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各部局等の主要な取り組み 

 
 

部局名 ８月の主要な取り組み予定 

総務部 １ ９月補正予算 
（8/1（火）見積書提出期限） 
（8/23（水）～8/28（月）総務部長協議） 
（9月上旬（調整中）知事査定） 
２ 知事定例記者会見 
（8/1（火）14:00～14:30 第一応接室） 
３ 定期健康診断 

・本庁・高知地区以外 
  （8/1（火）～8/3（木）、8/14（月）～8/15（火）、8/29（火）） 

・本庁・高知地区 
  （8/7（月）～8/10（木）、8/15（火）～8/18（金）、8/21（月）～8/22（火） 
   9：00～11：00、13：30～15：00 正庁ホール 
４ 平成 29年度 第３回税外未収金対策研修会 
（8/4（金）13:30～15:30  正庁ホール） 
５ 第５回連携中枢都市圏ビジョン懇談会 
（8/4（金）14:00～16:30 自治会館３階第一会議室) 
６ 中四国サミット担当課長会議 
（8/9（水）14:00～16:00 鳥取県大山ロイヤルホテル） 
７ 高知県職員（航海士・機関士・歯科衛生士・看護師・看護教員）採用選考考    
  査 
（8/19（土）8:30～ 県庁本庁舎） 
８ 平成 23年産業連関表に関する勉強会 
（8/23（水）13:30～15:00 共済会館「藤」） 
９ 平成 29年度 ハラスメント対策研修（一般職員向け） 
（8/25（金）10:00～12:00、13:30～15:30 四万十市中央公民館） 
（8/30（水）13:30～15:30 青少年センター） 
（8/31（木）10:00～12:00、13:30～15:30 正庁ホール） 
10 法制審議会 
（8/28（月）13:15～17:00 第二応接室） 
11 高知県・高知市連携会議 
（8/30（水）9:00～10:40 第二応接室） 
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各部局等の主要な取り組み 

 
 

部局名 8月の主要な取り組み予定 

危機管理部 
 
 
 

１ 平成 29年度第１回南海トラフ地震対策推進須崎地域本部会議 
（8/3（木）10:00～12:00 須崎総合庁舎） 
２ 避難所運営マニュアル作成支援 
（8/3（木）19:00～ 須崎市南公民館） 
（8/8（火）9:00～ 佐川町役場） 
（8/22（火）18:00～20:00 佐川町立黒岩中学校） 
（8/25（金）18:00～20:00 佐川町立尾川小中学校） 
３ 平成 29年度危機管理・防災担当職員等災害対応研修 
（8/4（金）13:00～17:00 サンピアセリーズ） 
４ 平成 29年度高知県排出油等防除協議会定例会議 
（8/4（金）14:00～15:00 高知港湾合同庁舎） 
５ 平成 29年度中四国広域防災責任者会議  
（8/4（金）15:30～ 愛媛県庁） 
６ 津波避難計画現地点検 
（8/7（月）9:30～ 宿毛市（松田町、土居下、桜町、萩原、本町）） 
（8/8（火）9:30～ 宿毛市（仲須賀、新町、名店街、上町、真丁、南沖須賀、 
沖須賀）） 

（8/9（水）9:30～ 宿毛市（長田町、幸町、与市明、貝塚）） 
（8/10（木）9:30～ 宿毛市（坂ノ下）） 
７ 平成 29年度第２回南海トラフ地震対策推進本部幹事会 
（8/8（火）10:00～12:00 第二応接室） 
８ 平成 29年度危険物取扱者保安講習会 
（8/18（金）、8/23（水）～8/25（金）、8/28（月）～8/30（水） 

正庁ホールほか） 
９ 嶺北消防団連合会夏季合同演習 第 32回操法大会 
（8/20（日）8:30～ 土佐町ふれあい広場） 
10 第 52回南海トラフ地震対策推進本部会議 
（8/21（月）10:00～12:00 第二応接室） 
11 南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討ＷＧ（第７回） 
（8/25（金）10:00～12:00 中央合同庁舎） 
12 平成 29年度高陵消防連合演習 
（8/27（日）9:00～ 梼原町大越グランド） 
13 大規模災害情報の収集・保存・活用方策に関する検討会 
（8/30（水）14:00～16:00 中央合同庁舎）  
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ８月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
 
 
 

１ 大阪医科大学・大阪薬科大学地域医療実習 
（7/31（月）～8/4（金） 

本山町立国保嶺北中央病院、本山町立汗見川へき地診療所等） 
２ 第１回高知県周産期医療協議会 
（8/1（火）19:00～20:30 第二応接室） 
３ 薬物乱用防止教育研修会 
（8/2（水）13:00～16:30 高知城ホール） 
４ 医師を対象とした災害医療研修（セクション１） 
（8/2（水）19:00～21:00 あき総合病院） 
（8/7（月）19:00～21:00 ＪＡ高知病院） 
５ 高知県小児保健協会総会・学会 
（8/3（木）16:00～19:00 総合あんしんセンター） 
６ 第２回高知県難病医療提供体制検討ワーキング 
（8/3（木）19:00～21:00 正庁ホール） 
７ 「知って、肝炎プロジェクト」知事表敬訪問 
（8/4（金）14:00～14:20 第一応接室） 
８  第１回高知県歯と口の健康づくり推進協議会 
（8/4（金）19:00～21:00 総合あんしんセンター） 
９ ウィルス性肝炎啓発イベント 
（8/5（土）10:00～16:00 イオンモール高知南コート） 
（8/19（土）10:00～17:00 フジグラン野市店） 
10 多職種で考える地域連携緩和ケア研修会 
（8/6（日）14:00～16:50 高知医療センター） 
11 地域医療構想調整会議 
（8/7（月）18:00～20:00 幡多総合庁舎） 
（8/18（金）18:30～20:30 安芸総合庁舎） 
12 乳幼児健診受診促進イベント 
（8/12（土）10:00～16:00 イオンモール高知セントラルコート） 
13 第８回高知県火葬場関係者等連絡協議会 
（8/18（金）13:30～16:15 高知城ホール） 
14 エマルゴ（災害医療図上演習） 
（8/19（土）、8/20（日）9:20～17:00 高知医療センター） 
15 獣医師職員確保インターンシップ 
（8/21（月）～8/25（金）畜産試験場、中央家畜保健衛生所嶺北支所等） 
16 第９回全国理容美容学生技術大会四国地区大会 
（8/22（火）10:30～16:30 春野総合運動公園体育館） 
17 複十字シール募金運動 知事表敬訪問及び県庁各課訪問 
（8/22（火）13:30～17:00 
本庁舎、西庁舎、北庁舎、保健衛生総合庁舎、図書館他） 

