
H29.7.12 政策企画課 

－1 / 29－ 

各部局等の主要な取り組み 

 
 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

総務部 １ 平成 29年度観光振興広報テレビ番組放送 
「幕末維新まっただ中～世界に誇る観光県へ 高知家の挑戦～」 

（7/1（土）12:00～12:30 テレビ高知（本放送）） 
（7/29（土）12:00～12:30 テレビ高知（再放送）） 
２ 日本遺産サミット in京都 
（7/1（土）、7/2（日）木津川市けいはんなオープンイノベーションセンター） 
３ 平成 29年度 夏の朝型勤務（プラス） 
（7/3（月）～9/15（金）） 
４ 「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登録推進協議会 
（7/3（月）14:00～ ホテルグランヴィリオ徳島） 
５ 平成 29年度ハラスメント対策研修（管理職員等向け） 
（7/20（木）10:00～12:00  
        13:30～15:30  
 7/21（金）10:00～12:00 職員能力開発センター） 
６ アートマネジメント講座 2017Vol.１（県文化財団主催）における東京 2020参

画プログラム及び beyond2020プログラムの説明 
（7/26（水）13:50～15:00 高知城歴史博物館） 
７ 全国知事会議 
（7/26（水）～7/28（金）盛岡市） 
８ 10県知事会議 
（7/27（木）盛岡市） 
９ 公益認定等審議会 
（7/27（木）9:30～ 本庁地下第３・第４会議室） 
10 平成 29年度 交通事故防止講習会 
（7/27（木）10:00～12:00、13:30～15:30 正庁ホール） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 7月の主要な取り組み予定 

危機管理部 
 
 
 

１ 平成 29年度梼原消防団・女性消防隊連合演習 
（7/2（日）8:00～ 大越グラウンド） 
２ 仁淀消防連合会夏季演習 
（7/2（日）9:00～ 高知県消防学校） 
３ 第 6回南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対策検討ＷＧ 
（7/3（月）10:00～12:00 中央合同庁舎） 
４ 津波避難計画現地点検 
（7/4（火）10:00～ 南国市十市糸木、楠上、八丁） 
５ 「くまもとから感謝をプロジェクト！」によるくまモンの高知県への訪問 
（7/4（火）10:30～11:00 高知県庁） 
６ 平成 29年度緊急地震速報訓練 
（7/5（水）10:15～ 高知県庁ほか） 
７ 「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 10県知事会議」   

担当課長会議 
（7/6（木）14:00～15:30 都道府県会館） 
８ 高知県自衛隊家族会創立 60周年記念行事 
（7/9（日）14:00～19:00 三翠園ホテル） 
９ 平成 29年度第２回高幡広域危機管理検討会 
（7/10（月）13:00～17:00 須崎市総合保健福祉センター） 
10 平成 29年度第３回地域本部連絡会議 
（7/14（金）15:00～17:00 防災作戦室） 
11 平成 29年度応急救助機関連絡会担当者会 
（7/18（火）13:30～17:00 防災作戦室） 
12 平成 29年度第１回高知空港緊急計画連絡協議会 
（7/20（木）14:00～15:00 南国市消防本部） 
13 平成 29年度高知県トップセミナー 
（7/21（金）15:00～17:00 高知商工会館） 
14 第８回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10県知事会

議 
（7/27（木）9:20～9:50 ホテルメトロポリタン盛岡） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
 
 
 

１ 職場の健康づくり応援研修会 
・中央西地区 
（7/5（水）14:00～16:00 すこやかセンター伊野） 
・幡多地区 
（7/6（木）14:00～16:00 中村地区建設協同組合会館） 
・中央東地区 
（7/13（木）14:00～16:00 中央東福祉保健所） 
・高知地区 
（7/13（木）14:00～16:30 ちより街テラス） 
・須崎地区 
（7/14（金）13:30～15:30 須崎市立市民文化会館） 
・安芸地区 
（7/20（木）13:30～15:30 安芸総合庁舎） 

２ 第１回糖尿病医療体制検討会議 
（7/5（水）18:30～20:30 第二応接室） 
３ 母子保健指導者基本研修会Ⅰ 
（7/7（金）10:00～15:00 ちより街テラス） 
４ 中央東エリア医療関連感染対策地域支援ネットワーク検討会 
（7/7（金）10:00～ 高知大学医学部附属病院） 
５ 高知県へき地医療協議会理事会及び総会 
（7/8（土）14:00～16:45 高知城ホール） 
６ 第 54回ビューティーグランプリ 2017 
（7/10（月）10:00～ 高知県民文化ホール・オレンジホール） 
７ 第 67回四国理容競技大会 
（7/10（月）10:00～15:40 サンピアセリーズ） 
８ 第１回高知県災害医療対策本部会議 
（7/10（月）18:30～20:30 第二応接室） 
９ 第 1回高知県動物愛護推進協議会 
（7/11（火）13:30～16:00 総合あんしんセンター） 
10 肝炎医療コーディネーター養成研修会 
（7/12（水）9:30～16:00 高知城ホール） 
11 平成 29年度製菓衛生師試験 
（7/12（水）14:00～16:00 高知会館） 
12 小児医療体制検討会議 
（7/14（金）18:30～20:30 第二応接室） 
13 高知県県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会第９回幹事会 
（7/18（火）13:15～ 職員能力開発センター） 
14 災害透析コーディネーター連絡会 
（7/18（火）18:30～20:30 正庁ホール） 
15 全国環境衛生・廃棄物関係課長会四国ブロック会 
（7/19（水）13:30～16:30 オリエントホテル高知） 
16 高知県医療審議会医療法人部会 
（7/19（水）18:30～20:00 高知共済会館） 
17 母子保健コーディネーター研修会（初任者編） 
（7/20（木）10:00～15:30 高知県立大学池キャンパス） 
18 高知家健康づくり支援薬局研修会及び高知家お薬プロジェクト報告会 
（7/20（木）19:00～21:00 南国市保健福祉センター） 
（7/30（日）13:30～16:30 高知城ホール） 
19 救急医療体制検討専門委員会 
（7/21（金）18:00～20:00 第二応接室） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
（続き） 
 
 

20 高知県看護管理者研修会 
（7/23（日）9:45～15:00 高知城ホール） 
21 自治医科大学・高校説明会 
（7/24（月）13:20～14:55 土佐高校、 
        15:45～17:20 高知学芸高校） 
（7/25（火）13:30～15:05 高知追手前高校） 
22 子育て世代包括支援センター交流会 
（7/26（水）10:00～16:00 正庁ホール） 
23 ハンセン病療養所の訪問及び入所者との交流会 
（7/26（水）11:40～16:30 大島青松園（香川県高松市）） 
24 犬・猫の飼い方講習会 
（7/30（日）10:00～12:00 幡多福祉保健所） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
 
 

１ 第 17回高知県障害者技能競技大会「アビリンピック高知大会 2017」 
（7/1（土）9:00～15:00 高知職業能力開発促進センター） 
２ 地域子育て支援センタースタッフ現任者研修（第４回） 
（7/1（土）9:00～17:00 ふくし交流プラザ） 
３ 平成 29年度高知県発達障害児等支援スキルアップ研修 
（7/3（月）、7/5（水）9:00～12:00 ふくし交流プラザ） 
（7/11（火）、7/18（火）9:00～12:00 高知市保健福祉センター） 
４ 「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 
・総決起大会 
（7/3（月）13:30～15:20 高知城ホール） 
・街頭行進 
（7/3（月）大会終了後～16:30 帯屋町アーケード及び中央公園） 

