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各部局等の主要な取り組み（平成２８年９月－１０月分） 

 

部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

総務部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○高知県庁インターンシップ 
（8/22（月）～9/2（金）前期） 
（9/5（月）～9/16（金）後期） 
○第 26回中四国サミット 
（9/1（木）14:30～16:30 愛媛県内子町） 
○本庁舎免震装置交換工事 
（9/4（日）全体ジャッキダウン） 
（9/5（月）～仮設資材等撤去作業） 
○平成 28年度健康長寿県構想広報テレビ番組放送 
 「高知家の家族を守ろう！～日本一の健康長寿県構想・第３期～」 
（9/4（日）16:00～16:55 高知放送（本放送）） 
（9/24（土）16:00～16:55 高知放送（再放送）） 
○法制審議会 
（9/7（水）9:00～11:00 第二応接室） 
○平成 28年度特定個人情報の取扱いに係る研修会 
（9/8（木）15:00～16:45 正庁ホール） 
○国への政策提言（全国知事会次世代ＰＴ、将来世代応援知事同盟） 
（9/8（木）内閣府ほか） 
○９月補正予算 
・知事査定（9/12（月）、9/13（火）） 
・記者発表（9/21（水）14:00～14:50 第一応接室） 

○国への政策提言 
（9/15（木）自民党） 
○選挙出前授業 
（9/20（火）15:00～16:00 中村高校） 
○９月議会記者発表 
（9/21（水）14:00～14:50 第一応接室） 
○平成 27年度普通会計決算見込み、平成 27年度決算健全化判断比率の
状況公表 

（9/21（水）） 
○平成 28年度第１回総合教育会議 
（9/23（金）13:00～15:30 高知会館） 
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○高円宮妃久子殿下お成り 
 ・第 28回「星空の街・あおぞらの街」全国大会御臨席ほか 
 （10/1（土）、10/2（日）四万十町、高知市、南国市） 
○平成 28年度中山間対策広報テレビ番組放送 
「つなぐ～「里」を未来へ ～集落活動センターの挑戦～」 

（10/15（土）16:30～17:00 高知放送（本放送）） 
（10/30（日）17:00～17:30 高知放送（再放送）） 
○12月補正予算 
（10/17（月）補正予算見積書各課提出期限） 
○対話と実行座談会 
（10/20（木）午前 南国市立たちばな幼稚園） 
○平成 29年度組織定数改正方針通知 
（10/20（木）） 
○平成 29年度当初予算編成方針通知 
（10/20（木）） 
○平成 28年度第４回税外未収金対策研修会 
（10/21（金）10:00～17:00 正庁ホール） 
○知事定例記者会見 
（10/27（木）14:00～14:50 第一応接室） 
○連携中枢都市圏ビジョン懇談会 
（10/31（月）14:00～16:30） 
 
【参考】 
○９月議会日程（予定） 
 ・開会（9/28（水）） 
 ・一般質問（10/4（火）～10/11（火）） 
 ・常任委員会（10/12（水）～10/17（月）） 
 ・閉会（10/19（水）） 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

総務部 
（続き） 

○公益認定等審議会 
（9/26（月）9:30～ 本庁地下第４会議室） 
○第２回高知県・高知市連携会議 
（9/30（金）13:15～14:30 第二応接室） 

危機管理部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○平成 28年度政府本部運営訓練（官邸とのテレビ会議） 
（9/1（木）8:25～8:35 第二応接室） 
○津波避難計画現地点検 
（9/1（木）9:30～ 土佐清水市貝ノ川郷地区） 
（9/10（土）8:30～12:00 安芸市日ノ出町・本町２丁目西・東） 
（9/13（火）17:00～18:30 安芸市柳田地区） 
（9/14（水）9:00～ 中土佐町鎌田・大野地区、押岡地区、 

矢井賀・小矢井賀地区） 
（9/18（日）9:00～12:00 香南市吉川地区） 
（9/19（月）8:00～15:00 安芸市正之芝、本４、清和町） 
（9/21（水）9:30～ 黒潮町下分） 
（9/21（水）9:00～ 中土佐町久礼、長沢・大北・道の川） 
（9/22（木）8:00～12:00 安芸市川向） 
（9/28（水）9:00～ 四万十町志和地区） 
（9/29（木）9:30～ 土佐清水市大津地区） 
○第 48回南海トラフ地震対策推進本部会議 
（9/2（金）9:30～11:00 第二応接室） 
○梼原町原子力防災訓練 
（9/4（日）7:45～11:40 梼原町旧四万川小学校） 
○震災に強い人・地域・ネットワークづくり講演会 in高知市 
（9/4（日）14:00～16:00 ちより街テラス） 
○｢県内一斉避難訓練｣及び｢地域のみんなで自主防災訓練｣ 
（9/4（日）県内 30市町村） 
○四万十町応急期機能配置計画第２回作業部会 
（9/5（月）9:30～ 四万十町役場） 
○四万十町大奈路小学校避難運営マニュアル作成準備委員会 
（9/6（火）18:30～ 大奈路小学校） 
○須崎市応急期機能配置計画第２回検討会 
（9/7（水）13:30～ 須崎市役所） 
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○津波避難計画現地点検 
（10/3（月）9:00～ 四万十市馬越地区） 
（10/4（火）9:30～ 四万十市松ノ山地区） 
（10/7（金）9:30～ 四万十市下田地区） 
（10/12（水）9:30～ 四万十市串江地区） 
（10/14（金）10:00～ 四万十市井沢地区） 
（10/16（日）9:00～11:00 安芸市港町２丁目） 
（10/30（日）8:00～10:30 安芸市庄之芝・本町４丁目・清和町） 
○第 25回全国消防操法大会 
（10/14（金）9:00～ 長野オリンピックスタジアム） 
○平成 28年度高知県住家被害認定士養成研修 
（10/20（木）13:00～15:30 高知城ホール） 
○平成 28年度高知県消防長会秋季総会 
（10/21（金）14:30～17:00 一寿司会館（香南市）） 
○台湾防災フォーラム・高雄市での防災セミナー 
（10/24（月）13:00～15:00 台北市内） 
（10/25（火）13:00～16:30 高雄市内） 
○平成 28年度災害対策本部・支部震災対策訓練 
（10/24（月）13:00～17:15 防災作戦室、正庁ホール等） 
○第２回カウンターパート３県連携会議 
（10/24（月）13:00～18:00 防災作戦室等） 
○啓発ＤＶＤプロポーザル審査会 
（10/26（水）9:30～16:30 本町ビル３階） 
○啓発ポスター標語コンクール審査会 
（10/27（木）13:30～16:30 調整中） 
○平成 28年度高圧ガス保安功労者等表彰式 
（10/27（木）15:30～16:30 高知会館） 
○危険物等事故防止ブロック連絡会議 
（10/28（金）10:00～12:00 高松市） 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

危機管理部 
（続き） 

○高知ライフライン検討会 
（9/8（木）13:30～15:00 防災作戦室） 
○第１回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 
（9/9（金）10:00～12:00 中央合同庁舎８号館） 
○平成 28年度第１回高幡地域遺体対応検討会 
（9/9（金）13:30～ 須崎第二総合庁舎） 
○石油連盟 2016年度災害時石油供給連携計画訓練 
 ・緊急要請処理訓練 
（9/14（水）午後 高知県等） 

 ・模擬給油訓練 
（9/15（木）高知県等） 

○第４回緊急消防援助隊受援・応援合同訓練 
（9/17（土）、9/18（日）高吾北、仁淀、土佐市消防本部管内） 
○香南市消防大会 
（9/18（日）13:00～ 香南市吉川漁港） 
○日本地震工学会・大会 2016 
（9/26（月）15:30～17:00 高知工科大学永国寺キャンパス） 
○消防職員初任教育卒業式 
（9/27（火）15:00～ 消防学校） 
○第 28回ナショナル・レジリエンス懇談会 
（9/30（金）10:00～12:00 東京都内） 

○平成 28年度福祉保健所・自治体職員原子力災害対策研修・訓練 
（10/28（金）10:00～16:00 高知会館） 
○高知県消防殉職者慰霊祭 
（10/28（金）10:00～ 消防学校） 
○平成 28年度中国・四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練 
（10/29（土）9:00～10/30（日）13:00 鳥取県内） 

健康政策部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○高知家健康パスポートキックオフイベント 
（9/1（木）9:00～10:45 高知会館） 
○高知県簡易水道協会総会 
（9/5（月）15:00～16:30 高知共済会館） 
○第３回胃内視鏡検診運営委員会 
（9/5（月）19:00～21:00 第二応接室） 
○平成 28年度第２回高知県獣医師職員確保インターンシップ事業 
（9/5（月）～9/9（金）食品・衛生課ほか） 
○クリーニング師試験 
（9/8（木）9:00～ 高知城ホール） 
○高知県県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会 
・第８回財政・保険料（税）作業部会 
（9/8（木）10:30～12:00 保健衛生総合庁舎） 
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○土佐の夢話想 2016 
（10/1（土）10:00～20:00 丸ノ内緑地公園（イベント）） 
（10/2（日）18:00～    鏡川緑の広場（灯籠流し）） 
○乳がん月間にあわせた高知城等のピンクライトアップ 
（10/1（土）、10/2（日）18:00～22:00 

高知城、ヤ・シィパーク、フィッシングハヤシ、ラ・ヴィータ） 
○第２回豊かないのち実行委員会 
（10/5（水）19:00～21:00 地下第３・４会議室） 
○第２回高知県歯と口の健康づくり基本計画検討会 
（10/7（金）19:00～21:00 正庁ホール） 
○リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2016 高知 
（10/8（土）12:00～10/9（日）12:00 城西公園） 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・第７回給付・保健事業作業部会 
（9/21（水）13:00～ 保健衛生総合庁舎） 

○国民健康保険制度に関する市町村説明会 
（9/8（木）13:00～17:00 保健衛生総合庁舎） 
○第１回糖尿病医療体制検討会議 
（9/9（金）18:30～20:30 第二応接室） 
○高知県医療審議会保健医療計画評価推進部会 
（9/13（火）18:30～20:30 高知共済会館） 
○国保事務担当職員協議会（平成 30年度の国保制度改革に向けた検討状
況の説明及び意見交換） 

 ・安芸市部 
（9/14（水）13:30～16:00 安芸市役所） 

○在宅緩和ケア推進連絡協議会 
（9/15（木）18:30～19:30 第二応接室） 
○平成 28年度第２回日本一の健康長寿県構想推進会議 
（9/16（金）9:00～12:30  
 9/21（水）15:45～17:45 第二応接室） 
○動物愛護週間関連行事講演会 
（9/19（月）14:00～16:30 高知会館） 
○地域肝炎治療コーディネーター養成研修会 
（9/20（火）、9/27（火）18:30～20:30 正庁ホール） 
○高知家健康パスポートスタートアップイベント 
（9/22（木）10:00～16:00 イオンモール高知） 
○子育て世代包括支援センター（産前・産後ケア）交流会 
（9/26（月）10:00～16:00 県立県民文化ホール 第６多目的室） 
○医師を対象とした災害医療研修（セクション１） 
 ・安芸郡・土佐長岡郡・香美郡医師会（南国会場） 
 （9/26（月）19:00～20:30 ＪＡ高知病院） 
 ・吾川郡医師会 
 （9/27（火）19:00～20:30 すこやかセンター伊野） 
 ・幡多医師会 
 （9/29（木）19:00～20:30 幡多医師会） 
○高知県救急医療体制検討専門委員会 
（9/27（火）18:30～20:30 第二応接室） 
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○ＭＣＬＳ（多数傷病者への対応標準化トレーニングコース）研修 
 ・インストラクターコース 
（10/8（土）12:00～16:00 高知医療センター） 
・標準コース 
（10/9（日）8:30～18:00 高知医療センター） 

○高知城ラベンダーライトアップ 
（10/8（土）18:00～22:00 高知城） 
○平成 28年度ふぐ処理師試験 
（10/12（水）10:00～ ＲＫＣ調理製菓専門学校） 
○高知県県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会 
・第９回財政・保険料（税）作業部会 
（10/13（木）13:00～ 保健衛生総合庁舎） 
・第８回給付・保健事業作業部会 
（10/27（木）13:00～ 保健衛生総合庁舎） 

○医師を対象とした災害医療研修 
・セクション１ 
・安芸郡・土佐長岡郡・香美郡医師会（安芸会場） 

  （10/14（金）19:00～20:30 あき総合病院） 
・セクション２ 

  ・吾川郡医師会 
  （10/25（火）19:00～21:00 すこやかセンター伊野） 
  ・安芸郡・土佐長岡郡・香美郡医師会（南国会場） 
  （10/26（水）19:00～21:00 ＪＡ高知病院） 
  ・幡多医師会 
  （10/27（木）19:00～21:00 幡多医師会） 
○乳がん検診・がん検診啓発イベント 
（10/16（日）10:00～17:00 イオンモール高知１Ｆ南コート） 
○被爆者・二世の方の交流相談会 
（10/17（月）10:30～12:00 南国市社会福祉センター） 
（10/24（月）10:30～12:00 ちより街テラス） 
○がん検診市町村担当者会 
（10/17（月）13:30～16:30 保健衛生総合庁舎南会議室） 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
（続き） 

○第１回高知県訪問看護推進協議会 
（9/27（火）18:30～20:30 高知共済会館） 

○国保事務担当職員協議会（平成 30年度の国保制度改革に向けた検討状
況の説明及び意見交換） 

 ・幡多支部 
（10/17（月）大月町） 

 ・高吾支部 
（10/21（金）13:30～ 土佐市防災センター） 

○市町村母子保健・福祉合同ヒアリング 
（10/19（水）9:30～15:30 中央西福祉保健所） 
（10/24（月）9:00～17:00 中央東福祉保健所） 
（10/25（火）9:15～16:30 幡多福祉保健所） 
（10/31（月）9:00～16:00 須崎福祉保健所） 
○第２回食品総合衛生管理認証審査会 
（10/19（水）10:00～12:00 総合あんしんセンター） 
○第１回高知県災害歯科保健医療対策検討会 
（10/19（水）19:00～21:00 第二応接室） 
○平成 28年度広域火葬情報伝達訓練 
（10/20（木）9:30～12:00 
10/21（金）9:00～16:00 食品・衛生課ほか） 

