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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

総務部 
 
 
 

１ 平成 29年度高知県庁インターンシップ実習生の受入れ（127名） 
（8/14（月）～9/8（金）） 
２ ハラスメント対策研修（一般職員向け） 
（9/1（金）9:00～12:00 高知会館） 
３ 日本一の健康長寿県構想広報特別番組 
 「みんなで育てる高知家の健やか健康～第３期日本一の健康長寿県構想～」 
（9/3（日）17:00～17:30） 
（9/24（日）13:00～13:30） 
４「高知県・高知市連携ＰＰＰ/ＰＦＩ地域プラットフォーム」キックオフ会議 
（9/4（月）10:00～11:00 職員能力開発センター） 
５ 第 27回中四国サミット 
（9/4（月）13:30～16:35 大山ロイヤルホテル（鳥取県）） 
６ 交通事故防止講習会 
（9/5（火）13:30～15:30 農業技術センター） 
（9/7（木）13:30～15:30 四万十市防災センター） 
７ ９月補正予算知事査定 
（9/6（水）～9/7（木）） 
８ 平成 29年度第２回税外未収金対策連絡会議・部会合同会議 
（9/7（木）13:30～15:00 正庁ホール） 
９ 平成 29年度「都道府県税務情報処理協議会」中国・四国ブロック会議 
（9/7（木）13:30～16:30 高知会館） 
10 平成 29年度 高知県職員（社会福祉（心理判定員）・理学療法士・薬剤師）

採用選考考査 
（9/9（土）8:30～ 職員能力開発センター） 
11 平成 29年度 高知県職員社会人経験者採用試験 採用面接 
（9/11（月）～9/15（金）） 
12 平成 29年度 新規採用職員ストレスケア研修 
（9/12（火）14:00～16:30 正庁ホール） 
（9/13（水） 9:00～11:30 正庁ホール） 
13 第３回 対話と実行行脚 
（9/12（火）津野町） 
14 南海トラフ地震に係る県民対応窓口業務訓練 
（9/13（水）9:30～12:00 庁内） 
15選挙出前授業 
（9/14（木）梼原高校） 
（9/20（水）高岡高校） 
16 ９月議会記者発表 
（9/15（金）14:00～14:50 第一応接室） 
17 平成 28年度普通会計決算見込み・決算健全化判断比率の状況公表 
（9/15（金）） 
18 平成 29年度知事表彰審査会 
（9/20（水）15:00～15:30 第二応接室） 
19 四国四県町村長・議長大会 
（9/26（火）14:00～15:30 ザ クラウンパレス新阪急高知「花の間」） 
20 公益認定等審議会 
（9/28（木）9:30～ 第三・第四会議室） 
21 大川村議会維持対策検討会議 
（日程調整中 大川村） 
 
【参考】 
○９月議会日程（予定） 
 ・開会（9/21（木）） 
 ・一般質問（9/27（水）～10/3（火）） 
 ・常任委員会（10/4（水）～10/10（火）） 
 ・閉会（10/12（木）） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

危機管理部 
 
 
 