18 日本健康会議 2017  
（8/23（水）10:30～15:30 

イイノホール＆カンファレンスセンター（東京都千代田区内幸町）） 
19 特定保健指導従事者育成研修会（技術編Ⅱ） 
（8/23（水）10:30～16:20 高知市文化プラザかるぽーと） 
20 献血功労者表彰式 
（8/23（水）14:30～16:00 第二応接室） 
21 高知家健康づくり支援薬局等研修会 
（8/24（木）19:00～20:30 須崎福祉保健所） 
 

    → 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ８月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
（続き） 
 
 

22 高知県肝炎医療コーディネーター養成研修会 
（8/25（金）・8/29（火）18:30～20:30 高知共済会館） 
23 毒物劇物取扱者試験 
（8/30（水）13:30～16:00 高知城ホール） 
24 高知県看護管理者研修会フォローアップ研修 
（8/31（木）9:30～12:40 高知城ホール） 
25 第４回高知県県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会 
（8/31（木）13:00～16:00 高知共済会館） 
26 第２回高知県看護管理者（看護部長・事務長）研修会 
（8/31（木）14:00～15:30 高知城ホール） 
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部局名 ８月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 １「乳幼児の発達の見方と親支援」研修会 
（8/1（火）10:00～12:00  高知城ホール） 
２ 平成 29年度介護保険市町村(保険者)指導 
（8/1（火）13:30～16:30 日高村） 
３ 平成 29年度高知県中堅民生委員児童委員研修会 
（8/3（木）10:00～15:30 ふくし交流プラザ） 
４ 平成 29年度ケアプラン分析システムの操作方法に係る研修会 
（8/3（木）13:30～16:00 高知県立文学館） 
（8/4（金）11:00～14:30 四万十市役所） 
５ 平成 29年度高次脳機能障害者支援地域研修会  
（8/4（金）18:30～20:30 南国市保健福祉センター） 
（8/8（火）19:00～21:00 高知市保健福祉センター） 
（8/19（土）15:00～17:00 四万十市社会福祉センター） 
（8/25（金）18:30～20:30 安芸福祉保健所） 
６ 平成 29年度障害のある方等の花火大会観覧のための県庁本庁舎屋上開放 
（8/9（水）18:00～21:00 本庁舎屋上） 
７ 平成 29年度第１回ふくし就職フェア 
（8/13（日）11:30～16:00 高知市文化プラザかるぽーと） 
８ 全国戦没者追悼式高知県遺族団結団式 
（8/14（月）9:30～9:50 正庁ホール） 
９ 全国戦没者追悼式 
（8/15（火）11:51～13:00 日本武道館） 
10 マッチングサポーター養成講座 
（8/19（土）13:30～16:00 四万十市立中央公民館） 
（8/20（日）13:30～16:00 高知会館） 
（8/23（水）13:30～16:00 安芸市民会館） 
11 高齢者虐待防止研修会 

・市町村・地域包括支援センター職員向け 
（8/23（水）10:30～16:00 ふくし交流プラザ） 
・事業所向け 
（8/24（木）10:00～16:00 ふくし交流プラザ） 

12 平成 29年度認知症地域支援推進員意見交換会 
（8/25（金）13:30～16:30 ふくし交流プラザ） 
13 平成 29年度第２回アルコール健康障害対策連絡協議会 
（8/25（金）18:30～20:30 高知共済会館） 
14 自殺対策啓発テレビＣＭ放送 
（8/25（金）～9/19（火）） 
15 こうち出会いサポートセンター移転オープン 
（8/27（日）10:00～ 大同生命高知ビル２階） 
16 ペアレント・トレーニング指導者養成セミナー 
（8/28（月）10:00～17:00、8/29（火）9:00～16:30 ふくし交流プラザ） 
17 平成 29年度生活支援コーディネーター養成研修 
（8/30（水）9:50～17:00 ふくし交流プラザ） 
18 圏域別権利擁護担当者意見交換会（須崎ブロック） 
（8/31（木）13:30～16:00 須崎福祉保健所） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ８月の主要な取り組み予定 

文化生活スポー
ツ部 
 
 

１ まんが教室 
（8/1（火）室戸市教育委員会） 
（8/24（木）清水ヶ丘中学校） 
２ 2017年西武ライオンズ高知県フェア 
（8/1（火）～8/3（木）メットライフドーム（埼玉）） 
３ ＪＩＣＡ日系研修員副知事表敬訪問 
（8/2（水）13:40～14:00 第二応接室） 
４ 国際交流員辞令交付式 
（8/3（木）15:30～15:45 副知事室） 
５ 国際少年スポーツ合宿（選手２名参加） 
（8/3（木）～8/13（日）シンガポールスポーツスクール（シンガポール）） 
６ 女子ウェイトリフティングナショナルチーム合宿 
（8/3（木）～8/17（木）高知東高校） 
７ 全国専各連四国ブロック愛媛大会 
（8/4（金）12:45～17:30 東京第一ホテル松山） 
８ こうち男女共同参画センター事業評価委員会 
（8/4（金）13:30～16:00 こうち男女共同参画センターソーレ） 
９ 公立大学法人評価委員会 
（8/4（金）13:30～16:30 高知会館３階平安） 
10 アルビレックス新潟高知県フェア 
（8/5（土）19:00～ デンカビッグスワンスタジオ（新潟）） 
11 まんが甲子園 
（8/5（土）かるぽーと） 
（8/6（日）ひろめ市場、かるぽーと） 
（8/7（月）まんが甲子園オプショナルツアー） 
12 台湾新竹県訪問団受入 
  ・知事・議長表敬訪問 