５ 平成 29年度介護保険市町村（保険者）指導 
（7/4（火）13:30～16:30 日高村） 
（7/6（木）13:00～15:30 東洋町） 
（7/10（月）13:30～16:30 土佐市） 
（7/14（金）13:30～16:30 越知町） 
６ 介護職員処遇改善加算及び認証評価制度に係る説明会並びにノーリフティン

グケア管理者向けセミナー 
（7/4（火）13:30～17:00 安芸商工会議所） 
（7/7（金）13:30～17:00 四万十市立中央公民館） 
（7/11（火）13:30～17:00 ふくし交流プラザ） 
７ 第 41回全国身体障害者施設協議会研究大会 
（7/6（木）13:00～18:05、7/7（金）9:00～15:40 県民文化ホール） 
８ 平成 29年度高知県子ども食堂支援事業「子どもの居場所開設準備講座」 
（7/10（月）13:30～16:30 安芸市民会館） 
（7/14（金）13:30～16:30 四万十市立中央公民館） 
９ 平成 29年度高知県地域コーディネーター養成研修（基礎研修） 
（7/11（火）10:00～16:00 高知共済会館） 
10 平成 29年度高知県地域コーディネーター養成研修（スキルアップ研修） 
（7/12（水）13:00～17:00 須崎商工会議所） 
（7/13（木）13:00～17:00 高知共済会館） 
11 平成 29年度新任民生委員・児童委員（３年目）研修 
（7/13（木）10:30～15:30 ふくし交流プラザ） 
12 くらしとこころ・つながる相談会 in西部地域 
（7/13（木）13:00～17:00ハローワーク四万十） 
13 第 10回高知県・高知市児童虐待死亡事例検証委員会 
（7/13（木）18:00～19:50 正庁ホール） 
14 平成 29年度中国・四国九県民生主管部長会議 
（7/14（金）15:00～17:00 高知サンライズホテル） 
15 平成 29年度介護保険・高齢者保健福祉担当者会 
（7/18（火）10:00～16:00 高知県自治会館） 
16 平成 29年度高知県子ども食堂支援事業「高知家の子どもの居場所づくりネッ

トワーク会議」 
（7/19（水）10:00～12:00 ふくし交流プラザ） 
17 平成 29年度高知県強度行動障害支援者養成研修（基礎研修） 
（7/20（木）、7/21（金）9:30～17:00こうち男女共同参画センター「ソーレ」） 
18 婚活サポーター養成講座 
（7/22（土）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 ７月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
（続き） 
 

19 高知県主催交流イベント「星に願いをパーティー」 
（7/22（土）18:00～21:00 牧野植物園） 
20 平成 29年度第１回あったかふれあいセンター推進連絡会 
（7/25（火）13:00～16:00 高知共済会館） 
21 自閉症支援者のための実技講習会 
（7/26（水）～7/28（金）9:00～17:00ふくし交流プラザ） 
22 平成 29年度高知県中堅民生委員児童委員研修会 
（7/31（月）10:00～15:30 須崎市市民文化会館） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

文化生活スポー
ツ部 
 
 

１ 交通安全子供自転車高知県大会 
（7/1（土）9:00～15:00 高知県教育センター分館体育館） 
２ まんが教室 
（7/4（火）大月町立大月小学校、土佐町立土佐町小学校） 
（7/6（木）本山町立本山小学校） 
（7/7（金）香美市立山田小学校） 
（7/12（水）～7/14（金）、7/18（火）南国市立大篠小学校） 
３ カシオワールドオープン実行委員会知事訪問 
（7/4（火）14:00～14:30 知事室） 
４ 新成人向け消費者教育啓発冊子作成委託業務プロポーザル審査委員会 
（7/5（水）10:00～12:00 職員能力開発センター） 
５ まんが甲子園出版社訪問 
（7/5（水）～7/7（金） 東京） 
６ 四国コンテンツシンポジウム 
（7/5（水）14:00～17:45 かるぽーと） 
７ 自治体職員協力交流研修員来高 
（7/6（木）16:05 高知空港） 
８ 台湾からの四国一周サイクリング訪問団の受入れ 
（7/7（金）～7/9（日）県内全域（室戸市～土佐清水市）） 
９ トンガシャツプロジェクト（仮称） 
（7/7（金）13:00～ 本庁舎５階西エリア） 
10 ＪＥＴ感謝状贈呈式 
（7/7（金）16:00～17:00 高知会館） 
11 アルビレックス訪問 
（7/10（月）～7/12（水）のうちで１泊２日 新潟県） 
12 叙位の伝達 
（7/10（月）15:10～15:30 第一応接室） 
13 コンテンツ創造教育ワーキング 
（7/11（火）13:30～16:30 職員能力開発センター） 
14 まんが王国・土佐推進協議会事業推進部会 
（7/11（火）18:30～20:00） 
15 第１回こうち男女共同参画会議 
（7/13（木）10:00～12:00 高知城ホール） 
16 オイスカ高知県推進協議会 総会 
（7/13（木）16:00～17:20 高知商工会館） 
17 高知県・安徽省友好交流委員会総会 
（7/14（金）11:15～13:00 高知会館） 
18 第 44回「部落差別をなくする運動」強調旬間啓発事業 
（7/16（日）14:00～16:00 高知市文化プラザかるぽーと（大ホール） 
19 高知県スポーツ振興県民会議 
・スポーツツーリズム振興部会 
（7/18（火）9:30～12:00 高知市総合体育館２階会議室） 
・生涯スポーツ推進部会 
（7/19（水）13:30～16:30 高知市総合体育館２階会議室） 
・競技力向上部会 
（7/20（木）19:00～21:00 第二応接室） 
20 消費生活相談員研修実施委託業務プロポーザル審査委員会 
（7/18（火）14:30～16:00 職員能力開発センター） 
21 まんが甲子園おはようこうち収録・県内校取材 
（7/18（火）） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

文化生活スポー
ツ部 
（続き） 
 
 

22 高知県多重債務者対策協議会 
（7/20（木）13:30～15:30 高知共済会館） 
23 安全安心まちづくり推進会議幹事会 
（7/21（金）10:00～12:00 県民文化ホール第 11多目的室） 
24 県立文化施設事業評価委員会 
   ・美術館、文学館、県民文化ホール 
   （7/21（金）13:00～17:00 高知県職員能力開発センター202） 

・歴史民俗資料館、龍馬記念館、高知城歴史博物館 
（7/27（木）13:00～17:00 高知城歴史博物館１階ホール） 

25 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 
（7/21（金）16:00～16:30 文化生活スポーツ部長室） 
26 ミクロネシア名誉総領事就任祝賀会 
（7/21（金）18:30～ 三翠園） 
27 子育て応援団すこやか 2017ファミサポ出展 
（7/22（土）、7/23（日）10:00～17:00 ぢばさんセンター） 
28 ミズノグローイングアップリーグ in黒潮 2017 
（7/22（土）～7/24（月）黒潮町西南大規模公園） 
29 土佐西南大規模公園人工芝グラウンド竣工式 
（7/22（土）10:30～ 黒潮町） 
30 交通安全推進県民会議幹事会 
（7/24（月）14:00～16:00 文学館ホール） 
31 ＪＥＴプログラム来日直後オリエンテーション 
・Ａ日程  
（7/24（月）、7/25（火）東京都 京王プラザホテル） 
・Ｂ日程  
（7/31（月）、8/1（火）東京都 京王プラザホテル） 
32 まんが甲子園ラジオ収録・放送 
（7/25（火）） 
33 第４回漫画家大会議プロポーザル審査会 
（7/27（木）14:00～16:30 高知城ホール） 
34 高知県日華親善協会 懇親交流会 
（7/27（木）18:30～ 城西館） 
35 子育て支援員研修（ファミサポコース） 
（7/29（土）9:00～17:30 文教会館） 
36 ワンダーフェスティバル 
（7/30（日）幕張メッセ 千葉県） 
37 まんが甲子園出版社訪問 
（7/31（月）東京） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