１ 地域津波避難計画現地点検 
（9/1（金）9:00～10:00 南国市日章久枝東） 
（9/3（日）13:30～ 芸西村西分浜西） 
（9/4（月）9:00～ 四万十市古津賀第２団地） 
（9/4（月）13:00～ 四万十市古津賀第１団地） 
（9/5（火）9:00～ 南国市日章田村東部） 
（9/5（火）9:30～ 宿毛市松田町、土居下、桜町、萩原、本町） 
（9/6（水）13:00～ 南国市十市高田） 
（9/9（土）9:00～ 南国市十市片山） 
（9/9（土）15:00～17:00 安芸市川北・西ノ島） 
（9/10（日）8:30～10:00 安芸市津久茂町） 
（9/12（火）13:00～ 南国市十市片山北） 
（9/16（土）11:00～ 南国市日章久枝北・下島里） 
（9/20（水）10:00～ 南国市十市日章徳常） 
（9/22（金）10:00～ 南国市前浜前浜寺家） 
（9/24（日）15:00～17:00 安芸市川北・中村前島） 
２ 県内一斉シェイクアウト訓練 
（9/1（金）10:00～ 県内全域） 
３ 避難所運営マニュアル作成支援 
（9/3（日）9:00～12:00 四万十町興津） 
（9/10（日）13:00～16:30 四万十町丸山小学校） 
４ 平成 29年度高知県原子力災害対策研修 
（9/5（火）10:00～16:00 高知城ホール） 
５ 四国財務局及び高知財務事務所との災害時の支援に関する協定締結式 
（9/6（水）13:00～13:15 第一応接室） 
６ 第３回四国４県５大学連携打合せ会 
（9/7（木）10:30～12:00 高知大学） 
７ 高知県防衛議員連盟総会 
（9/9（土）16:00～ ホテル南水） 
８ 四国地方非常通信協議会第１回実務担当者会議 
（9/13（水）13:00～16:00 高知城ホール） 
９ 防災情報通信体制整備のための連絡会実務担当者会議 
（9/14（木）9:30～12:00 防災作戦室） 
10 第４回高知県物資配送計画検討協議会 
（9/14（木）14:00～16:00 こうち男女共同参画センター） 
11 平成 29年度香南市消防大会 
（9/17（日）13:00～ 吉川漁港） 
12 平成 29年度第１回高知空港緊急計画連絡協議会専門部会 
（9/21（木）14:00～16:00 高知空港事務所） 
13 平成 29年度消防職員初任教育成果発表・卒業証書授与式 
（9/22（金）9:30～16:00 消防学校） 
14 平成 29年度安芸災害対策支部震災対応訓練 
（9/29（金）13:30～16:30 安芸総合庁舎） 
15 高知市北消防署開署式 
（9/30（土）14:00～15:30 高知市北消防署） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
 
 
 

１ 第２回高知県小児医療体制検討会議 
（9/1（金）19:00～20:30 第二応接室） 
２ 第２回日本一の健康長寿県構想推進会議 
（9/4（月）9:00～17:00 第二応接室） 
３ 第１回高知県地域医療構想調整会議 
（9/4（月）18:00～20:00 幡多総合庁舎） 
４ 第１回高知県医療審議会医療従事者確保推進部会 
（9/4（月）18:30～20:00 高知共済会館３階「桜」） 
５ 第１回高知県の看護を考える検討委員会 
（9/4（月）18:30～20:30 高知共済会館３階「藤」） 
６ 第１回高知県医療関連感染対策地域支援ネットワーク会議 
（9/4（月）18:30～20:30 高知共済会館４階「浜木綿」） 
７ 第１回高知県難病対策地域協議会 
（9/5（火）18:30～20:30 第二応接室） 
８ こうち健康企業プロジェクト 
  ・健康経営推進懇談会 

（9/6（水）11:00～12:00 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
・健康経営セミナー 
（9/6（水）13:30～15:40 高新文化ホール） 

９ クリーニング師試験 
（9/7（木）9:00～ 高知城ホール） 
10 ウィルス性肝炎啓発イベント（ご当地キャラまつり in須崎） 
（9/10（日）9:00～15:00 須崎市桐間多目的公園） 
11 高知家健康パスポート取得促進イベント 
（9/10（日）11:00～16:00 フジグラン野市） 
12 第１回高知県食の安全・安心推進審議会 
（9/11（月）13:30～16:00 正庁ホール） 
13 高知県健康診査管理指導協議会第１回循環器疾患等部会 
（9/11（月）18:30～20:30 高知共済会館） 
14 医師を対象とした災害医療研修 

・セクション１ 
（9/11（月）19:00～21:00 南国市保健福祉センター） 
・セクション２  
（9/28（木）19:00～21:00 四万十市立中央公民館） 