（8/7（月）知事室・議長室） 
  ・よさこい祭り視察 

（8/9（水）～8/10（木）高知市内各所） 
13 侍 JAPAN女子代表（マドンナジャパン）高知キャンプ 
（8/10（木）～8/13（日）室戸マリン球場） 
14 四国ブロッククローバーＴＩＤ発掘プログラム 
（8/11（金）県立青少年センター） 
15 消費者教育推進講座 
（8/23（水）10:00～16:00 高知県教育センター本館） 
16 シンガポールスポーツスクールとのスポーツ交流 
（8/23（水）～8/29（火） 

県民体育館（卓球）、南国市立スポーツセンター（バドミントン）他） 
17 ＤＶ関係機関連絡会議（中央東ブロック） 
（8/24（木）13:30～16:00 県立青少年センター） 
18 フィリピン・ベンゲット州農業実習生と部長との懇談 
（8/25（金）10:00～10:30 文学館ホール） 
19 韓国青少年交流事業受入（8/25（金）～8/31（木）） 
  ・歓迎式典 

（8/28（月）共済会館） 
  ・お別れ会  

（8/30（水）ザ クラウンパレス新阪急高知） 
20 高知県交通安全母の会連合会正副会長会・常任理事会 
（8/29（火）13:30～15:30 高知会館） 
21 ＤＶ関係機関連絡会議（須崎ブロック） 
（8/30（水）13:30～16:00 須崎市立市民文化会館） 
22 公立大学法人評価委員会 
（8/30（水）13:30～16:30 高知会館３階天平） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ８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（こうち起業
サロン含む） 
 

１ 高知家の「○○家族」募集 
（6/7（水）～） 
２ 四国４県連携食品輸出商談会及び企業訪問 
（8/1（火）9:00～17:00 高知県・愛媛県内各地） 
３ ＨＡＣＣＰ推進者研修 
（8/1（火）13:30～17:00 高知会館） 
４ 一般社団法人高知県移住促進・人材確保センター第１回理事会 
（8/1（火）高知共済会館） 
５ ＨＡＣＣＰ研修補講 
（8/2（水）10:00～17:00 高知市あんしんセンター） 
６ 外商力アップ勉強会 
（8/4（金）13:30～15:30 ちよテラホール） 
７ 移住笑談会 in大阪｢農・林・漁業編｣ 
（8/5（土）13:00～16:00 大阪ふるさと暮らし情報センター） 
８ 土佐経済同友会との懇談会 
（8/8（火）12:00～14:00 ホテル日航高知旭ロイヤル） 
９ 「高知家カツオ人間よさこい家族」のよさこい祭り参加【連携】 
（8/10（木）、8/11（金）高知市内各所） 

・島崎和歌子氏 参加 
（8/11（金）12:00～ 高知城ステージ） 

10 Food Expo 2017【水産振興部と連携】 
（8/17（木）～8/19（土）香港） 
11 食品表示研修（栄養成分表示） 
（8/18（金）13:30～17:00 高知県立大学池キャンパス） 
12 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（３回目）） 
（8/21（月）、8/22（火）高知県内事業者５社） 
13 第３回産業振興推進本部会議 
（8/29（火）13:00～17:15、8/31（木）11:00～17:15 第二応接室） 
14 第１回地域アクションプラン フォローアップ会議 
（8/29（火）13:00～15:00 高知市卸売市場管理棟） 
（8/30（水）14:00～16:30 土佐町保健福祉センター） 
（8/30（水）13:30～16:00 幡多クリーンセンター） 
17 四国４県味と技めぐり【連携】 
（8/30（水）～9/5（火）あべのハルカス近鉄本店） 
 
１ 四国地方産業競争力協議会「四国の次代を担う人材育成プロジェクト」 

平成 29年度四国４県連携産業人材育成事業協議会第１回会議 
（8/2（水）13:30～15:30 香川県庁） 
２ シーズ・研究内容紹介⑦ 

国立研究開発法人海洋研究開発機構:巨大津波地震の歴史文化遺産を最新技 
術で守れ！～地震津波碑３次元デジタルアーカイブ化～  

（8/2（水）15:30～17:00 ココプラ） 
３ 土佐ＭＢＡ本科「起業・第二創業コース」 

・基礎講座第１講「起業準備（ビジネスプラン）」  
（8/4（金）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ） 
・基礎講座第２講「商品サービス・企画」 
（8/30（水）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ８月の主要な取り組み予定 

産学官民連携セン
ター（こうち起業
サロン含む） 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名古屋事務所 

４ 土佐ＭＢＡ本科「会計・財務戦略コース」 
・基礎講座第８講「キャッシュフローで経営を見る」 
（8/5（土）13:30～15:00 、8/8（火）13:30～15:00 ココプラ） 
・基礎講座第９講「キャッシュフロー演習」 
（8/5（土）15:20～16:50、8/8（火）15:20～16:50  ココプラ） 

５ こうち起業サロン「KOCHI START UP PARK」 
・ステップアッププログラム① 
（8/5（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） 
・ステップアッププログラム② 
（8/19（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 H28ビジネスプランコンテスト優秀プランフォローアップ会議 

・第２回～第４回 
（8/7（月）、8/14（月）、8/31（木）19:30～21:30  

ＧＯＢ Incubation Partners㈱（東京都渋谷区）） 
７ 土佐ＭＢＡ本科・応用講座「エグゼクティブコース」 

・SESSION５「お客さまのニーズに合わせた製品開発～マーケティング」 
（8/17（木）9:00～17:00 ココプラ） 
・SESSION６「『強者の戦略』と『弱者の戦略』で自社の戦略を見直す/修了式」 
（8/31（木）9:00～17:30 ココプラ） 

