/26（金）ＡＥＲ８） 
○第４回 事業戦略支援会議 
（8/31（水）13:30～ ぢばさんセンター） 
○よさこい祭り練習場貸出 
（～8/8（月）ぢばさんセンター） 
 

※ 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） 