○災害薬事コーディネーター研修 
（10/23（日）8:50～17:00 近森病院） 
○第 35回動物愛護のつどい 
（10/23（日）10:30～15:00 丸ノ内緑地ほか） 
○第 22回難病セミナー 
（10/23（日）13:15～16:00 高知市中央公民館） 

地域福祉部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○平成 28年度新任民生委員・児童委員（２年目）研修 
（9/2（金）13:30～16:00 総合あんしんセンター） 
○第５回高知県子どもの環境づくり推進委員会 
（9/3（土）10:00～11:30 第二応接室） 
○平成 28年度高知県児童福祉司任用資格に関する講習会 
（9/6（火）9:00～17:10 
9/7（水）9:00～17:30 高知県立大学池キャンパス） 
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○「青少年の万引き及び深夜徘徊防止のための一声運動」周知テレビＣ
Ｍ放映 

（10/1（土）～10/15（土）県内民放３局・24回） 
○星に願いをパーティ「ライフプランセミナー付交流会 vol.１」 
（10/2（日）13:00～17:30 高知市文化プラザかるぽーと） 
○平成 28年度総合相談・生活支援研修会（STEP１） 
（10/5（水）10:00～16:15 ふくし交流プラザ） 
 
 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○全国知事会次世代育成支援対策プロジェクトチーム提言活動 
（9/8（木）14:00～14:25合同庁舎８号館 

15:00～15:15文部科学省 
17:35～17:50厚生労働省） 

○平成 28年度ケアプラン分析システムの操作方法に係る研修会 
（9/12（月）13:00～16:00 高知県立文学館） 
（9/13（火）11:00～15:00 四万十市役所） 
○平成 28年度障害者雇用促進セミナー 
（9/13（火）13:00～15:00 県民文化ホール） 
○第 45回高知県オールドパワー文化展 
 ・オープニングセレモニー 
（9/15（木）10:00～11:00 高知県立美術館） 

○平成 28年度あったかふれあいセンター利用者データ研修会 
（9/15（木）13:30～16:30 須崎市立市民文化会館） 
（9/16（金）13:30～16:30 野市中央公民館） 
○平成 28年度第２回日本一の健康長寿県構想推進会議 
（9/16（金）9:00～12:30 
  9/21（水）15:45～17:45 第二応接室） 
○平成 28年度障害者雇用優良事業所等の知事表彰 
（9/16（金）11:00～12:00 正庁ホール ） 
○平成 28年度あったかふれあいセンター職員テーマ別研修（第１回） 
（9/21（水）10:00～16:00 ふくし交流プラザ） 
○「世界アルツハイマーデー」高知城ライトアップ 
（9/21（水）19:00～22:00 高知城） 
○知事の長寿高齢者訪問 
（9/22（木）14:30～14:45 特別養護老人ホーム  絆の広場（高知市）） 
○第２回農福連携マルシェ in大橋通 
（9/23（金）～9/29（木）11:00～19:00 

サニーマート毎日屋大橋通り店東側） 
○平成 28年度社会福祉法人会計研修 
（9/23（金）13:00～16:50 ふくし交流プラザ） 
○第 18回高知県障害者スポーツ大会フライングディスク競技会 
（9/25（日）9:30～15:00 高知市総合運動場 陸上競技場） 
 

→次頁へ続く 

○第 20回スピリットアート（高知県障害者美術展） 
 ・会期 
（10/7（金）～10/16（日）9:00～17:00（初日は 9:30～） 

高知県立美術館） 
 ・開会式 
 （10/7（金）9:00～ 高知県立美術館） 
 ・表彰式 
 （10/11（火）13:30～16:00 高知県立美術館） 
○平成 28年度希望が丘大運動会 
（10/7（金）10:00～15:00 晴天時：希望が丘学園グラウンド 

雨天時：高知県立青少年センター体育館） 
○平成 28年度かかりつけ医認知症対応力向上研修 
（10/8（土）18:00～19:30 幡多医師会館） 
（10/15（土）18:00～19:30 総合あんしんセンター） 
○ふくし・介護・医療就職相談会「れいほく日帰りバスツアー」 
（10/10（月）9:00～16:30 本山町プラチナセンター他） 
○第 13回いきいき百歳大交流大会 
（10/13（木）9:30～12:00 県民文化ホール） 
○第 39回フィリピン戦域戦没者慰霊祭 
（10/15（土）13:00～14:30 

高知県護国神社境内「フィリピン戦域戦友の塔」前） 
○平成 28年度歯科医師等認知症対応力向上研修会 
（10/16（日）9:00～12:00 総合あんしんセンター） 
○第 52回高知県ニューギニア方面戦没者慰霊大祭 
（10/16（日）12:00～14:00 高知県護国神社境内「戦友の塔」前広場） 
○第 23回世界アルツハイマーデー記念講演会 
（10/16（日）13:00～15:00 高新文化ホール） 
○平成 28年度薬剤師認知症対応力向上研修会 
（10/16（日）13:30～16:30 高知城ホール） 
○第 16 回全国障害者スポーツ大会 
 ・高知県選手団壮行式 
 （10/19（水）17:00～17:30 県立障害者スポーツセンター） 
 ・会期 
（10/22（土）～10/24（月） 岩手県北上市ほか） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
（続き） 

○第３回視覚障害者向け便利グッズの即売会＆福祉機器展示会 
（9/25（日）10:00～16:00 高知会館） 
○平成 28年度第１回高知県障害者サポート研修 
（9/29（木）9:40～16:00 安芸市総合社会福祉センター） 
○品質マネジメントシステム研修（第５回） 
（9/29（木）10:00～16:00 ふくし交流プラザ） 
○タウンモビリティ利用者用買い物カート贈呈式 
（9/29（木）14:00～14:30 タウンモビリティステーションふくねこ） 

○平成 28年度市町村災害救助法・災害時要配慮者担当者事務説明会 
（10/20（木）10:00～12:00 高知城ホール） 
○高知県地域コーディネーター養成研修（第１回） 
（10/20（木）10:00～16:00 須崎市立市民文化会館） 
（10/21（金）10:00～16:00 サンピア高知） 
○平成 28年度福祉避難所運営に関する研修会 
（10/21（金）13:30～17:00 南国市保健福祉センター） 
○ふくし再就職応援フェア 
（10/22（土）13:00～17:00 高知城ホール） 
○歯科衛生士のための高齢者の自立支援研修会 
（10/23（日）10:00～12:00 高知共済会館） 
○星に願いをパーティ「ＢＢＱ交流会」 
（10/23（日）11:00～14:30 リゾートホテル「海辺の果樹園」） 
○第９回高知県子ども・子育て支援会議 
（10/25（火）18:00～19:30 第二応接室） 
○平成 28年度あったかふれあいセンター職員テーマ別研修（第２回） 
（10/27（木）10:00～16:00 ふくし交流プラザ） 
○品質マネジメントシステム研修（第６回） 
（10/27（木）10:00～16:00 ふくし交流プラザ） 
○平成 28年度第１回発達障害者就労支援セミナー 
（10/27（木）13:30～16:00 ＪＡ高知はた農協会館） 
（10/28（金）13:30～16:00 県民文化ホール） 
○第 64回高知県身体障害者福祉大会 本山大会 
（10/28（金）13:30～15:30 本山町プラチナセンター） 

文化生活部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○高齢者交通事故防止キャンペーン開始式・高齢者 1 万人訪問活動出発
式（終了後、啓発活動） 

（9/1（木）10:00～10:30 高知県警察本部・帯屋町アーケードなど） 
○ＤＶ関係機関連絡会議 
 ・須崎ブロック 
（9/1（木）13:30～16:00 須崎市市民文化会館大会議室） 
・中央東ブロック 
（9/6（火）13:30～16:00 青少年センター） 

○ガーナ高校生副知事訪問 
（9/2（金）10:00～10:30 高知城ホール） 

→次頁へ続く 

○ミクロネシア連邦独立 30周年記念レセプション 
（10/1（土）18:30～21:00 三翠園） 
○まんが教室 
（10/3（月）15:40～16:30 四万十市立中村南中学校） 
（10/7（金）16:10～18:30 土佐清水市立清水中学校） 
（10/14（金）15:20～16:00 須崎市立新荘小学校） 
（10/19（水）14:30～15:15 香南市立夜須小学校） 
（10/25（火）16:30～18:00 県立中村中学校） 
（10/28（金）14:00～15:30 佐川町立佐川小学校） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

文化生活部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○第２回こうち男女共同参画会議 
（9/2（金）10:00～11:30 高知城ホール） 
○交通安全対策・安全安心まちづくりブロック別担当者会 
（9/2（金）10:00～12:00 職員能力開発センター） 
（9/5（月）14:00～16:00 須崎総合庁舎） 
（9/6（金）14:00～16:00 安芸総合庁舎） 
○平成 28年度高知県文化賞選定委員会 
（9/5（月）14:00～16:00 高知県立文学館ホール） 
○著作権セミナー 
（9/6（火）9:30～15:30 高知城ホール） 
○平成 28年度高知県芸術祭第２回執行委員会 
（9/6（火）午前 県立美術館２階会議室） 
○南米移住地交流訪問事業 
（9/6（火）～9/16（金）ブラジル、パラグアイ、アルゼンチン） 
（9/9（金）パラグアイ日本人移住 80周年記念祭典） 
（9/10（土）パラグアイ高知県人会創立 40周年記念祭典） 
○まんが教室 
（9/8（木）15:15～16:00本山町立本山小学校） 
○多重債務者無料相談会及びこころの健康相談会 
（9/10（土）、9/24（土）13:00～16:00 高知市消費生活センター） 
（9/11（日）13:00～16:00 県立消費生活センター） 
（9/17（土）13:00～16:00 幡多広域消費生活センター） 
（9/25（日）13:00～16:00 南国市役所） 
○まんが甲子園作品展示 
（9/10（土）～9/25（日）いの町紙の博物館） 
○まんがを活かしたコンテンツ創造教育教材開発等ワーキング（第２回） 
（9/13（火）13:30～16:00 本町ビル４階） 
○第３回まんが王国振興部会 
（9/13（火）18:30～20:30 第５会議室） 
〇第２回安全安心まちづくり庁内推進会議 
（9/14（水）10:00～11:30  職員能力開発センター202） 
 
 
 

→次頁へ続く 

○平成 28年全国地域安全運動「『安全・安心なまちづくりの日』高知県 
 民のつどい」 
（10/7（金）14:00～16:00 高知会館） 
○国際ふれあい広場 2016 
（10/16（日）10:00～16:00 ひろめ市場イベント広場など） 
○ファミリー･サポート･センター事業アドバイザー研修 
（10/17（月）13:30～16:30 文学館ホール） 
○高知県公立大学法人理事会・経営審議会 
（10/17（月）14:00～17:00 ） 
○高知家まるごと海外情報発信事業 
（10/21（金）、10/22（土）ＮＨＫ ＷＯＲＬＤ ＴＶ） 
○第２回高知県交通安全推進県民会議幹事会 
（10/26（水）14:00～15:30 文学館ホール） 
○東南アジア青年の船 部長表敬訪問 
（10/27（木）16:30～17:00 高知共済会館） 
○デジタルコンテンツＥＸＰＯ2016への高知県ブース出展 
（10/27（木）～10/30（日）日本科学未来館 県内企業３社が出展） 
○こうちまんがフェスティバル（まんさい）への「まんが王国・土佐」 
ブース出展 

（10/29（土）、10/30（日）高知市文化プラザかるぽーと） 
○大韓民国全羅南道訪問 
（10/29（土）～11/1（火）全羅南道、ソウル市 
10/31（月）10:00～10:30 姉妹交流協定締結式 全羅南道庁 
10/31（月）15:30～18:00 商談会・試飲会 ソウル市プレジデントホ 
テル） 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

文化生活部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○市町村消費者行政担当課ブロック会 
（9/14（水）13:30～15:30 安芸市民会館） 
（9/15（木）13:30～15:30 すこやかセンター伊野） 
（9/26（月）13:30～15:30 黒潮町保健福祉センター） 
○高知県芸術祭オープニングイベント 日露交歓コンサート 
（9/15（木）19:00～ 県立美術館ホール） 
○第３回コンテンツビジネス起業研究会 
・情報交換会 
（9/16（金）13:00～14:00 職能センター202） 
・個別相談会 
（9/16（金）14:10～15:20 職能センター202） 

○こうち男女共同参画センター指定管理者公募説明会 
（9/16（金）13:30～ こうち男女共同参画センター「ソーレ」講習室） 
○第３回コンテンツ産業振興部会 
（9/16（金）15:30～17:00 職能センター202） 
○平成 28年秋の全国交通安全運動街頭啓発 
（9/21（水）、9/30（金）7:30～8:20 県庁前交差点外県内主要交差点） 
○平成 28年秋の全国交通安全運動出発式・交通安全啓発パレード 
（9/21（水）10:00～11:00 高知県警察本部・帯屋町アーケード） 
○ＪＩＣＡボランティアへの海外文化大使委嘱式 
（9/23（金）10:00～10:15 部長室） 
○平成 28年度男女共同参画職員研修 
（9/23（金）13:30～15:30 高知会館） 
○高知家まるごと海外情報発信事業 
（9/24（土）14:00～14:55 ＢＳフジ） 
（9/30（金）19:00～19:57 高知さんさんテレビ） 
○高知県公立大学法人理事長及び両大学長と知事との懇談 
（9/26（月）13:00～13:20 知事室） 
○第２回ＤＶ被害者支援計画策定委員会 
（9/27（火）9:30～11:30 高知共済会館） 
○第５回高知県文化芸術振興ビジョン審議委員会 
（9/27（火）14:30～16:30 高知共済会館 藤） 
○韓国全羅南道福祉関係者来高 
（9/28（水）14:00～19:00聖園天使園など） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○平成２８年第１回まんが王国・土佐推進協議会総会 
（9/30（金）15:00～17:00 高知会館） 
 