８ 経営者トーク④ 
 「高知発の技術で世界のオンリーワン企業を目指す！」 
  株式会社トリムエレクトリックマシナリー 代表取締役社長 下元 広憲 氏 
（8/18（金）18:30～20:00 ココプラ） 
９ 開放特許活用新事業創出プロジェクト 勉強会 
（8/22（火）13:30～16:30 ココプラ） 
10 土佐ＭＢＡ本科「スキルアップセミナー」第３講「プレゼンテーション」 
（8/25（金）13:30～16:30 ココプラ） 
11 土佐ＭＢＡ実科「高知コ・クリエーションベース」③ 
（8/26（土）10:30～17:00 ココプラ） 
12 土佐ＭＢＡ実科「ＭＢＡアドバンス」 

・SESSION５「ケースメソッド『地域を巻き込む人』」 
（8/29（火）10:00～17:00 ココプラ） 
・SESSION６「地域における連携とコラボ、将来構想」 
（8/30（水）10:00～17:00 ココプラ） 

13 シーズ・研究内容紹介⑧ 
高知工科大学:地方都市における交通流動のモニタリング  

（8/30（水）18:30～20:00 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 高知フェア（旬蔵１周年記念特別宴席） 
（7/1（土）～8/31（木）旬蔵名駅店（名古屋市）） 
３ にっぽんど真ん中祭り 
（8/25（金）～8/27（日）久屋大通公園（名古屋市）） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ８月の主要な取り組み予定 

地産外商公社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大阪事務所 
 

１ まるごと高知７周年記念フェア 
（7/1（土）～8/31（木）まるごと高知） 
２ 高知家×Hanakoトークショー 
（8/1（火）まるごと高知おきゃく) 
３ 四国フェア 
（8/1（火）～8/27（日）東急ハンズ三宮店） 
（8/2（水）アオイサポート アオイ４店舗（大阪）） 
４ ファベックス関西 2017（10/11（水）～10/13（金））の出展者選考会 
（8/3（木）高知共済会館） 
５ 「高知家カツオ人間よさこい家族」のよさこい祭り参加 
（8/10（木）、8/11（金）高知市内各所） 

・島崎和歌子氏 参加 
（8/11（金）12:00～ 高知城ステージ） 

６ 外商ビジネスウィーク 2017 第 10回居酒屋産業展 
（8/29（火）～8/31（木）東京ビックサイト） 
 
１ 高知西高等学校ＳＧＨ事業研修 
（8/1（火）12:30～14:00 大阪事務所） 
２ 四国フェア【連携】 
（8/1（火）～8/27（日）東急ハンズ三宮店） 
（8/2（水）アオイサポート アオイ４店舗（大阪）） 
３ 移住笑談会 in大阪｢農・林・漁業編｣ 
（8/5（土）13:00～16:00 大阪ふるさと暮らし情報センター） 
４ 高知県企業立地セミナーin大阪 
（8/28（月）15:00～19:00 大阪新阪急ホテル） 
５ 比叡山 紀貫之探訪の旅 
（8/28（月）比叡山（滋賀県大津市）） 
６ 四国４県味と技めぐり 
（8/30（水）～9/5（火）あべのハルカス近鉄本店） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ８月の主要な取り組み予定 

中山間振興・交通
部 
 
 
 

１ 土佐くろしお鉄道中村・宿毛線運営協議会幹事会 
（8/2（水）14:00～16:00 四万十市役所） 
２ 狩猟免許試験 

・銃猟  
（8/5（土）10:00～ 四万十市立中央公民館） 
・わな猟 
（8/6（日）10:00～ 四万十市立中央公民館） 

３ 高知地域おこし未来会議 第１回フィールドミーティング in黒潮町 
（8/8（火）13:00～17:00 旧馬荷小学校） 
４ 平成 29年度アクセスこうち運営協議会総会 
（8/8（火）15:00～17:00 高知本町ビル） 
５ 野生鳥獣に強い高知県づくり集落勉強会 
（8/9（水）14:30～16:00 仁淀川町久喜集落集会所） 
６ 第１回高知県版図柄入りナンバープレート選定協議会 
（8/14（月）10:00～12:00 高知会館） 
７ 狩猟免許更新講習 
（8/17（木）13:00～ 香南市夜須中央公民館） 
（8/20（日）13:00～ すこやかセンター伊野） 
（8/31（木）13:00～ コンベンションホールきらら大正） 
８ 四国における鉄道ネットワークのあり方に関する懇談会Ⅱ 
（8/18（金）10:00～11:45 ＪＲホテルクレメント高松） 
９ 第３回鳥獣被害対策専門員会 
（8/18（金）13:30～ 勤労センター） 
10 よさこいジビエ研究会 
（8/22（火）13:00～ 高知市中央卸売市場） 
11 高知ふるさと応援隊ファシリテーター養成研修 
（8/25（金）調整中） 
12 第１回中国四国カワウ広域協議会 
（8/30（水）13:30～ 岡山市ピュアリティまきび） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ８月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
 
 
 

１ 高知国際版画トリエンナーレ展ＰＲ 
（8/1（火）～8/4（金）、8/11（金）～8/18（金） 本庁１階ロビー） 
２ 移住新組織設立理事会 
（8/1（火）12:00～13:00 共済会館） 
３ 企業も個人も成長する「働き方改革」セミナー 
（8/3（木）13:30～16:00 安芸市総合社会福祉センター） 
（8/30（水）10:00～12:30 四万十市中央公民館） 
４ 紙産業技術センター見学＆体験会 
（8/4（金）9:30～16:00 紙産業技術センター） 
５ 土佐和紙展 
（8/7（月）～8/12（土）10:00～18:00 小津和紙（東京都）） 
６ ものづくり・匠の技の祭典 2017 
（8/9（水）～8/11（金）10:00～18:00 東京国際フォーラム） 
７ 四万十市チャレンジショップＴＪＢ運営会議 
（8/17（木）10:30～12:00 チャレンジショップＴＪＢ） 
８ 高知県ＩｏＴ推進事業費補助金審査委員会 
（8/18（金）14:00～17:00 工業技術センター） 
９ 土佐ＭＢＡ 「ＩｏＴ技術人材育成講座」 
  ・データ分析ハッカソン 