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

１ 高知家の「○○家族」募集 
（6/7（水）～） 
２ ふるさとワーキングホリデーin高知のセミナー・面談会開催 
（7/1（土）ロイスダールビル（渋谷区神宮前）） 
（7/2（日）ＡＰ渋谷道玄坂（渋谷区道玄坂）） 
（7/8（土）梅田スカイビル（大阪市北区大淀甲）） 
（7/9（日）ＡＰ梅田茶屋町（大阪市北区茶屋町）） 
３ 総務者主催 ふるさとワーキングホリデー事業説明会・受入地域面談会 
（7/1（土）渋谷フォーラム８ （渋谷区道玄坂）） 
（7/2（日）フジコミュニティーセンター（名古屋市中村区）） 
（7/8（土）ＴＫＰガーデンシティ広島（広島市中区）、 
       リファレンス駅東ビル（福岡市博多区）） 
（7/9（日） ＡＰ東京八重洲通り（中央区京橋）） 
（7/15（土）ＡＰ東京八重洲通り（中央区京橋）） 
４ ＨＡＣＣＰ研修 
（7/6（木）10:00～17:00、7/7（金）9:30～16:30 高知会館） 
５ 加工・業務用野菜の産地化セミナー 
（7/6（木）14:00～16:30 ちより街テラス） 
６ ジャニス新宿店 知事訪問 
（7/6（木）新宿） 
７ 台湾知事トップセールス 
（7/9（日）～7/11（火）台湾） 
８ 商品力アップ相談会 
（7/12（水）14:30～17:20、7/13（木）9:30～12:20 工業技術センター） 
９ 食品表示研修 
（7/13（木）13:30～17:00 高知会館） 
10 第２回土佐まるごと立志塾 
（7/13（木）、14（金） 徳島県神山町） 
11 平成 29年度米国食品安全強化法（FSMA）対応支援事業 ステップ③個別訪問

指導 
（7/19（水）、7/20（木） 高知県内事業者 ５社） 
12 平成 29年度第２回パートナーズ協定に基づく協議会 
（7/20（木）9:00～ 会場調整中） 
13 移住体験ツアー「里山の“しごと”と“くらし”」 
（7/22（土）、23（日）大豊町、本山町、土佐町、大川村） 
14 移住相談会「起業ワークショップ」 
（7/22（土）東京交通会館（千代田区有楽町）） 
15 シンガポール向け食品輸出商談会 
（7/25（火）9:00～17:00 高知会館） 
16 ふるさと回帰フェア（大阪）への出展 
（7/29（土）ＯＭＭビル（大阪市中央区）） 
17 四国 4県連携 食品（業務筋向け）輸出商談会 
（7/31（月）9:00～17:00 サンピアセリーズ） 
１ 土佐ＭＢＡ本科「マーケティング・商品開発コース」 
（１）基礎講座第２講「商品企画開発①」 

(7/1（土）13:30～15:00 ココプラ) 
（２）基礎講座第３講「商品企画開発②」 

(7/1（土）15:20～16:50 ココプラ) 
（３）基礎講座第４講「マーケティングのパラダイム」 

(7/6（木）15:00～16:30、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 ７月の主要な取り組み予定 

産学官民連携セン
ター 
（続き） 
 
 

（４）基礎講座第５講「これからのマーケティング（ブランドマネジメント、
サービスマネジメント他）」 

(7/13（木）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ) 
２ 土佐ＭＢＡ本科「会計・財務戦略コース」 
（１）基礎講座第４講「税務会計」 

(7/4（火）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ) 
（２）基礎講座第５講「財務分析①理論編」 

(7/9（日）13:30～15:00、7/11（火）13:30～15:00 ココプラ) 
（３）基礎講座第６講「財務分析②ワーク編」 

(7/9（日）15:20～16:50、7/11（火）15:20～16:50 ココプラ) 
（４）基礎講座第７講「資金繰り表 作成演習」 

(7/25（火）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ) 
３ シーズ・研究内容紹介⑤ 

高知工業高等専門学校:防災ベストの開発と普及について 
（7/5（水）15:30～17:00 ココプラ） 
４ 土佐ＭＢＡ本科「起業・第二創業コース」入門講座「起業入門」 
（7/7（金）13:30～16:30、7/8（土）9:30～12:30 ココプラ） 
５ 第２回こうち起業サロン（定例サロン） 
（7/8（土）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） 
６ 土佐ＭＢＡ本科「経営戦略コース」 
（１）基礎講座第３講「戦略分析フレームワーク」 

(7/12（水）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ) 
（２）基礎講座第４講「経営分析演習」 

(7/21（金）13:30～15:00、7/22（土）13:30～15:00 ココプラ) 
（３）基礎講座第５講「経営戦略策定演習」 

(7/21（金）15:20～16:50、7/22（土）15:20～16:50 ココプラ) 
（４）基礎講座第６講「競争優位のパターン」 

(7/26（水）15:20～16:30、19:00～20:30 ココプラ) 
（５）基礎講座第７講「経営戦略の新たな潮流」 

(7/27（木）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ) 
７ 土佐ＭＢＡ本科・応用講座「エグゼクティブコース」 
（１）SESSION３「ロジカルシンキングによる正しい意思決定と伝達」 

（7/13（木）9:00～17:00 ココプラ） 
（２）SESSION４「数字が読めずにビジネスはできない～会計と財務」 

（7/27（木）9:00～17:00 ココプラ） 
８ 土佐ＭＢＡ本科「ビジネストレンドセミナー」② 

「マクロ経済環境の変化と働き方改革」 
株式会社三菱総合研究所 政策・経済研究センター  
副センター長 武田洋子 氏 

（7/14（金）14:00～16:00 ココプラ） 
９ シーズ・研究内容紹介⑥ 

がんを知る研究から豊かな生活を送り健康長寿を目指すために   
～高知学園短期大学の取り組み～ 

（7/19（水）18:30～20:00 ココプラ） 
10 土佐ＭＢＡ実科「目指せ！弥太郎商人塾」 

開講式/SESSION１「オリエンテーション＆マーケティング」 
（7/19（水）～7/21（金）9:00～17:00（7/19のみ 13:00～17:00）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 ７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 
 

11 経営者トーク③ 
 「土佐和紙の力で生活を豊かに彩ります  

～土佐和紙が憧れのブランドのフェイスマスクシートに選ばれました！～」 
  株式会社 三彩 代表取締役 鈴木 佐知代 氏 
（7/21（金）18:30～20:00 ココプラ） 
12 土佐ＭＢＡ実科「ＭＢＡアドバンス」 

SESSION４「企画書立案手法と企画書作成」 
（7/22（土）10:00～17:00 ココプラ） 
13 第３回こうち起業サロン（定例サロン） 
（7/22（土）13:00～17:30 

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） 
14 土佐ＭＢＡ実科「高知コ・クリエーションベース」② 
（7/29（土）10:30～17:00 ココプラ） 
 