 
○【連続講座】ローカル toグローバル④ 
（9/2（金）13:30～17:30 ココプラ） 
○【ＭＢＡ 土佐経営塾】 
・開講式・セッション１ 
（9/3 （土）13:30～17:00 ココプラ） 

 ・セッション２ 
（9/12（月）19:00～21:00 ココプラ） 
・セッション３ 
（9/19（月）19:00～21:00 ココプラ） 
・セッション４ 
（9/26（月）19:00～21:00 ココプラ） 

○【ＭＢＡ 目指せ！弥太郎商人塾】第２回 
（9/5（月）～9/8（木）ココプラ） 
○【シーズ・研究内容紹介⑭】 
 高知大：機能性高分子錯体の産業利用 
（9/7（水）18:30～20:00 ココプラ） 
○【ＭＢＡ基礎編】６次産業化セミナー基礎コース 
（9/8（木）作成した事業計画への講師からのアドバイス） 
○【ＭＢＡ基礎編】起業家養成講座 ④⑤起業家養成まとめ 
（9/10（土）13:30～16:45 ココプラ） 
○【ＭＢＡ基礎編】事業管理 
（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）） 
○【ＭＢＡ基礎編】商品・デザイン戦略 
（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） 
 
 

→次頁へ続く 

 
 
 
 
○【ＭＢＡ基礎編】商品・デザイン戦略 
（10/1（土）小売業のマーケティングと商品戦略） 
○【ＭＢＡ 目指せ！弥太郎商人塾】第３回 
（10/3（月）～10/6（木）ココプラ） 
○【ＭＢＡ 土佐経営塾】 
・セッション５ 
（10/3（月）19:00～21:00 ココプラ） 

 ・セッション６ 
（10/16（日）13:30～17:00 ココプラ） 
・セッション７ 
（10/24（月）19:00～21:00 ココプラ） 

○【ＭＢＡ基礎編】会計実務と管理会計 
（10/4（火）又は 10/9（日）ビジネスゲーム①） 
（10/11（火）又は 10/9（日）ビジネスゲーム②） 
○【ＭＢＡ基礎編】税務会計 
（10/4（火）又は 10/10（月）会計実践（個人事業）（１）） 
（10/11（火）又は 10/10（月）会計実践（個人事業（２）） 
（10/18（火）又は 10/10（月）会計実践（個人事業（３）） 
（10/24（月）確定申告における留意点） 
○【シーズ・研究内容紹介⑰】 
高知工科大： 電子顕微鏡でナノの世界をのぞいてみよう 

（10/5（水）18:30～20:00 ココプラ） 
○【ＭＢＡ基礎編】リスク管理（全５回） 
（10/13（木）リスクマネジメントの基礎） 
（10/19（水）企業のリスクファイナンス） 
（10/27（木）情報管理のリスクマネジメント） 
（10/29（土）知的財産管理（１）） 
（10/29（土）知的財産管理（２）） 
○【土佐まるごと立志塾】 
（10/14（金）第５回 グループワーク） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

（産学官民連携 
センター） 

（続き） 

○【経営者トーク⑤】 
㈱タイムオクトーバー 代表取締役社長 加藤康人氏 

（9/16（金）18:30～20:00 ココプラ） 
○【ＭＢＡエグゼクティブコース】開講式・Ｄay１ 
（9/17（土）9:00～18:00 ココプラ） 
○【連続講座】ローカル toグローバル⑤ 
（9/21（水）13:30～17:30 ココプラ） 
○【シーズ・研究内容紹介⑮】 
 高知高専：地域×技術 ～高専生たちの地域デザイン  
（9/21（水）18:30～20:00 ココプラ） 
○【ＭＢＡ基礎編】人材・組織管理（全５回） 
（9/23（金）又は 9/25（日）経営組織論 
（9/23（金）又は 9/25（日）リーダーシップと動づけ） 
（9/23（金）又は 9/25（日）組織マネジメントと人材育成） 
（10/14（金）又は 10/15（土）人事・労務管理） 
（10/17（月）「おもてなし経営企業」に学ぶ人づくり職場づくり） 
○【ＭＢＡ基礎編】会計実務と管理会計（全５回） 
（9/24（土）又は 9/27（火）簿記と財務諸表） 
（9/24（土）又は 9/27（火）会計情報に基づく事業計画） 
（9/24（土）又は 9/27（火）費用管理と経営戦略） 
（10/4（火）又は 10/9（日）ビジネスゲーム①） 
（10/11（火）又は 10/9（日）ビジネスゲーム②） 
○仕事創造アイデアソン① 
テーマ：KOCHI Creative Education～高知から飛び出す、ユニークで

創造的な教育製品・サービス・事業～ 
（9/26（月）9:30～17:30 高知大） 
○【シーズ・研究内容紹介⑯】 
 高知県立大：ホスピタリティ 慣習あるいは地域性としての成立の 
手がかり  

（9/28（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③ 
（9/29（木）13:15～18:30 ココプラ） 
○【連続講座】地域産業創出Ⅰ⑦ 
「コンプライアンス・リスクマネジメント」 
（9/30（金）10:00～17:00 ココプラ） 

○【ＭＢＡ基礎編】人材・組織管理 
（10/14（金）又は 10/15（土）人事・労務管理） 
（10/17（月）「おもてなし企業経営」に学ぶ人づくり職場づくり） 
○【ＭＢＡ エグゼクティブコース】 
（10/15（土）Ｄａｙ２戦略立案・実行プロセスと概念 ） 
○【仕事創造アイデアソン②】 
（10/19（水）9:30～17:30） 
○【シーズ・研究内容紹介⑱】 
高知学園短大： 地域の子育て支援～口腔から～ 

（10/19（水）18:30～20:00 ココプラ） 
○【連続講座】地域産業創出Ⅰ⑧ 
「ＣＳＲと企業倫理」 

（10/21（金）10:00～17:00 ココプラ） 
○【経営者トーク⑥】(講師調整中) 
（10/21（金）18:30～20:00 ココプラ） 
○【ＭＢＡ基礎編】プレゼンテーション 
（10/21（金）又は 10/22（土）仕事のためのプレゼンテーションの考え 
方・実践） 

（10/21（金）又は 10/22（土）プレゼンテーション実践（グループワー 
ク）） 

（10/21（金）又は 10/22（土）プレゼンテーション実践（グループ発表）） 
○【連続講座】高知コ・クリエーションベース④ 
（10/26（水）13:15～18:30 ココプラ） 
○【シーズ・研究内容紹介⑲】 
農業技術センター：（テーマ調整中） 

（10/26（水）18:30～20:00 ココプラ） 
○【連続講座】地域産業創出Ⅱ① 
（10/28（金）10:30～16:30 ココプラ） 
○【第２回高知を盛り上げるビジネスプランコンテスト】本選 
（10/29（土）） 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

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）～） 
○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） 
○商品発掘コンクール（高知家のうまいもの大賞 2017）の商品募集 
（8/29（月）～9/29（木）） 
○第１回地域アクションプランフォローアップ会議 
・物部川地域 
（9/2（金）14:00～16:30 香美農林合同庁舎） 
・安芸地域 
（9/5（月）14:00～16:30 安芸総合庁舎） 
・高知市地域 
（9/6（火）14:00～16:30 工業技術センター） 

○業務用商品相談会 
・第１回 
（9/5（月）13:00～17:00 
9/6（火） 9:30～15:00 高知農業改良普及所） 

・第２回 
（9/29（木）、9/30（金）高知農業改良普及所） 

○衛生管理指導者研修 
（9/5（月）、9/6（火）県立大学池キャンパス（高知市））→悪天候延期 
○第１回産業振興計画連携テーマ部会 
（9/7（水）13:30～16:30 高知城ホール） 
○フードランド 2016 
（9/7（水）、9/8（木）高知ぢばさんセンター） 
○ＨＡＣＣＰ研修（補講） 
（9/9（金）県立大学池キャンパス（高知市）） 
○あったか高知で暮らす。移住笑談会 ～農・林・漁業編～ 
・東京会場 
（9/10（土）12:30～15:30 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）） 
 

→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）～） 
○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） 
○高知県Ｕ・Ｉターン就職セミナー（東京、大阪）の参加者募集 
（9/6（火）～11/4（金）） 
 ＜開催日＞ 
・東京会場 （11/5（土） 

場所：朝日生命大手町ビル６階フクラシア東京ステーション） 
・大阪会場 （11/6（日） 

場所：ABC－MART梅田ビル８階 AP大阪梅田茶屋町） 
○「活き・生き・スキルＵＰ」起業塾（東京、大阪）の参加者募集 
（9/15（木）～10/27（木）） 
 ＜開催日＞ 
・東京会場 （11/5（土）、11/6（日）全４回  

場所：株式会社玄 東京都台東区） 
 ・大阪会場 （11/4（金）、11/12（土）全４回 
               場所：学校法人阪神学園ベルスクール） 
 ・高知現地研修（1/21（土）、1/22（日）） 
○あったか高知で暮らす。移住笑談会 in名古屋 
（10/1（土）12:00～16:30 ＡＰ名古屋、名駅ＩＭＡＩビル７Ｆ） 
○ＨＡＣＣＰ研修 
（10/4（火）、10/5（水）高知会館） 
○高知いいものおいしいもの市 
（10/6（木）～10/10（月）フジグラン高知） 
○第３回業務用商品相談会 
（10/11（火）、10/12（水）高知農業改良普及所） 
○伊勢丹シンガポール「四国・瀬戸内フェア」 
（10/11（火）～10/20（木）伊勢丹シンガポール スコッツ店） 
（10/21（金）～10/31（月）伊勢丹シンガポール ジュロンイースト店） 
○フレスタ高知フェア 
（10/14（金）、10/15（土）広島） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

産業振興推進部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・大阪会場 
（9/10（土）17:45～20:30 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）） 

○第１回産業振興計画フォローアップ委員会 
（9/12（月）13:30～16:30 高知サンライズホテル） 
○産地視察型商談会（加工品（ドライ）） 
（9/13（火）、9/14（水）県内各地） 
○食品輸出商談会＜香港・他アジア・中東･ヨーロッパ＞ 
（9/15（木）高知市） 
○やりがい仕事トライアル合宿 in高知  
～課題を資源に起業する。課題資本主義編～ 

（9/17（土）、9/18（日）高知市、土佐市） 
○食品表示研修 
（9/20（火）四万十市防災センター） 
（9/21（水）高知会館） 
○第１回高知家統一セールスキャンペーン推進本部会議 
（9/23（金）第二応接室） 
○大阪出張移住相談 
（9/23（金）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）） 

○中国・四国もうひとつのふるさと探しフェア in大阪 2016 
（中国四国９県共同開催） 

（9/24（土）12:00～17:00 難波御堂筋ホール７階（大阪市中央区）） 
○こうち起業サロンキックオフセミナー 
（9/25（日）13:00～17:00  

高知県立大学・高知工科大学永国寺キャンパス教育研究棟） 
○第３回商品力アップ相談会 
（9/28（水）、9/29（木）ちより街テラス） 
○第３回産業振興推進総合支援事業費補助金審査会 
（9/29（木）13:00～14:45 文教会館） 
 
 
 
 
 

○高知県「農山村の暮らし」座談会 
（10/15（土）移住・交流情報ガーデン（東京都中央区）） 
○ロンドン土佐酒プロモーション（土佐酒セミナー等） 
（10/18（火）～10/20（木）イギリス・ロンドン） 
○高知県地域社会連携推進本部会議 
（10/20（木）9:30～11:30 高知大学朝倉キャンパス） 
○北海道外商活動に係る意見交換会 
（10/21（金）13:30～15:30札幌グランドホテル） 
○こうち起業サロン 
（10/22（土）14:00～17:00 場所未定） 
○ふるさと回帰フェア（東京） 
（10/22（土）東京国際フォーラム） 
○インドネシア高知県食品賞味会「Kochi Food Promotion in Jakarta」 
（10/24（月）インドネシア・ジャカルタ） 
○ＨＡＣＣＰ研修（補講） 
（10/25（火）高知会館） 
○地方創生市町村担当課長会及び地方創生アドバイザー講演会 
 ＜講師：政策研究大学院大学名誉教授 松谷明彦氏＞ 
（10/27（木）午後 場所：高知市内） 
○四国暮らしフェア（東京） 
（10/30（日）東京交通会館） 
○高知県ビジネスマッチング in大韓民国 
（10/31（月）韓国･ソウル） 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

産業振興推進部 
（大阪事務所） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
産業振興推進部 
（名古屋事務所） 

 
 
 

○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）） 
○第 71回インドネシア共和国独立記念レセプション 
（9/2（金）18:00～20:00 ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸（神戸市）） 
○中四国９県観光物産展 
（9/3（土）、9/4（日）せんちゅうパル南広場（大阪府豊中市）） 
○第 111回日本列島心のふるさと観光展 
（9/8（木）～9/21（水）梅田みちまちスクエア（大阪市北区）） 
○あったか高知で暮らす。移住笑談会 in大阪 ～農・林・漁業編～ 
（9/10（土）17:45～20:30 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）） 
○高知大学関西地区同窓会 
（9/11（日）12:00～15:00 ホテルグランヴィア大阪（大阪市北区）） 
○ふるさと四国の物産展 
（9/13（火）～9/19（月）そごう神戸店） 
○2016秋季加藤産業グループ総合食品展示会 
（9/14（水）～9/16（金）神戸国際展示場）【連携】 
○平成 28年度高知県観光説明会 
（9/16（金）14:00～ 大阪新阪急ホテル（大阪市北区）） 
○高知龍馬空港利用促進イベント 
（9/17（土）ディアモール大阪（大阪市北区）） 
○四国ＤＣプレキャンペーン 
（9/17（土）、9/18（日）ＪＲ大阪駅 時空の広場（大阪市北区）） 
○ホテル deマルシェ 
（9/22（木）11:00～19:00大阪新阪急ホテル（大阪市北区）） 
○中国四国もうひとつのふるさと探しフェア in大阪 2016 
（中国四国９県共同開催） 
（9/24（土）12:00～17:00難波御堂筋ホール７階（大阪市中央区）） 
 