（8/22（火）、8/23（水）9:30～17:30 産学官民連携センター） 
10 紙とあそぼう作品展ＰＲ 
（8/22（火）～8/31（木）正庁ホール前） 
11 大規模小売店舗立地審議会 
（8/23（水）10:00～ 高知城ホール） 
12 採石パトロール 
（8/23（水）、8/24（木）四万十市、宿毛市、大月町） 
13 シェアオフィス市町村説明会 
（8/24（木）13:30～16:00 産学官民連携センター） 
14 原宿表参道元気祭 スーパーよさこい 2017／じまん市（海洋深層水ＰＲ） 
（8/26（土）10:00～20:00、8/27（日）10:00～17:00 代々木公園イベント広場） 
15 土佐ＭＢＡ 「アプリ開発人材育成講座＜基礎技術編＞」 
（8/26（土）13:00～17:00 産学官民連携センター） 
16 高知県企業立地セミナーin大阪 
（8/28（月）15:00～19:00 大阪新阪急ホテル） 
17 第６回ＩｏＴ推進ラボ研究会セミナー 
（8/30（水）13:30～15:30 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 ８月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
 
 
 

１ 志国高知幕末維新博推進協議会 
・第６回誘致・広報部会 
（8/1（火）10:00～12:00 高知会館） 
・第６回受入部会 
（8/4（金）10:00～12:00 高知城ホール） 

２ 「志国高知 幕末維新博」関連企画展「室戸と西海の古式捕鯨」 
（8/1（火）～9/3（日）道の駅キラメッセ室戸 鯨館） 
３ ＪＩＣＡ日系研修員の観光に関する研修 
（8/2（水）9:30～12:00 高知共済会館） 
４ 広域観光協議会等局長会議 
（8/2（水）10:30～12:00 高知県民文化ホール） 
５ ＪＩＣＡ日系研修員の副知事表敬訪問 
（8/2（水）13:40～14:00 第二応接室） 
６ 日本遺産協議会 事務局会議 
（8/2（水）15:00～17:00 中芸広域体育館（安田町）） 
７ 「志国高知 幕末維新博」外伝 
「維新志士 中岡慎太郎＆印象派志士 クロード・モネ展」（第一章） 

（8/2（水）～10/9（月）北川村「モネの庭」マルモッタンフローラルホール） 
８ 「志国高知 幕末維新博」関連企画展 
「チームラボ-☆踊る！アート展と、学ぶ！未来の遊園地」 

（8/5（土）～ 9/24（日）県立美術館） 
９ 高知県観光促進メディアレセプション及び郷土料理試食会 
（8/8（火）13:00～14:00 土佐炉ばた 八金・バンコク店） 
10 高知県観光特使委嘱状交付式（作家 門田隆将 氏） 
（8/8（火）18:00～18:10 三翠園） 
11 よさこいアンバサダー交流会 
（8/8（火）19:00～20:30 三翠園） 
12 臨時観光案内所設置（南国ＳＡ（下り）） 
（8/9（水）～8/14（月）7:00～13:00） 
13 よさこいアンバサダー認定式 
（8/9（水）17:00～17:15 中央公園） 
14 台湾新竹県庁及び光明小学校知事表敬訪問 
（8/10（木）10:30～10:45 第二応接室） 
15 東京・中国地域・四国地域の連携による外国人旅行者誘致事業 フランス人 
 ライターファムツアー                

（8/11（金）～8/12（土）高知市）             ※本年度 18回目 
16 お盆期間中の渋滞対策 

・警備員による誘導、高知市中心部駐車場マップ配布 
（8/13（日）、8/14(月)高知城歴史博物館前交差点）  
・警備員による誘導 
（8/13（日）～8/15（火)高知市桂浜）  
・ＨＰ上における渋滞情報の提供 
（8月初旬～8/15（火）） 
・ツイッターによる渋滞情報の提供 
（8/13（日）、8/14(月)） 

17 外国客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（8/19（土）8:00入港～15:00出港、乗客定員:4,180名、総ﾄﾝ数:168,666t） 

※外国客船暦年 21回目、本年度 16回目 
 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ８月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
（続き） 
 
 

18 外国客船「コスタ・アトランチカ」寄港 
（8/22（火）9:00入港～19:00出港、乗客定員:2,114名、総ﾄﾝ数:85,619t） 

※外国客船暦年 22回目、年度 17回目 
19 スーパーよさこいへのブース出展、あったか高知踊り子隊 IN原宿 
（8/26（土）、8/27（日）原宿表参道（東京都）） 
20 高知県おもてなし県民会議 
（8/28（月）15:00～17:00 高知城ホール）  
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部局名 ８月の主要な取り組み予定 

観光コンベンショ
ン協会 
 
 
 
   