１ 夏のおすすめフェア 
（6/21（水）～8/10（木）名古屋金山ホテル） 
２ 四国・瀬戸内味めぐり物産展 
（7/12（水）～7/18（火）ジェイアール名古屋タカシマヤ） 
３ 中部高知県人会夏季懇親会 
（7/15（土）ローズコートホテル） 
 
１ 高知フェア 
（5/16（火）～7/18（火）モスダイニング（東京）） 
（7/2（日）スーパーサンエー各店舗（大阪）） 
（7/7（金）みずほ銀行内幸町本部社員食堂（東京）） 
（7/26（水）～7/28（金）スーパーマルトク（兵庫）） 
２ 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）） 
３ 国分グループ展示商談会 
（7/11（火）帝国ホテル大阪） 
４ スハラ食品展示会 
（7/12（水）アクセル札幌） 
５ 高知家×Ｈａｎａｋｏ（マガジンハウス社）企画 
（7/13（木）発売号掲載 4ページ） 
６ テレビショッピング「日本全国ぐるぐるグルメ～高知～」 
（7/15（土）20:00～20:30 ＱＶＣジャパン） 
７ まるごと高知７周年企画・「KIRIN一番搾り 高知に乾杯」解禁記念イベント 
（7/18（火）まるごと高知） 
８ 日本アクセス東日本フードコンベンション  
（7/19（水）、7/20（木）さいたまスーパーアリーナ） 
９ 伊藤忠食品西日本夏季展示会 
（7/20（木）、7/21（金）インテックス大阪） 
10 五味商店こだわり商品展示会 
（7/25（火）東京丸ビル） 
11 三井食品関西メニュー提案会 
（7/27（木）天満橋ＯＭＭ） 
12 日本アクセス西日本秋季フードコンベンション 2017 
（7/27（木）、7/28（金）インテックス大阪） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

大阪事務所 
 
 
 

１ 高知県東部観光ＰＲ【連携】 
（7/8（土）、7/9（日）海遊館） 
２ 大阪商業大学Ｕターン就職セミナー 
（7/14（金）大阪商業大学） 
３ アウトドアフェスタ＆観光ＰＲ展 inなんばウオーク 
（7/15（土）10:00～18:00、7/16（日）10:00～17:00 なんばウオーク） 
４ 伊藤忠食品西日本夏季展示会【連携】 
（7/20（木）、7/21（金）インテックス大阪） 
５ TiS大阪 四国キャンペーン 
（7/22（土）、7/23（日）日本旅行 TiS大阪支店） 
６ 四国４県観光物産展 
（7/29（土）10:00～18:00、7/30（日）10:00～18:00 

三井アウトレットパーク大阪鶴見） 
７ シティリビング大阪神戸 presents「シティＯＬ夏祭り 2017 in シェラトン都 
  ホテル大阪」 
（7/31（月）17:30～21:00 シェラトン都ホテル大阪） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

中山間振興・交通
部 

１ 第２回鳥獣被害対策専門員会 
（7/3（月）13:30～17:00 高知はた農業協同組合宿毛支所） 
２ 鳥獣被害対策専門員研修 
（7/4（火）9:00～12:00 宿毛市山北集会所） 
３ 狩猟免許更新講習 
（7/4（火）13:00～ 本山町プラチナセンター） 
（7/7（金）13:00～ 黒潮町ふるさと総合センター） 
（7/13（木）13:00～ 田野町ふれあいセンター） 
（7/18（火）13:00～ 県立ふくし交流プラザ） 
（7/21（金）13:00～ 須崎市立市民文化会館） 
（7/29（土）13:00～ 四万十市立中央公民館） 
４ 四国新幹線整備促進期成会総会、四国新幹線整備促進に向けた東京決起大会 
（7/6（木）10:30～12:00 東京都経団連会館） 
５ 野生鳥獣に強い高知県づくり集落勉強会 
（7/7（金）13:30～ 南国市外山公民館） 
６ 集落活動センター「鵜来島」 開所式 
（7/9（日）12:30～13:50 集落活動センター「鵜来島」（宿毛市）） 
７ 集落活動センター「妹背家」 開所式 
（7/9（日）14:30～16:00 集落活動センター「妹背家」（宿毛市）） 
８ 地方創生フォーラム in高知「平成集落維新！未来は土佐の中山間より～小さ

な拠点＜集落活動センター＞でつなぐ、つながる～」 
（7/11（火）13:00～16:30 県民文化ホール グリーンホール） 
９ 地方創生フォーラム in高知 エクスカーション 

・プランＡ １泊２日コース 魁（さきがけ）のまち・梼原町の挑戦 
（7/12（水）、7/13（木）県庁～梼原町～高知駅～高知龍馬空港） 
・プランＢ 日帰りコース 人が宝・天空のまち嶺北 
（7/12（水）県庁～土佐町～本山町～高知龍馬空港～高知駅） 

10 土佐くろしお鉄道中村・宿毛線運営協議会定期総会 
（7/14（金）14:00～16:00 四万十市役所） 
11 ごめん・なはり線活性化協議会総会 
（7/25（火）13:30～15:30 安芸総合庁舎） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
 
 
 

１ アビリンピック高知大会 2017 
（7/1（土）9:00～15:00 職業能力開発促進センター） 
２ 山本貴金属地金㈱第三工場竣工「感謝の夕べ」 
（7/1（土）18:00～ ザ クラウンパレス新阪急高知） 
３ 紙とあそぼう作品展 
  ・審査委員会 
（7/4（火）9:00～17:00 紙の博物館） 
・オープニングセレモニー・表彰式 
（7/23（日）13:20～15:30 紙の博物館） 

４ 土佐ＭＢＡ 「ＩｏＴ技術人材育成講座」 
（7/5 （水）、7/13（木）、7/20（木）、7/27（木）9:30～17:30  

産学官民連携センター） 
５ 平成 29年度就労支援セミナー(ジョブカフェこうち) 

・新入社員向け新社会人スタートダッシュセミナー 
（7/5（水）13:30～16:00 ＪＡ高知はた） 
（7/26（水）13:30～16:00 高知会館） 

６ 採石パトロール 
（7/6（木）10:00～ 香南市、室戸市） 
（7/7（金）10:00～ 土佐町） 
（7/18（火）9:30～17:00 
7/19（水）9:00～17:00 須崎市、中土佐町、津野町、梼原町） 

（7/27（木）10:30～ 越知町、高知市） 
（7/28（金）10:00～ 高知市） 
７ 四万十市チャレンジショップＴＪＢ運営会議 
（7/7（金）10:30～12:00 チャレンジショップＴＪＢ） 
８ 立地企業交流会 
（7/7（金）14:00～17:00 高知共済会館） 
９ 高知県信用保証協会 第 1回こうち支援ネットワーク会議 
（7/7（金）14:30～16:30 城西館） 
10 高知県工業会（人材確保委員会）との意見交換会 
（7/7（金）17:00～18:30 高知会館） 
11 高知県知事トップセールス in台湾 
（7/10（月）～7/12（水）台北市） 
12 ＵＩＪターン就職促進四国連携事業開催業務企画競争審査会 
（県外大学生等ＵＩＪターン就職支援事業） 

（7/11（火）13:30～15:30 愛媛県庁） 
13 従業員のキャリアアップセミナー 

・集合型研修②「接遇研修」 
（7/12（水）13:30～16:30 ちより街テラス） 
・集合型研修③「マネジメントゲームＭＧ研修」 
（7/20（木）9:00～17:00 ちより街テラス） 