 
○高知フェア 
（9/1（木）～10/31（月）旬蔵６店舗（名古屋）） 
○ふるさと全国県人会まつり 2016 
（9/10（土）、9/11（日）9:30～18:00 名古屋市久屋大通公園） 

→次頁へ続く 

○水都おおさか 森林の市 2016 
（10/2（日）10:00～16:00 

近畿中国森林管理局・毛馬桜ノ宮公園（大阪市北区）） 
○第 14回 関西北川会総会・懇親会 
（10/2（日） 12:00～15:00 鳥よし本店（大阪市中央区）） 
○関西経済連合会創立 70周年記念式典・パーティー 
（10/3（月）16:00～18:30リーガロイヤルホテル大阪（大阪市北区）） 
○（一社）大阪外食産業協会 35周年記念事業・懇親会での県産品ＰＲ 
（10/4（火）17:20～19:20 帝国ホテル大阪（大阪市北区）） 
○中華民国（台湾）建国 105年慶祝式典 
（10/7（金）18:00～ウェスティンホテル大阪（大阪市北区）） 
○地元就職（Ｕターン）相談会 
（10/12（水）13:45～15:00 京都産業大学（京都市北区）） 
○３県連携物産展（秋のええもん市） 
（10/13（木）、10/14（金） 

高知県・福井県・静岡県の各大阪事務所（大阪市中央区）） 
○平成 28年度秋季例大祭 
（10/14（金）10:00～ 霊山・京都霊山護國神社（京都市東山区）） 
○大学生のための就活準備セミナー 
（10/16（日）13:00～17:00 ハービスプラザ（大阪市北区）） 
○第４回ふるさと土佐交流会（高知県人会近畿連合会設立 44周年記念） 
（10/23（日）13:00～16:00 大阪新阪急ホテル（大阪市北区）） 
○トラベルガールズフェスタ 2016 ～もっと旅して、もっと HAPPY！～ 
（10/24（月）17:30～21:30 スイスホテル南海大阪（大阪市中央区）） 
○U・Iターン就職相談会 
（10/26（水）13:00～17:00 龍谷大学深草キャンパス（京都市伏見区）） 
 
 
 
 
○高知フェア 
（9/1（木）～10/31（月）旬蔵６店舗（名古屋）） 
（10/1（土）～10/31（月）今池炭酒屋 外１店舖（名古屋）） 
（10/6（木）～10/11（火）アピタ名古屋空港店） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

産業振興推進部 
（名古屋事務所） 
（続き） 
 
 
 
産業振興推進部 
（地産外商公社） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○NAGOYAフードビジネスショー 
（9/20（火）、9/21（水）名古屋市中小企業振興会館吹上ホール） 
○第 13回ＮＦＣＣ高校生クッキングコンテスト 
（9/24（土）13:30～16:15 名古屋文化短期大学（名古屋市東区）） 
 
 
○JAPAN Sweets Fair 
（7/1（金）～10/14（金）ＴＢＳディグネット（香港）） 
○土佐・瀬戸内の旬 
（8/22（月）～9/30（金）和食えん（東京）） 
○第９回居酒屋産業展 
（8/30（火）～9/1（木）東京ビッグサイト） 
○高知フェア 
（9/1（木）～9/30（金）八芳園「壺中庵」鰹たたきフェア） 
（9/1（木）～9/30（金）キリンシティ（米なす）） 
（9/1（木）～9/30（金）暗闇坂宮下神楽（９月の献立）） 
（9/1（木）～9/30（金）九露葉亭（秋季ランチ「高秋の恵み」）） 
（9/1（木）～9/30（金）和らく（９月限定和月コース）） 
（9/1（木）～9/30（金）神楽坂おいしんぼ（長月のおいしんぼコース）） 
（9/2（金）～9/4（日）コアキタマチショッピングセンター） 
（9/3（土）、9/4（日）さえき） 
（9/8（木）～9/14（水）福屋呉店（広島）） 
（9/10（土）、9/11（日）シェフカワカミ） 
（9/14（水）～12/31（土）アマゾンジャパン（通販）） 
（9/16（金）～9/30（金）イクスピアリ） 
（9/23（金）フレック九条） 
（9/30（金）トップワールド香里園店・富田店） 
○全国アンテナショップまつり 
（9/6（火）～9/12（月）そごう川口店） 
（9/7（水）～9/12（月）港南台タカシマヤ） 
（9/19（月）～10/4（火）マルイファミリー海老名） 
○フードランド 2016【再掲】 
（9/7（水）、9/8（木）高知ぢばさんセンター） 
 

→次頁へ続く 

○四国うまいものフェア 
（10/13（木）～10/18（火）アピタ岩倉店） 
（10/20（木）～10/25（火）アピタ高蔵寺店） 
 
 
 
○JAPAN Sweets Fair 
（7/1（金）～10/14（金）ＴＢＳディグネット（香港）） 
○全国アンテナショップまつり 
（9/19（月）～10/4（火）マルイファミリー海老名） 
○高知フェア 
（10/1（土）トップワールド野﨑店、星田店、枚方店、香里ヶ丘店、樟
葉店、黒原店） 

（10/1（土）～10/31（月）暗闇坂宮下神楽） 
（10/3（月）～11/30（水）FISHBANK） 
（10/8（土）～10/10（月）ユーマートトクナガ（熊本）） 
（10/15（土）～11/15（火）神戸ポートピアホテル） 
（10/6（木）～10/11（火）アピタ名古屋空港店）【連携】 
○司牡丹 酒の会 
（10/5（水）瓢箪坂おいしんぼ） 
○2016関西シジシーグループ「みんなの商談会」 
（10/5（水）京都パレスプラザ１階大展示場） 
○土佐っておいしい！食の大商談 2016 
（10/6（木）12:00～17:00 東武ホテルレバント東京４階「錦」） 
○中央区内アンテナショップスタンプラリー 
（10/6（木）～10/20（木）東京都中央区内アンテナショップ 28店舗） 
○四国物産展 
（10/12（水）～10/18（火）阪急うめだ本店）【連携】 
○四国・瀬戸内うまいものフェア 
（10/12（水）～10/18（火）大丸須磨店） 
○ファベックス関西 2016 
（10/18（火）～10/20（木）インテックス大阪） 
○ＱＶＣジャパンテレビショッピング 
（10/21（金）10:30～11:00 「日本全国ぐるぐるグルメ～高知～」） 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０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） 

○ＱＶＣジャパンテレビショッピング 
（9/8（木）14:00～15:00 「日本全国ぐるぐるグルメ～高知～」） 
○協和物産（株）総合展示会 
（9/14（水）東京都立産業貿易センター） 
○日本アクセス生鮮・デリカ内見会 
（9/14（水）日本アクセス西日本営業部門） 
○中国四国イオン会合合同見本市 
（9/14（水）、9/15（木）広島県立産業会館） 
○加藤産業グループ総合展示会 
（9/14（水）～9/16（金）神戸国際展示場）  
○ご当地のうまいものフェア 
（9/17（土）～9/23（金）イオンモール羽生店） 
○NAGOYAフードビジネスショー 
（9/20（火）、9/21（水）名古屋市中小企業振興会館吹上ホール）【連携】 

理事（中山間対策・ 
運輸担当） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○シカ連携捕獲関係者会議 
（9/2（金）10:00～12:00 安芸市） 
（9/6（火）10:00～12:00 いの町） 
○鳥獣被害対策関係者ブロック会議 
（9/2（金）13:30～15:30 安芸市） 
（9/6（火）13:30～15:30 いの町） 
○生活用水確保支援事業担当者会 
（9/2（金）14:00～17:00 高知共済会館） 
○集落活動センター特産品合同販売会 
（9/3（土）、9/18（日）11:00～15:00 金高堂本店前） 
○第２回集落活動センター事業計画作成研修会 
（9/5（月）9:00～17:00 高幡地域本部） 
（9/7（水）14:00～16:00 嶺北地域本部） 
（9/20（火）10:00～12:00 嶺北地域本部） 
（9/20（火）14:30～16:30 仁淀川地域本部） 
（9/26（月）9:00～11:30 物部川地域本部） 
（9/26（月）13:00～16:30 安芸地域本部） 
（9/30（金）9:00～17:00 幡多地域本部） 
○とさでん交通モニタリング会議 
（9/6（火）13:30～14:30 とさでん交通） 

→次頁へ続く 

○三嶺シカ捕獲 
（10/2（日）6:00～ 香美市三嶺） 
○高知ふるさと応援隊テーマ別研修会 
（10/7（金）10:30～17:15  

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） 
○鉄道の日ふれあいまつり＜四国の新幹線啓発ブース出展＞ 
（10/8（土）10:00～15:00 ＪＲ四国高知運転所 布師田車両基地） 
○航空路線利用促進事業（名古屋線利用促進） 
（10/8（土）、10/9（日）アピタ名古屋空港店） 
○集落活動センター「氷室の里」落成式及び祝賀会 
（10/9（日）14:00～17:00 いの町越裏門） 
○狩猟フォーラム 
（10/10（月）10:00～ 高知工科大学） 
○狩猟免許臨時試験 
（10/16（日）13:00～ 三原村農業構造改善センター） 
○四国地域鳥獣被害対策現地検討会 
（10/20（木）13:00～17:00 四国森林管理局） 
（10/21（金）8:30～12:00 高知市行川ほか） 
○第三セクター鉄道等道府県協議会情報交換会 
（10/27（木）、10/28（金）兵庫県） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

理事（中山間対策・ 
運輸担当） 
（続き） 
 

○第３回鳥獣被害対策専門員会 
（9/7（水）14:00～16:30 四国森林管理局会議室） 
○第１回よさこいジビエ研究会 
（9/9（金）13:30～15:30 高知市中央卸売市場） 
○狩猟免許臨時試験 
（9/11（日）13:00～ わな猟 越知町民会館） 
○第２回中山間対策関係部局等会議 
（9/14（水）14:00～17:15 第二応接室） 
○航空路線利用促進事業（大阪線利用促進） 
（9/16（金）、9/17（土）梅田ディーズスクエア）   
○第26回交通安全ひろば＜四国まるごと公共交通利用促進キャンペーン 
ブース出展＞ 

（9/22（木）10:00～15:00 高知市中央公園） 
○第１回高知県特定鳥獣保護管理計画検討会 
（9/28（水）10:30～12:00 高知共済会館） 
○第 1回高知県指定管理鳥獣捕獲等事業検討会 
（9/28（水）13:00～15:00 高知共済会館） 

○四国４県公共交通主管課長会議 
（10/28（金）15:00～17:00 サンポートホール高松） 
 

商工労働部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○平成28年度高知県産業振興計画フォローアップ委員会第１回商工業部
会 

（9/2（金）13:30～16:00 高知城ホール） 
○防災関連製品の知事トップセールス及びセミナー＆商談会inフィリピ 
ン 

（9/5（月）、9/6（火）マニラ市デュシタニホテル他） 
○大阪学院大学教育懇談会 
（9/7（水）13:00～17:00 ホテル日航高知旭ロイヤル） 
○四国銀行「事業承継セミナー」 
（9/7（水）13:30～16:20 サンピアセリーズ） 
○四万十市チャレンジショップＴＪＢ運営委員会 
（9/8（木）10:30～12:00 チャレンジショップＴＪＢ） 
○都道府県採石法連絡協議会（試験委員会） 
（9/8（木）13:00～17:00 乃木坂ビル４階） 
○平成 28年度官公需確保対策地方推進協議会 
（9/8（木）14:00～16:00 保健衛生総合庁舎） 
 

→次頁へ続く 

○高知県ＵＩターン就職相談会 in名古屋 
（10/1（土）12:00～16:30  ＡＰ名古屋.名駅） 
○高知県産業安全衛生大会 
（10/5（水）13:00～ 県民文化ホール） 
○事業継続計画（ＢＣＰ）策定講座 
（10/6（木）、10/20（木）9:30～17:00 安芸商工会議所） 
（10/28（金）9:30～17:00 須崎商工会議所） 
○四万十市チャレンジショップＴＪＢ運営委員会 
（10/6（木）10:30～12:00 チャレンジショップＴＪＢ） 
○設備投資促進事業 特別型 審査会 
（10/11（火）13:30～16:00 工業技術センター） 
○第 45回採石業務管理者試験 
（10/14（金）10:00～12:00 高知城ホール） 
○高知県商工会議所議員大会 
（10/14（金）14:30～19:00 高知商工会館） 
 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○第２回こうち支援ネットワーク会議 
（9/8（木）15:30～17:00 高知県信用保証協会） 
○採石パトロール 
（9/9（金）9:30～14:30 須崎市、中土佐町） 
（9/14（水）10:00～17:00 津野町、梼原町） 
○工業技術センター 研究＆支援活動成果報告会 
（9/9（金）10:00～16:30 工業技術センター） 
○高知県産学官連携産業創出研究推進事業意見交換会 
（9/9（金）12:00～18:00 ココプラ） 
○大地震に備える企業のための防災セミナー 
（9/10（土）13:30～16:30 高知共済会館） 
○ふるさと全国県人会まつり２０１６ 
（9/10（土）、9/11（日）9:30～18:00 名古屋市 久屋大通公園） 
○関西大学保護者会 
（9/11（日）10:00～15:00 高知会館） 
○就職協定締結式（大阪商業大学） 
（9/13（火）13:00～13:15 第一応接室） 
○第１回ＩｏＴ推進ラボ研究会セミナー 
（9/13（火）13:15～17:00 工業技術センター） 
○土佐の匠認定協議会 
（9/13（火）14:00～16:00 勤労センター５階） 
○第２回高知県職業能力開発審議会 
（9/14（水）10:00～12:00 共済会館） 
○高知県産業技術功労表彰選考委員会 
（9/14（水）14:00～15:30 本庁地下第３・第４会議室） 
○第３回防災関連産業交流会（個別相談会） 
（9/14（水）15:00～17:00 県民文化ホール・多目的室） 
○第１回新事業分野開拓者認定事業・モデル発注制度審査会 
（9/15（木）9:00～14:50 高知共済会館） 
○次世代育成支援企業認証書交付式 
（9/23（金）13:30～14:00 勤労センター５階） 
○産学官連携会議 
（9/23（金）15:00～17:00 ココプラ） 
 