１ 西武ライオンズ 高知県フェア 
（8/2（金）メットライフドーム（埼玉県）） 
２ 高知県教育旅行説明会（東京） 
（8/3（木）16:00～20:00 ホテルメトロポリタン（東京）） 
３ 女子ウェイトリフティングナショナルチーム合宿 
（8/3（木）～8/17（木）高知東高校） 
４ 第１回四国地区観光コンベンション推進団体情報交換会 
（8/4（金）15:00～19:00 高知共済会館） 
５ パーソナル系旅行会社個別セールス 
（8/4（金）東京） 
６ アルビレックス新潟 高知県フェア 
（8/5（土）デンカビッグスワンスタジアム（新潟県）） 
７ 侍ＪＡＰＡＮ女子代表（マドンナジャパン）高知キャンプ 
（8/10（木）～8/13（日）室戸マリン球場ほか） 
８ ＭＩＣＥ県内セールス（歳時紀屋同行） 
（8/18（金）高知大学医学部） 
９ 高知県観光コンベンション協会賛助会員との意見交換会・懇親会 
（8/22（火）15:00～19:30 ホテルＴＡＭＡＩ） 
（8/31（木）15:00～19:30 高知共済会館） 
※西部地区は、7/31に実施 
10 おもてなしタクシー認定審査会 
（8/25（金）13:30～ 高知市役所鷹匠庁舎３階会議室） 
11 四国セミナー 
（8/25（金）～27（日）台湾（高雄・台中・台北）） 
12  高知県ＭＩＣＥ現地研修旅行 
（8/28（月）、8/29（火）ＪＴＢ協定旅館ホテル連盟高知支部主催） 
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部局名 ８月の主要な取り組み予定 

農業振興部 １ 獣医師養成確保修学資金（高校生対象）被貸与者募集 
（7/18（火）～9/15（金）） 
２ 直販所活性化セミナー（個別セミナー） 
（8/1（火）、8/18（金）、8/30（水）南国市、土佐市、四万十町、大月町、黒潮町） 
３ 獣医師職員確保インターンシップ事業（高校生対象） 
（8/2（水）8:50～15:30 中央家畜保健衛生所ほか） 
４ 複合経営拠点事業戦略策定ブロック説明・意見交換会 
（8/2（水）、8/7（月）、8/15（火）、8/22（火）、8/28（月）安芸、嶺北、南国、 
四万十町、幡多） 

５ 農業経営力向上セミナー 
（8/3（木）13:30～16:30 中央東農業振興センター） 
６ 産地提案型農業体験ツアーin四万十町 
（8/5（土）、8/6（日） 四万十町） 
７ 「あったか高知で暮らす。移住笑談会 in大阪（農林漁業編）」 
（8/5（土）13:00～16:00 大阪ふるさと暮らし情報センター） 
８ よさこい祭 前夜祭・後夜祭 ビクトリーブーケ提供 
（8/9（水）、8/12（土）高知市中央公園） 
９ 地域産業クラスター育成セミナー 第２回スキルアップセミナー 
（8/9（水）13:00～17:00 中央西農業振興センター） 
（8/17（木）13:00～17:00 中央東農業振興センター） 
（8/21（月）13:00～17:00 農業担い手育成センター別館） 
10 高知県Ｕ・Ｉターン就職相談会 in高知市 
（8/13（日）12:30～16:00 高知会館） 
11 農相談会 in こうち 
（8/16（水）10:00～20:00 イオンモール高知専門店街１階南コート） 
12 ６次産業化セミナー基礎コース② 
（8/17（木）10:00～17:00 農業技術センター） 
13 獣医師職員確保インターンシップ事業（大学生対象） 
（8/21（月）～8/25（金）） 
（9/4（月）～9/8（金）） 
14 土佐酒振興プラットフォーム酒米部会現地検討会 
（8/22（火）9:00～15:30 ＪＡ土佐あき、ＪＡ高知市管内ほ場） 
（8/28（月）9:00～16:00 ＪＡ土佐市管内ほ場、農業技術センター） 
15 アグリフードＥＸＰＯ東京での土佐茶ＰＲ 
（8/23（水）10:00～17:00、8/24（木）10:00～16:00 東京ビッグサイト） 
16 ＧＡＰ研修会（GLOBAL ＧＡＰ基礎） 
（8/23（水）13:00～15:30 農業大学校３階多目的ホール） 
17 指導農業士等受入農家研修会 
（8/23（水）13:30～16:30 農業技術センター） 
（8/24（木）13:30～16:30 ＪＡ四万十） 
18 ６次産業化セミナー実践コース③ 
（8/25（金）10:00～17:00 会場未定） 
19 原宿スーパーよさこい 2017 じまん市出展ＰＲ（ユズ、土佐茶）及びビクト 
   リーブーケ提供 
（8/26（土）、27（日）東京代々木公園） 
20 こうちアグリスクール 大阪会場土曜日昼間コース 
（8/26（土）14:00～18:00 リファレンス大阪駅第４ビル） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ８月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 四国４県連携木材新市場開拓協議会 
（8/1（火）9:00～ 香川県） 
２ 特定外来生物・外来種に関する勉強会 
（8/4（金）14:00～16:00 高知県立牧野植物園 本館映像ホール） 
３ ＣＬＴ建築物の完成見学会（宿毛商銀信用組合新店舗） 
（8/5（土）11:00～15:30 宿毛市） 
４ 協働の森づくり事業交流活動【富士通㈱との連携】 
（8/5（土）中土佐町） 
５ 県産材利用推進本部 幹事会 
（8/16（水）10:30～11:00 第２応接室） 
６ ヤイロチョウ営巣発見 80周年記念講演会 
（8/17（木）18:00～20:00 いずみの病院 多目的ホール） 
７ かがわ家博における土佐材のＰＲ 
（8/19（土）、8/20（日）サンメッセ香川） 
８ 第５回牧野植物園磨き上げ整備基本構想検討委員会 
（8/24（木）13:00～17:00 高知県立牧野植物園 本館映像ホール） 
９（一社）高知県山林協会通常総会 
（8/25（金）ザ クラウンパレス新阪急高知） 
10 こうちフォレストスクール 
（8/26（土）13:30～16:30 フラクシア東京ステーション） 
（8/27（日）13:30～16:30 大阪木材会館） 
11 県産材利用推進本部 本部会 
（8/29（火）８月下旬 第二応接室） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ８月の主要な取り組み予定 

水産振興部 
 
 
 