14 紙産業フォローアップ委員会 
（7/14（金）13:30～15:30 紙産業技術センター） 
15 平成 29年度第１回知財サロン 
（7/14（金）13:30～16:00 工業技術センター） 
16 土佐ＭＢＡ 「アプリ開発人材育成講座＜基礎技術編＞集合学習会」 
（7/15（土）13:00～17:00 産学官民連携センター） 
17 平成 29年度第１回高知労働局新卒者等就職・採用応援本部会議 
（7/18（火）10:00～12:00 高知労働局） 
 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
（続き） 
 

18 ＩｏＴ推進現場視察「県道通行止看板の遠隔制御システム等の検討」 
（7/19（水）13:00～17:00 香美市） 
19 第２回防災関連産業交流会（個別相談会） 
（7/19（水）15:00～17:00 県民文化ホール） 
20 産学官連携産業創出研究推進事業「二次審査委員会」 
（7/20（木）9:00～16:30 職員能力開発センター） 
21 第１回防災関連製品認定審査会 
（7/20（木）10:00～15:40 高知共済会館） 
22 第 72回高知県ワークライフバランス推進企業認証書交付式 
（7/20（木）13:30～14;00 商工労働部長室） 
23 平成 29年度高知県コンテンツビジネス起業研究会 第２回情報交換会及び個

別相談会 
（7/21（金）13:30～16:00 高知会館） 
24 高知県ＩｏＴ推進事業費補助金審査委員会 
（7/21（金）15:00～17:00 工業技術センター） 
25 高知中金会・高知中金ユース会 講演会・懇親会 
（7/21（金）16:30～20:00 三翠園） 
26 ものづくり産業強化事業費補助金（製品改良事業）審査会 
（7/24（月）14:00～15:40 工業技術センター） 
27 高知県鉱業会高知地区保安懇談会・懇親会 
（7/25（火）16:30～20:00 高知パレスホテル） 
28 総務・人事・経理ワールド 2017 ワークスタイル変革ＥＸＰＯ出展 
（7/26（水）～28（金）10:00～18:00 東京ビッグサイト） 
29 高知県商工会議所連合会通常会員総会・懇親会 
（7/27（木）16:20～ 高知商工会館） 
30 高知県工業会・高知県産業振興センターとの意見交換会・懇親会 
（7/28（金）16:30～ 三翠園） 
31 高知県溶接技術コンクール表彰式 
（7/28（金）18:00～20:00 高知会館） 
32 企業も個人も成長する「働き方改革」セミナー 
（7/31（月）13:30～16:00 サンピアセリーズ） 
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各部局等の主要な取り組み 

                                      

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
 
 
 

１ 外国客船「ダイヤモンド・プリンセス」寄港 
（7/1（土）7:00入港～18:00出港 乗客定員:2,706名、総ﾄﾝ数:115,906t） 
２ 志国高知 幕末維新博 「『新国家』龍馬書簡特別巡回展」 
（7/1（土）～7/23（日） 高知市立龍馬の生まれたまち記念館） 
（7/25（火）～8/20（日） いの町紙の博物館） 
３ 外国客船「コスタ・フォーチュナ」初寄港 
（7/3（月）7:00入港～13:00出港 乗客定員:2,716名、総ﾄﾝ数:102,587t） 
４ インバウンドビジネスセミナー（基礎セミナー）西部会場 
（7/7（金）13:30～16:30 新ロイヤルホテル四万十） 
５ 志国高知 幕末維新博 第７回運営委員会 
（7/7（金）14:00～16:00 サンライズホテル） 
６ ＪＩＣＡボランティア知事表敬訪問及び高知県海外文化大使委嘱式 
（7/7（金）16:30～16:45 高知県庁知事室） 
７ 第３回土佐の観光創生塾 

・東部地域（7/7（金）午後 安芸市内） 
・中央地域（7/12（水）午後 高知市内） 

８ 外国客船「ノルウェージャン・ジョイ」寄港 
（7/11（火）8:00入港～17:00出港 乗客定員:4,088名、総ﾄﾝ数:167,800t） 
９ インバウンドビジネスセミナー（基礎セミナー）中部会場 
（7/11（火）13:30～16:30 高知会館） 
10 知事トップセールス in台湾 
（7/10（月）～7/11（火）台湾台北市） 
11 インバウンドビジネスセミナー（基礎セミナー）東部会場 
（7/12（水）13:30～16:30 高知県安芸総合庁舎） 
12 龍河洞まちづくり協議会 
（7/12（水）17:30～ 逆川公民館（香美市）） 
13 大政奉還 150年志国高知幕末維新博特別巡回展「幕末維新写真展」 
（7/12（水）～9/4（日）中岡慎太郎館） 
14 ＫＡＤＯＫＡＷＡとタイアップした記者発表会 
（7/14（金）13:00～15:45 神楽座（東京都千代田区）） 
15 奥四万十博推進協議会 理事会 
（7/14（金）13:30～14:30  須崎市内） 
16 外国客船「グローリー・シー」寄港 
（7/16（日）8:00入港～17:00出港 乗客定員:836名、総ﾄﾝ数:24,318t） 
17 志国高知幕末維新博第６回推進協議会 
（7/20（木）10:00～12:00 ホテル日航高知旭ロイヤル） 
18 外国客船「マリナー・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（7/26（水）6:00入港～15:00出港、乗客定員:3,114名、総ﾄﾝ数:138,279t） 
19 外国客船「ノルウェージャン・ジョイ」寄港 
（7/27（木）8:00入港～17:00出港 乗客定員:4,088名、総ﾄﾝ数:167,800t） 
 



H29.7.12 政策企画課 

－17 / 29－ 

各部局等の主要な取り組み 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

観光コンベンショ
ン協会 
 
 
 
   

１ 日本遺産サミット（京都）での旅行会社との商談 
（7/1（土）13:00～17:00 けいはんなオープンイノベーションセンター） 
２ 四国観光協会連合四国観光ＰＲキャンペーン 
（7/1（土）イオンモール綾川(香川)） 
（7/23（日）エミフルＭＡＳＡＫＩ(愛媛)） 
（7/29（土）ゆめタウン徳島（徳島）） 
３ 観光ＰＲイベント「旅ミルン」出展 
（7/2（日）10:00～19:00 イオンモール岡山） 
４ カシオワールドオープン実行委員会知事訪問 
（7/4（火）14:00～14:30 知事室） 
５ 中四国コンベンション推進協議会 
（7/6（木）13:30～20:00 松山市立子規記念博物館） 
６ 高知県観光説明会 
（7/6（木）15:00～20:00 ソラリア西鉄ホテル（福岡）） 
（7/19（水）15:00～20:00 ホテルサンルート広島（広島）） 
（7/20（木）14:30～18:30 アークホテル岡山（岡山）） 
７ インバウンドビジネスセミナー 
（7/ 7（金）13:30～ 新ロイヤルホテル四万十） 
（7/11（火）13:30～ 高知会館） 
（7/12（水）13:30～ 安芸総合庁舎） 
８ 四国インバウンド商談会 in台湾 
（7/11（火）台湾台北市） 
９ 近畿日本ツーリスト国内大交流コンベンション 
（7/13（木）13:00～19:00 ホテルイースト 21東京） 
10 高知城夏の夜のお城まつり 
（7/14（金）～7/17（月・祝）18:00～21:00 高知城及び高知公園等） 
11 ＪＣＣＢ（日本コングレスコンベンションビューロー）コンベンションビュ