→次頁へ続く 

○大学生向け就活準備セミナー 
 ・東京会場 

（10/15（土）13:00～17:00 フクラシア品川クリスタルスクエア） 
・大阪会場 
（10/16（日）13:00～17:00 ハービスプラザ） 

○ＩoＴ推進ラボ現地視察 
（10/18（火）8:00～19:00 すくも湾漁協） 
○アビリンピック全国大会 激励会 
（10/18（火）10:00～10:30 第二応接室） 
○「土佐の匠」認定証書交付式 
（10/18（火）14:00～15:00 共済会館） 
○高知大学Ｕターン相談会 
（10/19（水）13:00～16:00 高知大学） 
○全国海洋深層水産業利用自治体協議会 
（10/20（木）、10/21（金）静岡県焼津市） 
○平成 28年度四国地方発明表彰式 
（10/24（月）14:00～16:30  高知会館） 
○県内企業理解促進事業 高知新聞社講演 
（10/24（月）15:20～16:10 土佐高等学校） 
○防災フォーラム＆商談会 in台湾 
（10/24（月）～10/26（水）台北市、高雄市、台南市） 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
（続き） 

○大阪商業大学教育懇談会 
（9/25（日）13:00～14:10 ホテル日航高知旭ロイヤル） 
○ものづくり産業強化事業費補助金審査会（試作開発事業） 
（9/26（月）10:00～12:00 工業技術センター） 
○紙産業フォローアップ委員会 
（9/27（火）紙産業技術センター） 
○採石災害防止巡回技術指導（四経局） 
（9/29（木）、9/30（金）四万十市、大月町） 

観光振興部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○「高知家の食卓」県民総選挙 2016 
（投票期間 8/1（月）～9/6（火）） 
○土佐の観光創生塾 中央地域 第４回 
（9/2（金）13:30～17:00 ちより街テラス） 
○第２回土佐の豊穣祭推進会議 
（9/5（月）10:00～11:30 高知共済会館） 
○「志国高知幕末維新博推進協議会」第３回誘致・広報部会 
（9/5（月）13:30～15:30 高知城ホール） 
○著名サイクリストによるサイクリングコースの試走 
（9/6（火）～9/9（金）嶺北地域） 
○阪神タイガース球団社長との面談 
（9/7（水）兵庫県西宮市 甲子園） 
○高知県観光プラットフォームづくり勉強会 
（9/9（金）14:00～17:00 ちより街テラス） 
○おもてなし県民会議 
（9/9（金）15:00～17:00 オリエントホテル） 
○第１回「土佐のおきゃく」2017実行委員会 
（9/13（火）13:30～15:30 ちより街テラス） 
○四国ＤＣカウントダウンボード設置 
（9/13（火）ＪＲ高知駅・高知県庁） 
○高知県観光説明会 
（9/16（金）大阪新阪急ホテル） 
○ＶＪ庭園・盆栽事業ファムツアー受入れ 
 ※メディア（フランス）招致 
（9/16（金）～9/18（日）県内） 
 

→次頁へ続く 

○高知家おもてなしキャンペーン 
（9/23（金）～10/25（火）） 
○四国プレデスティネーションキャンペーン 
（10/１（土）～12/31（土）） 
○土佐の豊穣祭 2016（高知市会場） 
・オープニングセレモニー 
（10/1（土）9:50～10:15 高知市中央公園） 
・土佐國美味集結（ＪＡ収穫祭、豊穣祭ドリンクラリー、音楽と食の
芸術祭など） 

（10/1（土）、10/2（日）10:00～21:00 
高知市中央公園、帯屋町アーケード） 

（10/3（月）17:00～21:50 高知市中央公園） 
・「高知家の食卓」県民総選挙 2016 結果発表 
（10/2(日) 14:45～15:15  高知市中央公園） 

○ＶＪ台湾訪日教育旅行促進事業 
（10/5（水）、10/6（木）四国内） 
○土佐の豊穣祭 in仁淀川ブルー 
（10/8（土）12:00～20:00 新居地区観光交流施設） 
○第 28回全国龍馬ファンの集いｉｎ九州 
（10/8（土）12:30～16:10 福岡市アクロス福岡イベントホール） 
○土佐の豊穣祭 2016（高知東海岸グルメまつり） 
（10/8（土）、10/9（日）10:00～15:00 安芸ドーム駐車場） 
○土佐の豊穣祭 in嶺北 
（10/10（月）10:00～16:00 本山さくら市下交流広場） 
○ＶＪ四国西南地域ツアーＰＲ事業 
（（10/10（月）～10/12（水）本県及び愛媛県） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
（続き） 

○秋のお城まつり 
（9/16（金）、9/17（土）高知城） 
※9/18（日）、9/19（月）は天候不良のため中止 

○高知県観光特使交流会ｉｎ東京 
（9/17（土）18:00～21:00 東武ホテルレバント東京） 
○四国ＤＣプレキャンペーンイベント 
（9/17（土）、9/18（日）ＪＲ大阪駅（時空の広場）） 
〇高知県高知港外国客船受入協議会 第３回外国客船市街地受入部会 
（9/21（水）15:30～17:00 帯屋町筋事務所） 
○VISIT JAPAN トラベルマート 
（9/21（水）～9/23（金）東京ビッグサイト） 
○外国客船「セレブリティ・ミレニアム」寄港 
（9/23（金）9:00入港～17:00出港 高知新港） 
○ツーリズムＥＸＰＯジャパン 
（9/23（金）～9/25（日）東京ビッグサイト） 
○高知家おもてなしキャンペーン 
（9/23（金）～10/25（火）） 
・外国クルーズ客船を「お手ふり」でおもてなし 

 （9/23（金）16:00～17:00 高知新港） 
○外国客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（9/24（土）9:00入港～20:00出港 高知新港） 
○土佐の豊穣祭 2016（はたフェスｉｎ宿毛） 
（9/25（日）10:00～21:00宿毛市新港緑地） 
○「志国高知幕末維新博推進協議会」第３回運営委員会 
（9/26（月）13:30～15:30 山内会館） 
○外国客船「マリナー・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（9/28（水）12:00入港～18:00出港 高知新港） 
○2016しあわせぐるり、しこくるり。四国観光商談会 
（9/29（木）第一ホテル東京） 

○高知県観光ガイド連絡協議会全体研修交流会 
（10/11（火）13:30～16:00 サンピアセリーズ） 
○2016しあわせぐるり、しこくるり。四国観光商談会 
（10/12（水）大阪市ホテルグランディア大阪） 
○土佐の豊穣祭 2016（刃物まつり＆山田のかかしコンテスト） 
（10/15（土）10:00～17:00 
10/16（日）10:00～16:00 鏡野公園） 

○第２回海外商談会事前セミナー 
（10/18（火）14:00～16:00 高知会館） 
○第３回志国高知幕末維新博推進協議会 
（10/19（水）15:00～16:30 ホテル日航高知旭ロイヤル） 
○四国インバウンド商談会 2016 
（10/19（水）徳島市） 
○外国客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（10/22（土）8:00入港～16:00出港 高知新港） 
○土佐の観光創生塾 東部地域 第４回 
（10/24（月）13:30～17:30 安芸商工会議所） 
○高知家おもてなしキャンペーン「あったか高知。秋のおもてなし一斉 
清掃」 

（10/25（火）9:00～10:00  
高知市中央公園、ＪＲ高知駅前、龍馬の生まれたまち記念館周辺） 

○土佐の観光創生塾 西部地域 第４回 
（10/26（水）13:30～17:30 黒潮町ふるさと総合センター） 

農業振興部 
 
 
 
 
 

○獣医師養成確保修学資金貸与事業募集 
（7/19（火）～10/5（水）） 
○平成 28年度第１回産業振興計画フォローアップ委員会農業部会 
（9/2（金）13:30～16:00 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）） 
○土佐茶ＰＲ 
（10/1（土）、10/2（日）10:00～17:00 イオンモール岡山） 
 

→次頁へ続く 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

農業振興部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○高知県東京丸高花き協議会定期総会及び市場調査 
（9/5（月）13:30～ 浪漫亭（東京都新橋店）等） 
○高知県獣医師確保インターンシップ事業 
（9/5（月）～9/9（金）県内各機関） 
○６次産業化セミナー 
・基礎コース（３回目） 
（9/8（木）10:00～17:00  農業技術センター） 
・実践コース（４回目） 
（9/27（火）10:00～17:00  すこやかセンター伊野） 

○高知青果フェア 
（9/8（木）～9/10（土）大田市場まつり（東京都）） 
（9/28（水）～10/4（火）西宮阪急他（兵庫県他）） 
○各土佐会の通常総会 
・東北土佐会 
（9/8（木）16:00～17:00 仙台国際ホテル（宮城県）） 
・北海道土佐会 
（9/9（金）15:00～17:00 丸果札幌青果（北海道）） 
・中部土佐会 
（9/15（木）15:00～17:00 名古屋青果（愛知県）） 
・北陸土佐会通常総会 
（9/20（火）15:30～16:30 松魚亭（石川県）） 
・関西土佐会通常総会 
（9/21（水）15:30～16:30 ホテル阪神（大阪府）） 
・中四国土佐会総会 
（9/29（木）15:30～17:30 土佐御苑） 

○新・農業人フェア（東京） 
（9/10（土）10:30～16:30 池袋サンシャインシティ） 
○あったか高知で暮らす。移住笑談会 ～農・林・漁業編～ 
・東京会場 
（9/10（土）12:30～15:30 

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）） 
・大阪会場 
（9/10（土）17:45～20:30 
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）） 

→次頁へ続く 

○土佐の豊穣祭大謝肉祭・ミルクカーニバル 
（10/1（土）、10/2（日）10:00～21:00 高知市中央公園） 
○高知青果フェア 
（10/1（土）、10/2（日）富士シティオ） 
○こうちアグリスクール（大阪会場） 
（10/1（土）、10/15（土）、10/29（土） 

パソナグループ大阪本社（大阪府）） 
○第２回四国４県花き振興協議会 
（10/3（月）13:30～15:30 サンメッセ香川） 
〇高知県畜産物地産地消拡大事業 
（10/5（水） 11:00～18:00 サニーマートあぞの店） 
（10/8（土） 10:00～17:00 サンシャインベルティス店） 
（10/9（日） 10:00～17:00 バリューノア店） 
（10/10（月）11:00～18:00 サニーマート中万々店） 
（10/12（水）11:00～18:00 サニーマート六泉寺店） 
（10/15（土）10:00～17:00 サンシャインしまんとハマヤ店） 
（10/16（日）10:00～17:00 サンシャインオリビア店） 
（10/19（水）11:00～18:00 サニーアクシス南国店） 
（10/22（土）10:00～17:00 サンシャインクラージュ店） 
（10/23（日）10:00～17:00 バリューノア店） 
（10/26（水）11:00～18:00 サニーマート四万十店） 
（10/29（土）10:00～17:00 サンシャインゆい店） 
（10/30（日）10:00～17:00 サンシャイン室戸店） 
○農業法人向け研修会 
・異業種交流会 
（10/5（水）17:00～19:10 高知サンライズホテル） 
・経営能力向上研修会 
（10/12（水）13:00～17:00 びすた保育園会議室）  

○土佐っておいしい！食の大商談会 
（10/6（木）12:00～17:00 東武ホテルレバント東京） 
○第 25回高知県農業振興フェア 
（10/7（金）9:00～16:00、10/8（土）9:00～15:00 農業技術センター） 
○新高梨フェア 
（10/8（土）、10/9（日）まるごと高知） 

→次頁へ続く 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

農業振興部 
（続き） 
 

○農業×ＩＣＴ×地方の世界を知る＠高知ワークスタイルサミ
ット 2016（大阪） 

（9/10（土）15:00～18:00 パソナグループ大阪本部） 
○平成 28年度産業技術功労表彰選考委員会 
（9/14（水）14:00～15:30 本庁地下第３・４会議室） 
○東京丸高青果物流通対策協議会総会 
（9/16（金）15:00～18:00 アジュール竹芝（東京都）） 
○ウェルカムフラワーの展示 
（9/20（火）～9/26（月）高知龍馬空港） 
○農業法人向け研修会 
・経営能力向上研修会 
（9/20（火）13:00～17:00 びすた保育園会議室）  

○さかわ地乳まつり第２回 
（9/22（木）10:00～15:00 佐川町立桜座） 
〇高知県畜産物地産地消拡大事業 
（9/22（木）11:00～18:00 サニーアクシスいの店） 
（9/25（日）10:00～17:00 バリューかがみの店） 
（9/28（水）10:00～17:00 サンシャインクレア店） 
○高知県大阪丸高花き協議会総会 
（9/30（金）14:00～16:00 大阪中央青果株式会社（大阪府）） 