１ 漁業基本対策審議会 
（8/3（木）13:30～15:30 サンライズホテル） 
２ 高知カツオ県民会議 

・総会 
（8/4（金）11:00～12:00 高知市内） 
・資源調査・保全分科会 
（8/7（金）12:00～14:00 高知大学） 

３ 移住笑談会 in大阪 
（8/5（土）13:00～16:00 大阪ふるさと暮らし情報センター） 
４ 中四国漁港漁場団体協議会 
（8/17（木）15:30～ 高知共済会館） 
５ 高知県養殖魚輸出促進協議会 海外展示会出展及び現地調査 
  ・Food Expo 2017 

（8/17（木）～8/19（日）香港） 
  ・VIETFISH 2017 

（8/27（日）～9/1（金）ベトナム） 
６ 第 19回「ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」 
（8/23（水）～8/25（金）東京ビッグサイト） 
７ 高知県１漁協の将来像を考える委員会 
（8/24（木）15:00～17:00 共済会館） 
８ 第 38回全国豊かな海づくり大会～高知家大会～総務・広報、式典・放流行事

合同部会 
（8/30（水）時間未定 正庁ホール） 
９ 「高知家の魚応援の店」県内参画事業者意見交換会 
（8/30（水）15:30～17:00 高知市中央卸売市場） 
10 クロマグロ人工種苗生産に用いる受精卵の採取 
（大月町） 
11 受精卵を用いた人工種苗生産 
（須崎市） 
12 人工種苗を用いた中間育成の実施 
（大月町） 
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各部局等の主要な取り組み 

 
 

部局名 ８月の主要な取り組み予定 

土木部 １ 仁淀川流域学識者会議 
（8/1（火）13:00～15:00 高知河川国道事務所） 
２ まちかど・水・キャンペーン in高知 
（8/2（水）10:00～17:00 イオンモール高知） 

３ 四国横断自動車道整備促進大会 

（8/2（水）16:00～17:30 新ロイヤルホテル四万十） 

４ 高知県木造住宅耐震診断士登録証交付式 
（8/3（木）13:00～16:00  高知城ホール） 
５ ポートセミナー 
（8/3（木）15:00～19:00 サウスブリーズホテル） 
６ こうち健康・省エネ住宅・長期優良住宅技術講習会 
・第 1回（8/3（木）13:30～16:30 ちより街テラス） 
・第 2回（8/9（水）13:30～16:30 ちより街テラス） 
・第 3回（8/17（木）13:00～16:30 ぢばさんセンター） 

７ 高知県建設事業調整会議 

（8/4（金）11:00～12:00 第二応接室） 

８ 四国土砂防災ネットワーク議員連盟総会 

（8/4（金）13:30～17:15 新阪急高知） 
９ 早明浦湖水祭 
（8/5（土）11:00～16:30 土佐町） 
10 木造住宅耐震補強工事実務講習会 
（8/8（火）8/9（水）ポリテクセンター高知） 
11 永瀬ダム関係物故者慰霊祭 
（8/14（月）16:00～17:00 香美市物部支所） 
12 客船高知新港寄港 

・日本客船「にっぽん丸」 
（8/18（金）9:00入港～17:00出港 乗客定員:398名、総トン数:22,472t） 
・外国客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」  
（8/19（土）8:00入港～15:00出港 乗客定員:4,180名、総トン数:168,666t）  

  ・外国客船「コスタ・アトランチカ」 
（8/22（火）9:00入港～19:00出港 乗客定員:2,114名、総トン数:85,619t）  

13 道路功労者表彰・四国道路ふれあい協議会長表彰状の伝達 
（8/22（火）14:45～15:15 第一応接室） 
14 第１回高知県入札・契約監視委員会 

（8/25（金）13:30～15:30 高知城ホール） 

15 第１回梼原川河川状況調査会 
（8/28（月）10:00～12:00 四万十町） 
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各部局等の主要な取り組み   

 

部局名 ８月の主要な取り組み予定 

会計管理局 １ 会計事務実務研修（出先機関職員対象） 
（8/1（火）13:10～16:35 中村合同庁舎） 
（8/7（月）13:10～16:35 安芸総合庁舎） 
（8/22（火）13:10～16:35 須崎総合庁舎） 
（8/29（火）13:10～16:35 正庁ホール） 
２ 指定金融機関等検査 
（8/3（木）9:30～ 四国銀行下知支店） 
（8/17（木）9:30～ 四国銀行中央支店） 
（8/17（木）13:30～ 四国銀行帯屋町支店） 
（8/24（木）9:30～ 四国銀行旭支店） 
（8/29（火）9:30～ 四国銀行本店） 
３ 会計検査 
（8/8（火）中央東林業事務所） 
（8/17（木）8/18（金）名古屋事務所） 
（8/24（木）8/25（金）東京事務所） 
（8/28（月）8/29（火）中央東土木事務所） 
（8/31（木）高知小津高等学校） 
４ 現金出納検査（対面） 
（8/31（木）10:00～ 北庁舎南監査室） 
５ 平成 29年九州北部豪雨義援金の受付 

受付期間:7/14（金）～8/31（木） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ８月の主要な取り組み予定 

公営企業局 
 
 
 

１ 会計事務検査 
（8/1（火）、8/2（水）あき総合病院） 
（8/23（水）、8/24（木）幡多けんみん病院） 
２ 局内技術研究会発表会（電気・工水事業） 
（8/4（金）9:40～14:40 総合制御所） 
（8/9（水）9:40～14:40 発電管理事務所） 
３ 第 62回永瀬ダム関係物故者慰霊祭 
（8/14（月） 16:00～17:00 香美市役所物部支所） 
４ 病院事務職員情報交換会 
（8/18（金）14:30～ 高知医療センター） 
５ 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） 
（8/23（水）10:00～12:00 三里小学校） 
（8/24（木） 9:00～11:00 上分公民館） 
６ 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） 
７ 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 ８月の主要な取り組み予定 

教育委員会 
 
 
 