ーロー部会 
（7/20（木）15:00～20:00 ホテル黒部（北海道）） 
12 土佐西南大規模公園人工芝グラウンド竣工式 
（7/22（土）10:30～ 黒潮町） 
13 ミズノグローイングアップリーグ in黒潮 2017 
（7/22（土）～7/24日（月）黒潮町西南大規模公園） 
14 高知家流ＭＩＣＥ連絡会 
（7/25（火）15:00～17:00 城西館） 
15 高知県観光誘致連絡協議会第２回定例会 
（7/26（水）13:30～14:30 龍馬の宿南水） 
16 ブルーウェイブ・キング・オブ・サマーバトル 
（7/26（水）～7/28日（金）黒潮町西南大規模公園） 
17 ＪＴＢトラベルゲート高知県フェア 
（7/29（土）10:00～18:00 ＪＴＢトラベルゲート横浜本店） 
18 本山・嶺北地域のスポーツツーリズム・アウトドアによる地域振興シンポジ

ウム 
（7/29（土）15:00～17:00  本山町プラチナセンター） 
19 おもてなし海援隊１周年アニバーサリー＆龍馬パスポートファン感謝イベン

ト 
（7/29（土）、7/30（日）こうち旅広場） 
20 賛助会員との意見交換会（西部） 
（7/31（月）15:00～17:00 新ロイヤルホテル四万十） 
21 シティ０Ｌ夏祭り 2017 
（7/31（月）シェラトン都ホテル大阪） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

農業振興部 
 
 

１ 獣医師職員確保インターンシップ事業（高校生対象）研修生募集 
・募集期間 6/16（金）～7/14（金） 
・実施日 8/2（水）8:50～15:30 

２ 農業経営力向上セミナー 
（7/3（月）～8/3（木）県内５会場×各４回） 
３ 直販所活性化セミナー 個別セミナー 
（7/3（月）14:00～17:00 ビオスおおがた ひなたや（黒潮町）） 
（7/4（火） 9:00～12:00 ＪＡしまんと みどり市（四万十町）） 
（7/13（木）13:00～16:00 ＪＡ高知はた ふれあいの店（四万十市）） 
（7/14（金）15:00～18:00 大月ふれあい市（大月町）） 
（7/24（月）13:00～16:00 とさっ子広場（須崎市）） 
４ 高知県種子協会第 55回通常総会 
（7/4（火）16:00～17:15 ホテル高砂） 
５ はちきん農業大学「女性のための農業機械講座」 
（7/6（木）9:30～17:00 農業担い手育成センター） 
６ 地域産業クラスター育成セミナー  
  第１回スキルアップセミナー 

・中央ブロック 
（7/6（木）13:00～17:00 中央西農業振興センター） 
・東部ブロック 
（7/7（金）13:00～17:00 中央東農業振興センター） 
・東部会場 
（7/11（火）13:00～17:00 農業担い手育成センター別館） 

７ キュウリ生産者交流会 
（7/10（月）14:00～16:30 高知共済会館） 
８ 土佐文旦振興対策協議会総会および土佐文旦生産者交流会 
（7/10（月）14:00～17:00 高知会館） 
９ 集落営農法人ネットワーク高知設立総会 
（7/10（月）15:00～20:30 高知城ホール） 
10 病害虫の防除等に関する意見交換会 
（7/11（火）13:30～17:00 高知城ホール） 
11 ６次産業化セミナー基礎コース① 
（7/12（水）10:00～17:00 ちより街テラス会議室） 
12 「青果物」販売取引検討会 
  ・全体会議（7/12（水）13:30～16:30 高知県園芸連） 
  ・農協会議（7/13（木）、7/14（金）各ＪＡ） 
13 有機農業研修会 
（7/12（水）14:00～16:45県民文化ホール） 
14 高知県指導農業士連絡協議会総会 
（7/12（水）14:30～17:00 城西館） 
15 清水建設株式会社、農林中央金庫、高知県の３者における「地域に根差した 
   園芸農業の振興」についての連携協定締結 
（7/13（木）11:00～11:30 知事室及び第１応接室） 
16 こうちアグリスクール(大阪会場 平日夜間コース) 
（7/13（木）、7/14(金) 19:00～21:00 リファレンス大阪駅第４ビル貸会議室） 
17 オランダ王国ウェストラント市先進農業視察 
（7/15（土）～7/22（土） ウェストラント市ほか） 
18 獣医師養成確保修学資金（高校生等対象）被貸与者募集 
（7/18（火）～9/15（金）） 
 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

農業振興部 
（続き） 
 
 

19 複合経営拠点推進フォーラム 
（7/18（火）14:00～ 高知会館 

[一部 講演・事例発表 14:00～17:00][二部 交流会 17:30～19:30] 
20 農林水産物直販所「安心係」養成講習会 
（7/19（水）13:00～17:00 安芸市民会館） 
（7/21（金）13:00～17:00 四万十市立中央公民館） 
（7/26（水）13:00～17:00 ちより街テラスちよテラホール） 
21 第２回高知県立農業大学校オープンキャンパス 
（7/21（金）9:00～12:00 県立農業大学校） 
22 第５回高知県新食肉センター整備検討会 
（7/21（金）10:00～12:30 人権啓発センター） 
23 新・農業人フェア（東京会場） 
（7/23（日）10:30～16:30 東京国際フォーラム） 
24 農薬安全使用講習会 
（7/25（火）10:00～12:00ぢばさんセンター、 

14:00～16:00 安芸市民会館） 
（7/26（水）14:00～16:00 中村合同庁舎） 
25 ６次産業化セミナー実践コース② 
（7/27（木）10:00～17:00 ちより街テラス会議室） 
26 海外在住のフローリストによるフラワーアレンジデモンストレーション及び

講演 
（7/27（木）午後 サンピアセリーズ） 
27 平成 29年度高知県農村女性リーダー・青年農業士合同認定証授与式及び意見

交換会 
（7/31（月）13:00～15:00 高知城ホール） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 幡多地域林道整備促進協議会 
（7/5（水）13:00～15:00 幡多総合庁舎） 
２ 第８回高知県レッドデータブック（動物編）改訂委員会 
（7/6（木）9:00～11:00 職員能力開発センター） 
３ 第１回小規模林業推進協議会 
（7/8（土）13:30～15:30 かんぽの宿伊野） 
４ ＣＬＴ建築物の竣工祝賀会 
（7/8（土）宿毛商銀信用組合） 
５ 協働の森づくり事業交流活動 
  ・ニッポン高度紙工業（株）（7/9（日）いの町） 
６ 平成 28年度高知県立月見山こどもの森指定管理者事業評価委員会 
（7/11（火）13:30～15:30 月見山こどもの森 こどもの森ハウス） 
７ 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 
（7/12（水）林野庁外） 
８ 森林認証制度に関する勉強会 
（7/13（木）13:30～16:30 高知城ホール） 
９ 環境審議会自然環境部会 
（7/13（木）14:00～16:00 共済会館） 
10 高知県ＣＯ２吸収専門委員会 
（7/18（火）13:30～15:30（一社）山林協会） 
11 第５回牧野植物園磨き上げ整備基本構想検討委員会 
（7/19（水）11:00～16:00 牧野植物園映像ホール及び現地視察） 
12 都道府県造林関係主管課長連絡会議 
（7/19（水）12:45～17:30 都市センターホテル 東京） 
13 全国環境衛生・廃棄物関係課長会四国ブロック会 
（7/19（水）13:30 オリエントホテル高知） 
14 木質バイオマスエネルギー利用促進協議会全体会 
（7/20（木）13:00～16:30 高知城ホール） 
15 平成 29年度四国地区治山技術検討会 
（7/20（木)、7/21（金）高知市） 
16 地球温暖化防止県民会議行政部会（第１回） 
（7/21（金）13:00～17:00 会場調整中） 
17 第１回災害廃棄物処理検討会 
（7/24（月）14:30 高知城ホール） 
18 第２回新たな管理型最終処分場候補地選定委員会 
（7/26（水）13:00 高知共済会館） 
19 土佐材展示会 
（7/26（水）福岡県） 
20 平成 29年度四国地区林道研究会 
（7/27（木）、7/28（金）高知市） 
21 製材事業体を対象とした事業戦略セミナー 
（7/28（金）13:00～17:00 高知県森林組合連合会） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