○高知県秋季果実展示品評会表彰式 
（10/9（日）14:00～15:00 ＪＡ高知ビル） 
○高知工科大学公開講座「地域活性化システム論」 
（10/10（月）8:50～10:20 高知工科大学） 
○平成 28年度新嘗祭献穀田抜穂式 
（10/11（火）14:00～15:30 安芸市井ノ口） 
○国際フラワーEXPO（IFEX）への出展 
（10/12（水）～10/14（金）10:00～18:00（※14日のみ 17:00まで） 

幕張メッセ） 
○高知県全国取引会社協議会定期総会 
（10/17（月）16:00～17:00 得月楼） 
○高知県園芸品販売拡大推進大会 
（10/18（火）13:30～18:30 高知県民体育館） 
○食品表示セミナー 
（10/20（木）13:30～16:30 ふくし交流プラザ） 
○東京農業大学との協定締結式 
（10/20（木）15:00～15:20 第一応接室） 
○「ゆめファーム全農」次世代型ハウス起工式 
（10/21（金）安芸市内現地 ※時間等未定） 
○「高知家の魚応援の店」商談会参加 
（10/23（日）16:30～18:00 土佐御苑） 
○６次産業化セミナー交流会 
（10/26（水）13:00～17:00 農業技術センター） 
○多面的機能支払交付金に係る技術研修会 
（10/27（木）13:30～16:30  安芸管内（奈半利町民会館）） 
（10/28（金） 9:00～12:00 中央東管内（農業技術センター）） 
○「高知の食の未来を考える」セミナー「やまけん」が語る高知の食の 
未来 

（10/27（木）15:00～17:00 ちより街テラス） 
○平成 28年度指導農業士認定授与式 
（10/27（木）16:00～17:00 土佐御苑） 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○県産材利用推進本部幹事会 
（9/1（木）企画会議終了後 第二応接室） 
○高知県地球温暖化対策実行計画 庁内説明会 
（9/2（金）13:30～15:30 勤労センター５階） 
○森林環境税地域座談会 
（9/4（日）13:30～16:00 県立県民文化ホール） 
（9/10（土）13:30～16:00 須崎市立市民文化会館） 
（9/17（土）13:30～16:00 いの町役場） 
〇森林組合支援ＷＧ会議及び森林組合支援チーム会 
（9/5（月）10:00～17:00 森林技術センター） 
○特定外来生物「セアカゴケグモ」の駆除に関する勉強会（行政関係者
向け）  

（9/5（月）14:00～16:00 正庁ホール） 
○第６回魚さい処理等の今後のあり方検討会 
（9/5（月）14:00～16:30 高知県魚さい加工公社） 
○こうち安芸メガソーラー株主総会 
（9/6（火）11:00～12:00 県民文化ホール） 
○第 12回もくもくランド 2016（木造住宅フェア）実行委員会 
（9/6（火）15:00～17:00） 
○林道施設災害復旧事業第４次災害査定 
（9/6（火）～9/8（木）馬路村、香美市、南国市） 
○土佐材展示会 
（9/8（木）、9/9（金）岡山県） 
○あったか高知で暮らす。移住笑談会 ～農・林・漁業編～ 
・東京会場 
（9/10（土）12:30～15:30 

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）） 
・大阪会場 
（9/10（土）17:45～20:30 

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）） 
○協働の森づくり事業交流活動 
 ・日本道路（株） 
（9/10（土）梼原町） 
 

→次項へ続く 

○ＵＩターン就職相談会ｉｎ名古屋 
（10/1（土）12:00～16:30 ＡＰ名古屋ＩＭＡＩビル７階） 
○森林環境税地域座談会 
（10/1（土）13:30～16:00 田野町生涯学習センター） 
○「星空の街・あおぞらの街」全国大会 in四万十町 
（10/1（土）、10/2（日）窪川四万十会館） 
○【牧野植物園:企画展】牧野富太郎の植物図 
（10/2（日）～H29.1/9（月）牧野植物園） 
○協働の森づくり事業交流活動 
 ・（株）ツムラ 
（10/3（月）越知町） 

 ・三菱商事（株） 
（10/8（土）安芸市） 

 ・生活協同組合連合会 コープ自然派事業連合 
（10/10（月）土佐町） 

 ・（株）四国銀行 
（10/15（土）高知市） 

 ・三愛石油（株） 
（10/16（日）本山町） 

 ・（株）オンワードホールディングス 
（10/20（木）高知市） 

 ・（一社）四国クリエイト協会、（株）建設マネジメント四国 
（10/22（土）梼原町） 

 ・（一社）高知県トラック協会 
（10/23（日）土佐町） 

 ・（株）加寿翁コーポレーション 
（10/24（月）いの町） 

 ・クラブツーリズム（株） 
（10/26（水）津野町） 

 ・高知工科大学 
（10/29（土）香美市） 

 ・井上石灰工業（株） 
（10/30（日）高知市） 
 

→次項へ続く 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・コクヨ（株） 
 （9/24（土）四万十町） 
○ムーンナイトＳＨＩＫＯＫＵ（ライトダウンイベント） 
（9/11（日）～9/17（土）） 
○平成２８年度第２回地球温暖化対策実行計画改定委員会 
（9/13（火）13:30～16:00 高知城ホール） 
○レッドデータブック（植物編）改訂委員会 
（9/13（火）ＰＭ 牧野植物園） 
○高知県公害審査会第１回調停委員会 
（9/14（水）13:30～16:00 高知共済会館） 
○中国・四国ブロック林材業安全管理推進会議 
（9/15（木）14:00～17:00 高知会館） 
○非住宅建築物木造化促進事業第３回検討会 
（9/16（金）ちより町テラス） 
○森林の仕事ミニガイダンス 
（9/17（土）13:00～17:00（東京会場）移住・交流情報ガーデン） 
○高知県自治会館（ＣＬＴ）完成見学会 
（9/17（土）高知市） 
○牧野植物園「五台山観月会」 
（9/17（土）～9/19（月）） 
○ＳＷＰ設計・施工マニュアル講習会 
（9/21（水）13:00～16:45 高知会館） 
○高知家学講座 2016（富士通パートナーズ協定） 
（9/21（水）、9/22（木）東京都 TechShop Tokyo ） 
○防災イベント「へんしも防災」 
（9/22（木）10:00～12:00 
9/25（日）10:00～15:00 高知市） 

○第２回牧野植物園磨き上げ整備基本構想検討委員会 
（9/23（金）13:00～16:00 牧野植物園） 
○ＣＬＴ輸出事業検討準備会 
（9/23（金）13:30～15:00 東京） 
○林地開発に伴う神田地区地元説明会 
（9/25（日）13:00～ 西山市民会館） 
 

→次項へ続く 

○こうち・しみずメガソーラー株式会社 株主総会 
（10/5（水）13:30～ 土佐清水市役所） 
〇2016ウッディフェステイバル 
（10/8（土）、10/9（日）9:00～17:00 香川県） 
○緑の募金 秋の街頭募金活動 
（10/8（土）高知市） 
〇林業学校選考試験（推薦） 
（10/16（日）10:00～16:00 四国森林管理局会議室） 
○台湾「木の家の種」土佐材視察 
（10/16（日）～10/20（木）県内製材等） 
○平成 28年度高知県林業金融制度説明会 
（10/17（月）13:30～16:00 高知共済会館） 
○協働の森づくり事業協定締結式 
 ・日本たばこ産業（株） 
（10/19（水）13:30～13:45 第一応接室） 

○日本林業土木連合協会現地研修 
（10/19（水）、10/20（木）高知市） 
○レッドデータブック（動物編）改訂委員会 
（10/20（木）9:00～12:00 高知共済会館） 
〇EVI環境マッチングイベント 2016 
（10/20（木）10:00～16:10 東京都） 
○第２回災害廃棄物処理検討会 
（10/20（木）14:30～16:30 高知共済会館） 
○仁淀川一斉清掃 
（10/22（土）7:00～9:00 仁淀川流域６会場） 
〇ふるさと回帰フェア 
（10/22（土）10:00～16:30 東京国際フォーラム） 
〇四国の森づくり in高知 
（10/22（土）、10/23（日）高知市外） 
○第 12回もくもくランド 2016秋まつり（木造住宅フェア）の開催 
（10/22（土）、10/23（日）高知市中央公園） 
○ジャパンホームショー出展 
（10/26（水）～10/28（金）東京ビッグサイト） 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
（続き） 
 

○県産材利用推進本部会 
（9/27（火）14:00～14:30 第二応接室） 
〇第２回森林整備公社経営計画検証等委員会 
（9/28（水）14:00～17:00 県森連会議室） 
○国有林材供給調整検討委員会 
（9/28（水）四国森林管理局） 

〇第２回小規模林業推進協議会 
（10/29（土）13:30～16:00 四万十市防災センター） 
○韓国全羅南道姉妹協定・経済ミッション 
（10/29（土）～11/1（火）韓国） 
〇四国暮らしフェアｉｎ東京 
（10/30（日）10:30～16:30 東京交通会館） 
○第４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 

（10/31（月）13:00～16:00 オリエントホテル高知） 

水産振興部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○平成 28年度第１回産業振興計画フォローアップ委員会水産業部会 
（9/1（木）13:30～16:00 共済会館） 
○ヤマトグローバルエキスプレス代表取締役知事表敬訪問 
※産業振興推進部 

（9/1（木）9:30～9:45 知事室） 
○養殖ビジネススクール 
（9/1（木）15:00～17:00 須崎市） 
（9/2（金）16:00～18:00 宿毛市） 
○クロマグロ 8,000尾沖出し 
（9/1（木）柏島） 
○高知海区漁業調整委員会 辞令交付式・組織委員会 
（9/2（金）13:00～ 第一応接室ほか） 
○食育授業 
（9/2（金）10:45～12:25 高知市立潮江中） 
（9/7（水）10:45～12:20 須崎市立多ノ郷小） 
（9/9（金）10:00～12:00 高知市立特別支援学校） 
○クロマグロ 5,000尾沖出し 
（9/2（金）橘浦） 
○養殖魚輸出促進協議会現地調査（シーフード・エキスポ・アジア等） 
（9/6（火）～9/8（木）香港） 
○高知海区漁業調整委員会 新任委員勉強会 
（9/8（木）13:00～15:00 県庁西庁舎） 
 
 
 

→次項へ続く 

○水産試験場古満目分場開所式 
（10/1（土）11:00～ 大月町） 
○あったか高知で暮らす。移住笑談会＆高知県ＵＩターン就職相談会 in
名古屋 

（10/1（土）12:00～16:30 ＡＰ名古屋、名駅ＩＭＡＩビル７Ｆ） 
○食育事業 
（10/4（火）10:40～12:20 香南市立香我美小 
10/6（木）9:45～12:10 土佐市立土佐南中 
10/14（金）香美市立香北中 
10/18（火）いの町立伊野小 
10/21（金）香南市立赤岡中 
10/27（木）9:40～12:30 四万十市立西土佐中）） 

○都市と漁村の交流学習 in安芸 
（10/5（水）10:00～12:50 旧奈比賀小学校） 
○都市と漁村の交流学習 in伊野南 
（10/7（金）9:00～12:30 いの町立伊野南小学校） 
○養殖魚輸出促進協議会現地調査 
（10/15（土）～10/23（日）インド、マレーシア、ベトナム） 
○高級飲食店産地招へい 
（10/16（日）、10/17（月） 

須崎市、中土佐町、宿毛市、土佐清水市、黒潮町） 
○築地にっぽん漁港市場商談会 
（10/18（火）13:00～15:30 築地にっぽん漁港市場） 
○第３回津波警報システム検討会 
（10/20（木）午後 会場未定） 

→次項へ続く 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

水産振興部 
（続き） 

○あったか高知で暮らす。移住笑談会 ～農・林・漁業編～ 
・東京会場 
（9/10（土）12:30～15:30 

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）） 
・大阪会場 
（9/10（土）17:45～20:30 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）） 

○ＨＡＣＣＰ研修会 
（9/14（水）～9/16（金）四万十市） 
○全国豊かな海づくり大会準備委員会 
（9/16（金）15:30～16:10 県庁本庁舎） 
○内水面漁場管理委員会 
（9/21（水）14:00～ 高知会館） 
○高知海区漁業調整委員会 新任委員勉強会 
（9/26（月）14:00～ 高知会館） 
○都市と漁村の交流学習 in潮江東 
（9/27（火）9:45～13:10 高知市立潮江東小学校） 
○クロマグロ中間育成試験 
（大月町） 

○ふるさと回帰フェア 2016 
（10/22（土）10:00～16:30 東京国際フォーラム） 
○産地見学会 
（10/23（日）、10/24（月）室戸市、高知市、須崎市、中土佐町、黒潮町） 
○かつお・まぐろ漁業対策推進道県協議会 
（10/31（月）、11/1（火）日本かつお・まぐろ漁業協同組合） 
○クロマグロ中間育成試験 
（大月町） 

土木部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ のいち動物公園イベント 
・夏休み企画展 
（7/16（土）～9/4（日）） 
・写生コンテスト作品募集 
（9/1（木）～11/13(日）） 
・夜の動物公園「のいちｄeナイト」 
（9/10（土）、9/18（日）） 

 ・写真コンテスト作品展 
（9/11（日）～11/3（木） 

  ・ビントロングの赤ちゃん愛称募集 
（9/30（金）～10/16（日）） 

○高知 安全・安心フェア 2016（住宅耐震相談窓口設置） 
（9/3（土）、9/4（日）9:00～17:00 イオンモール高知） 
○安芸地域本部現地点検報告会 
（9/10（土）8:30～9:30 安芸市日ノ出町・本町二丁目西・東） 

→次項へ続く 

○のいち動物公園 イベント 
・写生コンテスト作品募集 
（9/1（木）～11/13（日）） 
・写真コンテスト作品展 
（9/11（日）～11/3（木）） 
・ビントロングの赤ちゃん愛称募集 
（9/30（金）～10/16（日）） 
・「のいちｄe ＺＯＯ婚」参加者募集 
（10/1（土）～10/23（日）） 
・夜の動物公園「のいち deナイト」 
（10/9（日）） 
・動物愛護の集い 
（10/23（日）） 