１ 第 55回四国中学校総合体育大会 
（8/2（水）、 8/3（木）、8/5（土）、8/6（日）春野総合運動公園ほか） 
２ 平成 29年度防災教育研修会 
（8/3（木） 9:50～17:00 高知城ホール) 
（8/4（金） 9:50～17:00 黒潮町ふるさと総合センター) 
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Ⅱ 
（8/4（金）10:30～17:00 高知青少年の家） 
４ 青少年教育施設のあり方を考える懇話会 
（8/4（金）13:30～15:40 教育センター分館） 
５ 平成 29年度体育・保健体育授業つくり講習会 
（8/7(月)、8/8(火)、8/16(水)、8/28(月) 県民体育館ほか） 
６ ユニバーサルデザインによる学校づくりシンポジウム 学校がつくる未来の

共生社会 
（8/8（火）13:00～16:30 高知県民文化ホール） 
７ 国際バカロレア・ワークショップ in Kochi 2017 
（8/16（水）～8/18（金） 高知南中学校・高等学校） 
８ 相談支援体制の充実（チーム学校）に向けた連絡協議会 
（8/17（木）、8/22（火）13:00～17:00 高知県立ふくし交流プラザ） 
（8/18（金）13:00～17:00 田野町ふれあいセンター） 
（8/21（月）13:00～17:00 香南市香我美市民館） 
（8/24（木）13:00～17:00 須崎市立市民文化会館） 
（8/25（金）13:00～17:00 宿毛市立文教センター） 
９ 高知県公立学校教員採用候補者選考第２次審査 
（8/17（木）～8/27（日）） 
10 ＰＴＡ・教育行政研修会（香美・香南地区） 
（8/19（土）13:15～16:50 香我美市民館） 
11 第２回高知の子どもたちの未来を拓く教育セミナー 
（8/21（月）10:00～16:30 高知共済会館） 
12 平成 29年度学校安全教室推進講習会 
（8/21（月）9:50～16:45 高知城ホール） 
13 高吾地域拠点校校舎新築主体工事起工式 
（8/21（月）13:30～14:30 須崎工業高等学校） 
14 カウンセリングマインド向上研修会 
（8/21（月）14:30～16:50 中村中学校・高等学校） 
（8/22（火） 9:30～16:20 高知県人権啓発センター） 
15 若者キャリア支援セミナー・相談会 
（8/22（火）、8/23（水）高知県立大学池キャンパス） 
16 シンガポールスポーツスクールとのスポーツ交流 
（8/23（水）～8/29（火） 

県民体育館（卓球）、南国市立スポーツセンター（バドミントン）他） 
17 第３回県立学校統合校校章等選考委員会 
（8/30（水）13:30～16:30 高知会館） 
18 若者はばたけプログラム活用研修会 初級講座Ⅱ 
（8/31（木）10:30～17:00 高知青少年の家） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ８月の主要な取り組み予定 

警察本部 
 
 
 

１ 初任科生に対するライフプランセミナー 
（8/1（火）12:40～15:30 高知県警察学校） 
２ 平成 29年度薬物乱用防止教育研修会 
（8/2（水）13:00～16:30 高知城ホール） 
３ とさっ子タウン 2017 
（8/19（土）、8/20（日）11:00～17:00 高知市文化プラザかるぽーと） 
４ 第 52回南海トラフ地震対策推進本部会議 
（8/21（月）10:00～12:00 第二応接室） 
５ 警察官Ｂ採用試験申込受付開始 
（8/21（月）～9/5（火）） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ８月の主要な取り組み予定 

東京事務所 
 
 
 

１「ＣＬＴで地方創生を実現する首長連合」第２回総会 
（8/2（水）13:30～15:00 全国都市会館（東京都千代田区）） 
２ 埼玉西武ライオンズ高知県フェア 
（8/2（水）西武プリンスドーム（埼玉県所沢市）） 
３ 第 31回大井よさこいひょうたん祭 
（8/5（土）神奈川県大井町） 
４ 第 34回朝霞市民まつり「彩夏祭」関八州よさこいフェスタ 
（8/5（土）、8/6（日）埼玉県朝霞市） 
５ 多摩センター夏まつり 2017（たまよさこい） 
（8/13（日）東京都多摩市） 
６ 全国戦没者追悼式 
（8/15（火）日本武道館（東京都千代田区）） 
７ 大田市場まつり 
（8/22（火）～8/24（木）アトレ大森（東京都大田区）） 
８ 原宿表参道元氣祭スーパーよさこい 2017 
（8/25（金）～8/27（日）東京都渋谷区） 
９ けやきフェスタ 2017よさこい in府中 
（8/27（日）東京都府中市） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ８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としての貸出 
（5/1（月）～8/8（火） ぢばさんセンター） 
２ よろず支援拠点 ＩoＴ実践セミナー 
（8/2（水）14:00～16:00 ぢばさんセンター） 
３ ネット広告活用セミナー 
（8/3（木）10:00～16:30 ぢばさんセンター) 
４ 第２回ミニ展示商談会（インテリア・ライフスタイル関係） 
（8/4（金）貿易センタービル） 
５ 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 
（8/9（水）14:00～16:00 ぢばさんセンター） 
６ 近畿・四国合同広域下請商談会第１回担当者会 
（8/18（金）京都市) 
７ ｅ商人養成塾定例会 
（8/22（火）13:30～ ぢばさんセンター） 
８ ネットショップ売上・収益アップ実践セミナー 
（8/23（水）10:00～16:30 ぢばさんセンター) 
９ よろず支援拠点ウェブ活用法勉強会 
（8/23（水）13:00～15:00 ぢばさんセンター） 
10 インターナショナル・シーフードショー（見本市） 
（8/23（水）～8/25（金）東京ビッグサイト) 
11 四国合同広域下請商談会第２回担当者会 
（8/25（金）徳島市) 
12 こうち産業振興基金審査会 
（8/29（火）ぢばさんセンター） 
13 第５回 事業戦略支援会議 
（8/30（水）13:30～15:30 ぢばさんセンター） 
 