水産振興部 
 
 
 

１ 宇佐漁港海岸一斉清掃 
（7/2（日）6:30～7:30 土佐市） 
２ 高知カツオ県民会議 

・資源調査・保全分科会 
（7/3（月）12:00～ 高知大学） 
・幹事会 
（7/7（金）12:00～ 高知市内） 
・食文化分科会 
（7/11（火）18:00～ 高知市内） 
・情報発信分科会 
（7/13（木）15:30～ 高知市内） 

３ 水産業制度資金説明会 
（7/5（水）13:30～15:30 水産会館） 
（7/11（火）13:30～15:30 県幡多総合庁舎） 
（7/13（木）13:30～15:30 県室戸総合庁舎） 
４ シーフードショー出展者説明会 
（7/6（木）14:00～15:30 高知市中央卸売市場） 
５ 漁業就業支援フェア 
（7/9（日）12:30～17:00 東京会場:ベルサール渋谷ファースト） 
（7/22（土）12:30～16:00 大阪会場:大阪マーチャンダイズマート） 
６ 第７回海区漁業調整委員会 
（7/12（水）14:00～15:00 共済会館） 
７ 高知県漁港漁場協会総会 
（7/21（金）14:30～ 高知会館） 
８ 土佐清水ワールド（東京上野店）開店セレモニー（店舗開店日 7/26（水）） 
（7/24（月）土佐清水ワールド（東京上野店）） 
９ クロマグロ採卵及び人工種苗生産 
（随時 大月町（採卵）、浦ノ内（種苗生産）） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ７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 外国客船高知新港寄港 

・「ダイヤモンド・プリンセス」 
（7/1（土）7:00入港～18:00出港 乗客定員:2,706名、総ﾄﾝ数:115,906t） 
・「コスタ・フォーチュナ」 
（7/3（月）7:00入港～13:00出港 乗客定員:2,716名、総ﾄﾝ数:102,587t） 
・「ノルウェージャン・ジョイ」 
（7/11（火）8:00入港～17:00出港 乗客定員:4,088名、総ﾄﾝ数:167,800t） 
・「グローリー・シー」 
（7/16（日）8:00入港～17:00出港 乗客定員:836名、総ﾄﾝ数:24,318t） 
・「マリナー・オブ・ザ・シーズ」 
（7/26（水）6:00入港～15:00出港、乗客定員:3,114名、総ﾄﾝ数:138,279t） 

  ・「ノルウェージャン・ジョイ」 
（7/27（木）8:00入港～17:00出港 乗客定員:4,088名、総ﾄﾝ数:167,800t） 

３ 第 29回浦戸湾・七河川一斉清掃 
（7/2（日）7:00～8:30 

浦戸湾、鏡川・江ノ口川・久万川・舟入川・国分川・下田川・長浜川） 
４ 積算基準等説明会 
（7/3（月）須崎総合庁舎、宿毛事務所) 
（7/4（火）幡多土木事務所） 
（7/5（水）正庁ホール） 
（7/6（木）安芸総合庁舎） 
５ 事業者向けコンプライアンス研修会  
（7/5（水）高知県立県民文化センター） 
（7/6（木）四万十市立文化センター） 
（7/7（金）須崎市立市民文化会館） 
６ 「道の駅なかとさ」・「みなとオアシス久礼」落成式典及び登録認定式 
（7/6（木）9:00～12:00 久礼新港） 
７ ミルキー誕生日会記念講演 
（7/9（日）13:00～13:45 のいち動物公園） 
８ 木造住宅耐震改修施工技術者育成講習会  
（7/10（月）、7/11（火）ポリテクセンター高知） 
９ 第１回四国地方公共工事品質確保推進協議会高知県部会 
（7/11（火）13:30～15:00 高知共済会館） 
10 高知県公共工事契約業務連絡協議会総会 
（7/11（火）15:00～16:30 高知共済会館） 
11 高知新港振興プラン総括及び第２期プラン検討会議 
（7/14（金）14:00～16:00 三翠園） 
12 「道の駅なかとさ」「みなとオアシス久礼」グランドオープニングセレモニー 
（7/15（土）10:00～ 久礼新港） 
13 四国国道協会総会 
（7/18（火）15:00～17:00 ＪＲホテルクレメント高松） 
14 横瀬川ダム事業費等監理委員会 
（7/21（金）中筋川総合開発工事事務所） 
15 土佐西南大規模公園人工芝グラウンドオープニングセレモニー 
（7/22（土）10:00～12:00 土佐西南大規模公園大方地区） 
16 次期土木積算システム市町村説明会 
（7/26（水）14:00～15:00 サンピアセリーズ） 



H29.7.12 政策企画課 

－23 / 29－ 

各部局等の主要な取り組み 

 
 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

会計管理局 
 
 
 

１ 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）導入） 
２ 新旅費システム改修 
（6/17（土）～ 7/2（日）の間システム停止） 
３ 会計検査 
（7/4（火）7/5（水）中央西土木事務所） 
（7/7（金）療育福祉センター） 
（7/11（火）高知丸の内高等学校） 
（7/12（水）中央西県税事務所） 
（7/20（木）海洋深層水研究所） 
（7/21（金）中芸高等学校） 
（7/24（月）農業大学校） 
（7/25（火）佐川警察署） 
４ 新規採用職員研修 
（7/5（水）13:00～14:00 職員能力開発センター） 
５ 会計事務基礎研修 
（7/6（木）13:20～16:25 正庁ホール） 
６ 入札事務研修 
（7/11（火）10:00～11:30 正庁ホール） 
７ 高知県町村会計管理者協議会総会・研修会 
（7/14（金）15:00～17:00 高知共済会館） 
８ 会計事務実務研修:本庁職員対象 
（7/18（火）、7/25（火）10:10～16:35 正庁ホール） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

公営企業局 
 
 
 

１ 第 16回ふれあい医療教室 
（7/8（土）13:30～16:00 あき総合病院） 
２ 慰霊祭（事故による殉職者） 
（7/12（水）10:00～11:00 杉田発電所、永瀬発電所） 
３ 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 
（7/15（土）13:30～18:00 高知共済会館） 
４ 地方公営企業連絡協議会総会 
（7/21（金）13:40～東京） 
５ 幡多けんみん病院経営幹部会議 
（7/25（火）13:30～ 幡多けんみん病院） 
６ あき総合病院経営幹部会議 

（7/25（火）16:00～ あき総合病院） 

７ 四国４県管理者・局長会議 

（7/27（木）、7/28（金）愛媛県） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

教育委員会 
 
 
 

１ 子ども司書実践報告会 
（7/1（土）13:30～16:45 安芸市防災センター） 
２ 高知県高等学校ＰＴＡ連合会定期総会 
（7/1（土）15:00～17:00 高知会館） 
３ ＰＴＡ・教育行政研修会 