 ・アサギマダラ観察会 
 （10/23（日）） 

→次項へ続く 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

土木部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○三重防護の事業概要説明会 
（9/5（月）19:00～浦戸ふれあいセンター） 
○建築物防災週間における防災査察 
（9/5（月）高知市を除くホテル、老人保健施設、病院等６施設） 
◯ＩＮＡＰ2016フィリピン経済ミッション 
（9/5（月）～9/7（水）フィリピン） 
○空き家住宅を使った耐震診断実務講習会 
（9/7（水）13:30～17:00 黒潮町保健福祉センター） 
◯ＩＮＡＰ2016フィリピン・セブ会議 
（9/7（水）フィリピン・セブ島） 
○屋外広告物の日「違反広告物一斉除去活動」 
（9/8（木）9:00～12:00 県内全域） 
○日立秋のわくわく家電祭（住宅耐震セミナー開催） 
（9/10（土）、9/11（日）11:00～11:30 

14:30～15:00 サンピアセリーズ） 
○県政出前講座（住宅耐震） 
（9/11（日）9:30～10:30 香美市土佐山田町中野地区公民館） 
○建設業の雇用環境改善に向けた研修 
（9/13（火）13:15～15:45 中村地区建設業協同組合会館） 
（9/14（水）13:15～15:45 高知県安芸総合庁舎） 
（9/15（木） 9:30～12:00 高陵建設会館  

14:15～16:45 高知県建設会館） 
○客船「飛鳥Ⅱ」寄港 
（9/14（水）9:00入港～17:00出港 高知新港） 
○耐震改修技術学校 第１回 
（9/14（水）17:30～19:30 四万十市役所３階会議室） 
（9/28（水）17:30～19:30 ちより街テラスちよテラホール） 
○職員向けコンプライアンス研修 
（9/21（水）10:30～12:00 

13:30～15:00 高知県安芸総合庁舎） 
（9/26（月）10:00～11:30 

13:30～15:00 高知城ホール） 
（9/28（水）10:30～12:00 

13:30～15:00 高知県中村合同庁舎） 
→次項へ続く 

  ・ビントロングの赤ちゃん命名式 
   (10/30（日）） 
○維持管理エキスパート研修会 
（10/4（火）9:00～17:00  

橋梁分野（初級）２回目 高知県建設技術公社） 
（10/5（水）9:00～17:00  

橋梁分野（初級）３回目 高知県建設技術公社） 
（10/12（水）9:00～17:00  

法面・擁壁分野（初級）２回目 高知県建設技術公社） 
（10/13（木）9:00～17:00  

法面・擁壁分野（初級）３回目 高知県建設技術公社） 
（10/18（火））9:00～17:00  

橋梁分野（中級）１回目 高知県建設技術公社） 
（10/25（火）9:00～17:00 

トンネル分野（中級）１回目 高知県建設技術公社） 
◯客船「ぱしふぃっくびいなす」寄港（高知発着クルーズ） 
（10/4（火）10:00入港～14:00出港 高知新港） 
（10/6（木）9:00入港～15:00出港 高知新港） 
○職員向けコンプライアンス研修 
（10/5（水）10:30～12:00 

13:30～15:00 高知県中村合同庁舎） 
○耐震改修技術学校 第２回 
（10/5（水）17:30～19:30 四万十市役所３階会議室） 
（10/19（水）17:30～19:30 ちより街テラスちよテラホール） 
◯客船「にっぽん丸」寄港 
（10/9（日） 9:00入港～15:00出港 あしずり港） 
○全国港湾知事協議会総会 
（10/11（火）14:00～15:30 ホテルルポール麹町） 
○こうち防災フェスタ２０１６ 
（10/15（土）10:00～16:00 高知ぢばさんセンター） 
◯客船「飛鳥Ⅱ」寄港 
（10/17（月） 9:30入港～17:00出港 高知新港） 
 
 

→次項へ続く 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

土木部 
（続き） 
 

（9/29（木）10:30～12:00 
13:30～15:00 須崎市立市民文化会館） 

◯外国客船「セレブリティ・ミレニアム」寄港 
（9/23（金）9:00入港～17:00出港 高知新港） 
◯外国客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（9/24（土）9:00入港～20:00出港 高知新港） 
◯客船「ぱしふぃっく・びいなす」寄港 
（9/25（日）8:00入港～17:00出港 宿毛湾港） 
○高知県優良建設工事施工者表彰式 
（9/26（月）15:20～ 正庁ホール） 
○住宅耐震化促進に関する意見交換会 
（9/26（月）15:30～17:00 高知本町ビル） 
○高知県銀行協会次席者会（住宅耐震に関する講話） 
（9/27（火）12:20～13:00 高知県銀行協会 3階会議室） 
○建設業施工力向上研修会 
（9/27（火）13:45～16:45 大方ふるさと総合センター） 
（9/28（水）9:00～12:00 高知城ホール） 
（9/28（水）13:45～16:45 安芸市総合福祉センター） 
○維持管理エキスパート研修会 
（9/28（水）9:00～17:00トンネル分野（初級）２回目  

 高知県建設技術公社） 
（9/29（木）9:00～17:00トンネル分野（初級）３回目  

高知県建設技術公社） 
◯外国客船「マリナー・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（9/28（水）11:00入港～17:00出港 高知新港） 

○耐震改修技術学校 第３回 
（10/18（火）17:30～19:30 四万十市役所３階会議室） 
（10/25（火）17:30～19:30 ちより街テラスちよテラホール） 
○四国ブロック都市再生整備計画事業研究会 
（10/18（火）、10/19（水）土佐市ＵＳＡくろしおセンターほか） 
○違反建築防止週間「公開建築パトロール」 
（10/19（水）10:00～14:30 安芸市、土佐清水市、四万十町）  
◯外国客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（10/22（土） 8:00入港～16:00出港 高知新港） 
○もくもくランド（住宅耐震セミナー開催） 
（10/22（土）12:30～13:15 高知市中央公園） 
○住宅耐震出前講座（いの町西浦地区自主防災会） 
（10/23（日）10:00～12:00 いの町枝川雨水ポンプ場） 
○第 15回四国地方治水大会 
（10/25（火）13:30～16:00 高知会館） 
○全国高速道路建設協議会 秋季幹事会 
（10/28（金）13:30～15:00 都道府県会館） 

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）） 
○会計検査 
（9/1（木）山田養護学校） 
（9/2（金）四万十高等学校） 
（9/6（火）土佐警察署） 
（9/7（水）中央東農業振興センター） 
（9/8（木）産学官民連携センター） 
（9/12（月）、9/13（火）幡多土木事務所） 

→次項へ続く 

○コンプライアンス研修 
（10/5（水）10:30～12:00 

13:30～15:00 中村合同庁舎） 
○会計検査 
（10/17（月）清水高等学校） 
（10/18（火）幡多農業高等学校） 
（10/19（水）果樹試験場） 
（10/20（木）高知ろう学校） 
（10/25（火）農業担い手育成センター） 

→次項へ続く 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

会計管理局 
（続き） 

（9/15（木）嶺北高等学校） 
（9/16（金）高知海洋高等学校） 
（9/26（月）山田高等学校） 
○現金出納検査 
（9/5（月）10:30～ 北庁舎南監査室） 
○指定金融機関等検査 
（9/6（火）四国銀行中村支店） 
（9/8（木）四国銀行芸西支店） 
（9/13（火）四国銀行清水支店） 
（9/14（水）高知銀行佐賀支店） 
（9/21（水）高知銀行梼原支店） 
○コンプライアンス研修 
（9/21（水）10:30～12:00 

13:30～15:00安芸総合庁舎） 
（9/26（月）10:00～11:30 

13:30～15:00高知城ホール） 
（9/28（水）10:30～12:00 

13:30～15:00中村合同庁舎） 
（9/29（木）10:30～12:00 

13:30～15:00須崎市立市民文化会館） 

（10/27（木）幡多林業事務所） 
（10/28（金）幡多青少年の家） 
（10/31（月）希望が丘学園） 
○指定金融機関等検査 
（10/20（木）四国銀行福井支店、四国銀行中央市場支店） 
○現金出納検査 
（10/31（月）10:00～ 北庁舎南監査室） 
 

教育委員会事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○県民スポーツフェスティバル２０１６ 
（6/26（日）～H29 2/5（日）県内等各会場） 
○長期宿泊体験活動推進事業（津野町立葉山小・中央小・精華小） 
（8/30（火）～9/2（金）幡多青少年の家） 
○高知県いじめ問題対策連絡協議会第２回幹事会 
（9/1（木）13:00～15:00 教育委員室） 
○「若者はばたけプログラム」活用研修会指導実践演習（初級講座Ⅱ） 
・西部地区 
（9/2（金）10:30～17:00 四万十市中央公民館） 
・中部地区 
（9/8（木）10:30～17:00 県立大学永国寺キャンパス） 
・東部地区 
（9/9（金）10:30～17:00 田野町ふれあいセンター） 

 
→次項へ続く 

○第 71回国民体育大会 希望郷いわて国体 
（10/1（土）～10/11（火）岩手県内各会場） 
○放課後児童支援員認定資格研修 
・西部（２日目） 
（10/2（日）9:30～16:50 須崎市立市民文化会館） 
・西部（３日目） 
（10/16（日）9:30～16:50 須崎市立市民文化会館） 
・西部（４日目） 
（10/30（日）9:30～16:50 高知青少年の家） 

○第３回 スクールカウンセラー等研修講座 
（10/2（日）10:00～16:30 教育センター分館） 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

教育委員会事務局 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○第１回第２期高知県教育振興基本計画推進会議 
（9/2（金）13:30～15:30 人権啓発センター） 
○家庭的保育者等研修（認定研修） 
（9/3（土）8:40～18:00 高知学園短期大学） 
（9/4（日）9:30～17:10 高知学園短期大学） 
○高知龍馬マラソン実行委員会「平成２８年度第２回企画運営委員会」 
（9/5（月）16:00～17:00 高知市総合体育館） 
○「高知家の親の育ちを応援する学習プログラム」活用のためのファシ
リテーター養成研修 
・西部地区 
（9/6（火）9:00～12:00 四万十市中央公民館） 
・東部地区 
（9/13（火）9:00～12:00 田野町総合文化施設ふれあいセンター） 
・中部地区 
（9/21（水）9:00～12:00 教育センター分館） 

○全国学力・学習状況調査結果等説明会（校長対象） 
（9/6（火）13:30～16:45 高知県民文化ホール グリーン） 
○第２回人権教育担当主事等連絡会 
（9/7（水）13:30～17:00 教育センター分館） 
○学校支援地域本部推進事業（ブロック別研修会）しばてん大学 in嶺北 
（9/8（木）13:30～16:00 本山町プラチナセンター） 
○子育て支援員研修（専門研修／放課後児童コース） 
（9/10（土）10:15～16:30 
9/11（日）10:30～16:30 教育センター分館） 

○スポーツを通じたエリアネットワーク事業第３回市町村担当者会「高
岡・吾川」エリア 

（9/14（水）9:30～12:00 教育センター分館） 
○第２回女性のスポーツ推進検討委員会 
（9/15（木）14:00～16:00 教育委員室） 
○第１回高知県産業教育審議会 
（9/15（木）9:30～12:30  高知県立高知海洋高等学校） 
○青少年教育施設のあり方を考える懇話会（第２回） 
（9/15（木）13:20～16:20 教育センター分館 
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○県民スポーツフェスティバル２０１６ 
（10/2（日）スカッシュバレー・ソフトボール他 14種目） 
（10/13（木）ボウリング） 
（10/16（日）ボウリング・水泳他２種目） 
（10/23（日）バレーボール・スポーツチャンバラ・クレー射撃） 
（10/30（日）武術太極拳） 
○長期宿泊体験活動推進事業（南国市立十市小学校） 
（10/5（水）～10/8（土）幡多青少年の家） 
○第 58回高知県人権教育研究大会 
（10/8（土）9:30～16:30 高知市立潮江中学校） 
○第２回高知県特別支援学校技能検定実施委員会 
（10/14（金）14:00～16:00 教育センター分館） 
○龍馬マラソン２０１７ ランニングセミナー 
（10/16（日）9:30～12:00 春野総合運動公園陸上競技場） 
○シンガポールスポーツスクール来高 
（10/16（日）～10/19（水）春野総合運動公園 他） 
○高等学校地区別生徒指導主事会 
 ・幡多地区 
（10/18（火）10:00～17:00 清水高等学校） 

 ・高知地区 
（10/20（木）10:00～17:00 高知商業高等学校） 

 ・安芸 香長地区 
（10/21（金）10:00～17:00 高知農業高等学校） 

 ・高吾地区 
（10/26（水）10:00～17:00 明徳義塾高等学校） 

○第２回多様な学習支援推進事業に関する検討会議 
（10/19（水）10:20～15:00 窪川高等学校、四万十高等学校） 
○対話と実行座談会 
（10/20（木）9:30～12:00 たちばな幼稚園） 
○第 42回高知県小中学校教頭研究大会 
（10/21（金）9:00～16:45 高知会館・高知共済会館） 
○児童会・生徒会交流集会第４回実行委員会 
（10/23（日）13:00～16:00 人権啓発センター） 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

教育委員会事務局 
（続き） 

○第２回県立学校長会議 
（9/16（金）10:00～16:00  高知共済会館） 
○「早ね早おき朝ごはん」選考委員会 
（9/20（火）10:30～11:30 西庁舎３階北会議室） 
○第１回高知県総合教育会議 
（9/23（金）13:00～15:30 高知会館） 
○高知県放課後児童支援員認定資格研修 
・西部（１日目） 
（9/25（日）9:20～16:50 高知青少年の家） 

○第７１回国民体育大会高知県選手団結団式・壮行会 
（9/25（日）16:00～19:00 高知県民文化ホール「グリーンホール」） 
○特別支援学校教育課程研究集会 
（9/26（月）13:25～17:00 高知県立高知ろう学校） 
○子どもの発達と発達障害児への理解を促進するステップアップ研修
（３回目） 

（9/27（火）9:30～12:00 教育センター分館） 

○学校支援地域本部推進事業（ブロック別研修会）しばてん大学 in中芸 
（10/23（日）14:00～16:30 田野町ふれあいセンター） 
○第２回ＩＢ体験セミナー「国際バカロレアを体験してみよう！」 
（10/23（日）14:00～16:30 こうち男女共同参画センター「ソーレ」） 
○第２回高知県遠隔教育調査研究校研修会 
（10/24（月）15:20～17:00  高知追手前高等学校） 
○子どもの発達と発達障害児への理解を促進するステップアップ研修 
（４回目） 
（10/25（火）9:30～12:00 教育センター分館） 
○第 68回全国連合小学校長会研究協議会高知大会 
（10/27（木）、10/28（金）高知県立県民体育館 他） 
○高知県小中学校地区別生徒指導担当者・生徒指導主事会 
 ・東部地区 
（10/27（木）10:00～17:00 香我美市民館） 

 ・中部地区 
（10/28（金）10:00～17:00 サンピアセリーズ） 

 ・西部地区 
（10/31（月）10:00～17:00 ふるさと総合センター） 

○若者はばたけプログラム活用研修会（指導者養成講座）講座Ⅲ 
（10/28（金）10:30～17:00 ふくし交流プラザ） 
○第２回 スクールソーシャルワーカー活用事業初任者研修会 
（10/28（金）13:00～17:00 高知県立大学） 
○第２回グローバル教育推進委員会 
（10/31（月）13:30～16:00 高知共済会館） 

公営企業局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○県立病院職員（助産師、薬剤師、診療放射線技師、理学療法士）採用 
選考試験募集 

（7/29（金）～10/17（月）） 
○全国自治体病院協議会中国・四国地方会議 
（9/1（木）、9/2（金）ザクラウンパレス新阪急高知） 

○高知家総合医療専門研修プログラム準備委員会 
（9/3（土）14:00～17:00 高知大学医学部） 
○四国 4県公営企業管理者・局長会議 
（9/8（木）、9/9（金）香川県宇多津町） 
 

→次項へ続く 

○県立病院職員（助産師、薬剤師、診療放射線技師、理学療法士）採用 
選考試験募集 

（7/29（金）～10/17（月）） 
○出前授業（風力発電について） 
（10/15（土）10:00～12:00 香美市立大宮小学校） 
（10/23（日）10:00～15:00 甫喜ヶ峰フェスティバル） 
○公営電気事業経営者会議 管理者・局長会議 
（10/18（火）、10/19（水）福岡県） 
○幡多けんみん病院経営幹部会議 
（10/25（火）13:30～ 幡多けんみん病院） 

→次項へ続く 



Ｈ２８．１０．３ 政策企画課 

 32 / 35 

部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

公営企業局 
（続き） 

○高知県立病院群総合医・家庭医養成後期研修プログラム/高知大学医 
学部総合医・家庭医養成後期研修プログラム合同ポートフォリオ発表 
会 

（9/10（土）14:30～17:30 高知大学医学部レジデントハウス） 
○第 33回幡多ふれあい医療公開講座 
（9/11（日）13:30～ 大方あかつき館） 
○会計事務検査  
（9/12（月）、9/13（火）幡多けんみん病院） 
○平成 28年度高知県自治体病院開設者協議会定時総会 
（9/21（水）15:00～ 高知医療センター） 

○あき総合病院経営幹部会議 
（9/23（金）16:00～ あき総合病院） 
○幡多けんみん病院経営幹部会議 
（9/27（火）13:30～ 幡多けんみん病院） 
○地域医療課題検討会 
（9/28（水）13:30～15:30 あき総合病院） 
○公営電気事業経営者会議 技術専門委員会 
（9/30（金）14:00～17:00 東京） 

○第２回高知県立病院経営者会議 
（10/28（金）16:00～18:00 県立病院課） 
○県立病院職員採用試験 
（10/29（土）、10/30（日）9:00～ 職員能力開発センター） 
○高知県立病院群総合医・家庭医養成後期研修プログラム説明会 
（10/29（土）15:00～ 高知県民文化ホール４階第７・８多目的室） 
○あき総合病院経営幹部会議 
（日程調整中 あき総合病院） 
 

警察本部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○高齢者交通事故防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ開始式及び高齢者１万人訪問活動出発式 
（9/1（木）10:00～11:00 警察本部１階正面玄関） 
○平成 28年度全国警察柔道及び剣道選手権大会 
（9/6（火）9:00～18:00 日本武道館） 
○平成 28年度高知県タウンポリス連絡協議会総会 
（9/6（火）14:00～16:00 警察本部講堂） 
○平成 28年度高知県警察柔道及び剣道大会 
（9/15（木）9:00～16:00 県立武道館） 
○平成 28年度児童相談所・警察連絡協議会 
（9/16（金）13:30～16:30 警察学校及び機動隊仮庁舎（旧南国署）） 
○平成 28年度第３回県下交通課長会議 
（9/16（金）14:00～17:00 警察本部講堂） 
○命の大切さを学ぶ教室 
（9/16（金）19:50～20:50 高岡高校） 
○秋の全国交通安全運動出発式・交通安全啓発パレード 
（9/21（水）10:00～ 県庁正面玄関前） 

→次項へ続く 

○特殊詐欺に対する取締活動及び予防活動の強化推進期間 
（10/1（土）～10/31（月）） 
○全国通信指令・無線通話競技会 
（10/4（火）9:30～17:30 警察庁） 
○全国地域安全運動「安全・安心なまちづくりの日高知県民のつどい」 
（10/7（金）14:00～16:00 高知会館） 
○第 47回全国白バイ安全運転競技大会 
（10/8（土）9:30～17:00 茨城県・安全運転中央研修所） 
（10/9（日）8:00～17:30 茨城県・安全運転中央研修所） 
○高知県医師会かかりつけ医認知症対応力向上研修会（運転免許センタ
ー講師派遣） 

（10/8（土）18:00～19:30 幡多医師会館） 
（10/15（土）18:00～19:30 高知市総合あんしんセンター） 
○全国地域安全運動 
（10/11（火）～10/20（木）） 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

警察本部 
（続き） 

○秋の全国交通安全運動 
（9/21（水）～9/30（金）） 
○第 26回交通安全ひろば 
（9/22（木）10:00～15:00 中央公園） 
○ＩＰＡ「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」審査会 
（9/28（水）11:00～16:00 警察本部 403会議室） 
○四国管区内警察逮捕術・拳銃射撃大会 
（9/29（木）9:30～ 四国管区警察学校） 
○第 70期短期初任科卒業式 
（9/29（木）10:00～11:00 警察学校） 

○全国警察柔道大会 
（10/17（月）9:00～18:00 日本武道館） 
○全国警察剣道大会 
（10/18（火）9:00～18:00 日本武道館） 
○第２回県下刑事・刑事生活安全課長会議 
（10/21（金）15:00～17:15 警察本部講堂） 
○シニア交通安全ふれあいフェスタ 2016 in kochi 
（10/22（土）10:00～15:00 警察本部庁舎） 
○第 15回暴力追放高知・県市民総決起大会 
（10/26（水）14:00～16:50 県民文化ホール等） 
○平成 28年度第２回長期浸水対策訓練 
（10/28（金）13:30～16:00 鏡川みどりの広場） 

東京事務所 
 

○プレ・第 15回ドリーム夜さ来い祭り in羽田空港国際線旅客ターミナ
ル 

（9/4（日）羽田空港国際線旅客ターミナル） 
○あったか高知で暮らす。移住笑談会 in東京 ～農・林・漁業編～ 
（9/10（土）12:30～15:30 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）） 

○ハマこい 2016 
（9/10（土）パシフィコ横浜） 
○高知県観光特使交流会 
（9/17（土）18:00～21:00 東京都墨田区・東武ホテルレバント東京） 
○第 12回深川カーニバルよさこい祭り 
（9/19（月）東京都江東区・門前仲町） 
○高知家学講座 
（9/21（水）、9/22（木）東京都港区・TechShop Tokyo） 
○第１回 Shikoku Sake Trip 
（9/22（木）東京都千代田区・ECOZZERIA丸の内） 
○四国観光商談会 
（9/29（木）東京都港区新橋・第一ホテル東京） 

○ＣＬＴで地方創生を実現する議員連盟第２回総会 
（10/3（月）12:00～13:00 参議院議員会館） 
○大田市場まつり 
（10/6（木）～10/8（土）大森とうきゅう） 
○第 16回坂戸よさこい 
（10/8（土）、10/9（日）埼玉県坂戸市） 
○来て見て食べて感動！九州観光・物産フェア 2016（平成の薩長土肥連
合関連） 

（10/8（土）～10/10（月）代々木公園） 
○第 17回東京よさこい 
（10/9（日）東京都豊島区池袋） 
○近畿日本ツーリスト有楽町営業所での観光ＰＲ 
（10/10（月）東京都千代田区・近畿日本ツーリスト有楽町営業所） 
○高知家の魚商談会 in築地にっぽん漁港市場 
（10/18（火）13:00～15:30 築地にっぽん漁港市場） 
○第 12回ふるさと回帰フェア 2016 
（10/22（土）10:00～16:30 東京国際フォーラム） 
○三井住友海上での合同県産品フェア 
（10/26（水）9:00～15:00 東京都千代田区・三井住友海上駿河台ビル） 
○四国暮らしフェア in東京 2016 
（10/30（日）10:30～16:30 東京都千代田区・東京交通会館） 
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部局等名 ９月の主要な取り組み １０月の主要な取り組み予定 

産業振興センター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○モノづくり受発注下請広域商談会（9/29、大阪）担当者会 
（9/5（月）14:30～17:00 東大阪市） 
○防災関連製品の知事トップセールス及びセミナー＆商談会 
（9/5（月）フィリピン（マニラ）） 
○台湾防災フォーラム商談会開催（10月）事前協議 
（9/6（火）～9/10（土）台湾） 
○東京営業本部「高知家」ミニ展示発表会（防災備蓄品） 
（9/9（金）10:00～16:00 東京） 
○「無料ではじめるホームページ」セミナー 
（9/12（月）13:30～15:00 ぢばさんセンター） 
○海外展開セミナー（海外向けインターネット販売） 
（9/12（月）14:00～16:30 ぢばさんセンター） 
○ものづくり総合技術展出展者説明会 
（9/15（木）10:30～11:30 

14:00～15:00 ぢばさんセンター） 
○第４回ミニ商談会 
（9/15（木）、9/16（金）ぢばさんセンター） 
○平成 28年度「こうち農商工連携基金」助成対象事業審査会 
（9/21（水）9:30～15:45 ぢばさんセンター） 
○中小企業会計啓発・普及セミナー「会計を経営に活かす」 
（9/21（水）10:00～15:30 ぢばさんセンター） 
○ものづくり地産地消出前相談会 
（9/24（土）10:00～16:00 梼原町ゆすはらグルメまつり） 
○インターネット取引（ＢtoＢ）戦略構築セミナー 
（9/28（水）、9/29（木）9:30～16:30 ぢばさんセンター） 
○第５回事業戦略支援会議 
（9/28（水）13:30～15:30 工業技術センター） 
○手書きポップ実践セミナー 
（9/28（水）13:30～16:00 宿毛市商工会議所） 
○モノづくり受発注下請広域商談会 
（9/29（木）9:00～17:00 大阪市マイドームおおさか） 
○第２回ものづくり企業外商支援会議 
（9/30（金）13:30～15:00 ぢばさんセンター） 

○【見本市】平成 28年度愛媛農林水産参観デー 
（10/1（土）、10/2（日）松山市） 
○ＩＳＯ内部監査員セミナー 
（10/3（月）～10/7（金）9:00～17:00 ぢばさんセンター） 
○四国合同下請広域商談会 第３回担当者会 
（10/4（火）13:30～16:30 松山市） 
○【見本市】東京国際包装展 
（10/4（火）～10/7（金）東京ビッグサイト） 
○大合同異業種交流会 
（10/5（水）17:00～ サンライズホテル） 
○【見本市】関西機械要素技術展 
（10/5（水）～10/7（金）インデックス大阪） 
○ものづくり地産地消出前相談会 
（10/7（金）、10/8（土）農業技術センター農業振興フェア） 
○【見本市】森林・林業・環境機械展示実演会 
（10/9（日）、10/10（月）広島県福知山市） 
○【見本市】国際福祉機器展 
（10/12（水）～10/14（金）東京ビッグサイト） 
○【見本市】農業資材ＥＸＰＯ 
（10/12（水）～10/14（金）幕張メッセ） 
○e商人養成塾 
（10/19（水）9:00～17:00 ぢばさんセンター） 
○四国ブロック産業支援機関連絡協議会 
（10/20（木）14:00～17:00 ぢばさんセンター） 
○【見本市】建設技術フェア 
（10/20（木）、10/21（金）名古屋吹上ホール） 
○近畿・四国合同広域商談会 第２回担当者会 
（10/21（金）14:00～ 京都市） 
○台湾防災フォーラム・商談会 
（10/24（月）、10/25（火）台湾） 
○【見本市】建設技術展 
（10/26（水）、10/27（木）マイドームおおさか） 
○【見本市】ジャパンホームショー 
（10/26（水）～10/28（金）東京ビッグサイト） 

→次項へ続く 
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産業振興センター 
（続き） 

○第６回事業戦略支援会議 
（10/31（月）13:30～15:30 工業技術センター） 
○【見本市】産業交流展 
（10/31（月）～11/2（水）東京ビッグサイト） 

※ 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） 