・幡多地区 
（7/2（日）14:00～17:00 高知県立ふるさと総合センター） 
・吾川地区 
（7/15（土）14:00～17:00 高知青少年の家） 
・高岡地区 
（7/29（土）14:00～17:00 須崎市立市民文化会館） 

４ 高知県社会教育委員連絡協議会総会 
（7/3（月）13:30～14:30 教育センター分館） 
５ 若者の学びなおしと自立支援事業高等学校担当者会及び地区別連絡会 

・高知市 
（7/5（水）10:30～16:30 高知県立ふくし交流プラザ） 
・幡多 
（7/13（木）10:30～16:30 四万十市立中央公民館） 

６ 平成 29年度子どもの読書活動優秀実践校・図書館・団体（個人）文部科学大
臣表彰報告会 

（7/6（木）10:00～12:00 教育委員室） 
７ 平成 29年度高知県公民館連絡協議会総会 
（7/6（木）13:30～14:50 教育センター分館） 
８ 平成 29年度第 1回高知県通学路安全推進委員会 
（7/7（金）9:30～11:30 教育センター分館） 
９ 高知県社会教育委員会 
（7/7（金）15:00～15:30 教育委員室） 
10 高知県ＰＴＡ研究大会 
（7/9（日）13:00～ 高知県立高知追手前高等学校芸術ホール） 
11 平成 29年度高知県地域学校協働活動研修会 
（7/11（火）13:00～16:25 サンピアセリーズ） 
12 平成 29年度第１回第２期高知県教育振興基本計画推進会議 
（7/13（木）10:00～12:00 人権啓発センター） 
13 第 68回四国高等学校選手権水泳競技大会 
（7/15（土）、7/16（日）高知市東部総合運動場屋内競技場他） 
14 ニッセイ財団贈呈式 
（7/19（水）14:00～15:00 教育委員室） 
15 若者はばたけプログラム活用研修会初級講座Ⅰ 

・中部 
（7/20（木）10:30～17:00 高知青少年の家） 
・東部 
（7/21（金）10:30～17:00 田野町ふれあいセンター） 
・西部 
（7/28（金）10:30～17:00 四万十市立中央公民館） 

16 幡多地区社会教育委員連絡協議会総会・研修会 
（7/21（金）14:00～16:10 四万十市立中央公民館） 
17 第 71回高知県中学校総合体育大会 
（7/22（土）～7/24（月）春野運動公園陸上競技場ほか） 
18 平成 29年度学校給食衛生管理・食育研修会 
（7/24（月）10:30～16:30 高知県民文化ホール オレンジ） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

教育委員会 
（続き） 
 
 

19 青少年教育施設のあり方を考える懇話会 
（7/25（火）9:20～11:20 高知県職員能力開発センター） 
20 平成 29年度防災教育研修会 
  ・中部地区Ａ 

（7/27（木）9:50～17:00 高知城ホール） 
  ・東部地区 

（7/28（金）9:50～17:00 安田町文化センター） 
21 第 60回全国学校保健主事研究大会 
（7/28（金）9:30～16:00 高知県民文化ホール グリーンホール） 
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各部局等の主要な取り組み 

 
 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

警察本部 
 
 
 

１ 交通安全子供自転車大会 
（7/1（土）9:00～15:00 高知県教育センター分館体育館） 
２ 「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及び街頭行進 
（7/3（月）13:30～16:30 高知城ホール等） 
３ 高知県少年警察ボランティア協会理事会・総会・研修会 
（7/6（木）12:00～17:00 警察本部講堂等） 
４ 中国・四国ブロック防犯ボランティアフォーラム 
（7/22（土）13:00～17:00 高松市内） 
５ 平成 29年度高知県タウンポリス連絡協議会総会 
（7/27（木）14:00～16:00 警察本部講堂） 
６ ＫＯＣＨＩ防災危機管理展 2017 
（7/29（土）、7/30（日）10:00～16:00 ぢばさんセンター） 
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各部局等の主要な取り組み 

 
 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

東京事務所 
 
 
 

１ 高知追手前高校校友会東京支部大会 
（7/1（土）12:30～15:00 学士会館（東京都千代田区）） 
２ 第 16回千葉高知県人会の集い 
（7/2（日）13:00～ 千葉県木更津市） 
３ みずほ銀行内幸町本部ビル「高知県フェア」における物販及び観光ＰＲ 
（7/7（金）東京都千代田区） 
４ ＫＮＴ-ＣＴホールディングス第６回国内大交流コンベンション 
（7/13（木）13:00～16:30 ホテルイースト 21東京（東京都江東区）） 
５ 第 11回よさこい祭り in光が丘公園 
（7/16（日）都立光が丘公園（東京都練馬区）） 
６ 関東高知県人会創立 90周年記念式典 
（7/17（月）12:00～14:00 帝国ホテル東京（東京都千代田区）） 
７ 土佐二十日会後期定例会 
（7/20（木）18:30～21:00 開東閣（東京都港区）） 
８ 大田市場まつり 
（7/20（木）～7/22（土）アトレ大森（東京都大田区）） 
９ 移住笑談会 
（7/22（土）ふるさと回帰支援センター（東京都千代田区）） 
10 ＪＴＢ首都圏トラベルゲート横浜店における高知県観光フェア 
（7/29（土）神奈川県横浜市） 
11 第 63回茂原七夕まつり YOSAKOI夏の陣 2017 
（7/30（日）千葉県茂原市） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ７月の主要な取り組み予定 

産業振興センター 
 

１ こうち農商工連携基金２次募集 

（6/28（水）～7/25（火） ぢばさんセンター) 

２ こうち産業振興基金・経営革新外商支援事業２次募集 

（7/3（月）～7/31（月） ぢばさんセンター) 

３ 第２回ミニ商談会 
（7/4（火）～7/5（水）県内） 
４ よろず支援拠点ＩoＴ実践セミナー（前編） 
（7/5（水）14:00～16:00 ぢばさんセンター） 
５ ブログとフェイスブックビジネス活用セミナー 
（7/5（水）10:00～16:00 ぢばさんセンター） 
６ ものづくり地産地消出前相談会 
（7/5（水）嶺北地域、7/10（月）安芸地域、7/14（金）物部川地域、 
7/19（水）高幡地域） 

７ よろず支援拠点事業者のための写真の撮り方セミナー 
（7/12（水）13:30～16:00 仁淀川町） 
８ よろず支援拠点ラッピングワークショップ＆ギフトデザインセミナー 
（7/13（木）13:30～16:00 大月町） 
９ 事業戦略セグメント別セミナー（企画・マーケティング部門） 
（7/18（火）13:30～15:00 ぢばさんセンター） 
10 ｅ商人養成塾定例会 
（7/19（水）13:30～ ぢばさんセンター） 
11 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 
（7/19（水）14:00～16:00 ぢばさんセンター） 
12【見本市】建設資材展 
（7/20（木）、7/21（金）東京ビッグサイト) 
13 よろず支援拠点無料ではじめる簡単ホームページ作成セミナー 
（7/24（月）13:00～15:30 ぢばさんセンター） 
14 第４回 事業戦略支援会議 
（7/25（水）13:30～15:30 ぢばさんセンター） 
15 ネットショップ売上・収益アップ実践セミナー 
（7/26（水）10:00～16:30 ぢばさんセンター) 
16 よろず支援拠点ＩoＴ体感セミナー 
（7/26（水）14:00～16:00 ぢばさんセンター） 
17【見本市】オフィス防災エキスポ 
（7/26（水）、7/28（金）東京ビッグサイト) 
18 工業会・県・産業振興センター意見交換会 
（7/28（金）16:30～18:30 三翠園） 