15 第２回高知県救急医療体制検討専門委員会 
（9/12（火）18:30～20:30 防災作戦室） 
16 第１回高知県感染症対策協議会 
（9/12（火）18:30～20:30 第二応接室） 
17 第９回高知県指定難病審査会 
（9/13（水）18:30～20:00 第三応接室） 
18 第２回高知県国民健康保険運営協議会 
（9/14（木）13:00～16:00 文学館ホール）  
19 第１回高知県医療関連感染対策研修会 
（9/17（日）14:00～16:30 高知県立ふくし交流プラザ） 
20 高知県簡易水道協会定例総会 
（9/21（木）15:00～16:30 高知共済会館）  
21 土佐の夢話想 2017 
（9/23（土）16:00～21:00 鏡川緑の広場（高知市鷹匠町）） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
 
 

１ 平成 29年度自殺対策啓発テレビＣＭ放送 
（8/25（金）～9/19（火）） 
２ 平成 29年度高知県自立支援協議会専門部会（人材育成部会） 
（9/1（金）15:00～17:00 本町ビル３階会議室） 
３ 高知ギルバーグ発達神経精神医学センター主催研修 

・感覚プロファイルセミナー 
（9/2（土）9:00～11:30 高知共済会館） 
・Vineland-Ⅱワークショップ 
（9/2（土）13:00～16:30 高知共済会館） 
・ESSENCE研修会「乳幼児の発達と親支援」 
（9/19（火）19:00～21:00 高知城ホール） 

４ 民生委員制度創設 100周年記念 高知県民生委員児童委員大会 
（9/2（土）10:00～15:00 県民文化ホールオレンジホール） 
５ 第２回日本一の健康長寿県構想推進会議 
（9/4（月）9:00～17:00 第二応接室） 
６ 圏域別権利擁護担当者意見交換会 
（9/4（月）13:30～16:00 中央西福祉保健所） 
（9/6（水）13:30～16:00 中央東福祉保健所） 
（9/12（火）13:30～16:00 安芸福祉保健所） 
（9/15（金）13:30～16:00 幡多福祉保健所） 
７ 平成 29年度高知県発達障害児等支援スキルアップ研修（第５回） 
（9/5（火）9:00～12:00 ふくし交流プラザ） 
８ 平成 29年度生活支援コーディネーター養成研修（第２部） 
（9/6（水）10:50～15:30 ふくし交流プラザ） 
９ 平成 29年度第２回障害者職業能力開発情報交換会 
（9/6（水）13:30～16:30 高知県教育センター分館） 
10 平成 29年度高知県青少年問題協議会 
（9/7（木）10:30～11:30 高知共済会館） 
11 平成 29年度第１回ひきこもり支援に関する研修 
（9/7（木）13:30～16:30 高知共済会館） 
12 第４回四国少子化対策会議 
（9/7（木）14:30～16:30 ＪＲホテルクレメント高松） 
13 地域子供の未来応援交付金説明会 
（9/8（金）13:30～16:00 正庁ホール） 
14 乳幼児の発達に関する研修会（基礎編） 
（9/10（日）12:30～13:30 高知医療センター） 
15 第 39回「少年の主張高知県大会」 
（9/10（日）13:00～16:00 高知市立自由民権記念館） 
16 高知県主催出会い交流イベント「星に願いをパーティー」 
（9/10（日）18:00～21:00 牧野植物園） 
17 高知県少子化対策推進県民会議平成 29年度第１回総会 
（9/13（水）10:00～12:00 高知城ホール） 
 
 
 
 
 
 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
（続き） 
 

18 第 46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 
  （9/14（木）10:00～ 高知県立美術館ホール） 

・展示 
  （9/14（木）10:00～17:00 

9/15（金）～9/19（火）9:00～17:00 高知県立美術館県民ギャラリー） 
  ・表彰式 
  （9/19（火）14:30～16:00 高知県立美術館ホール） 
19 子どもの居場所づくりネットワーク会議 
（9/14（木）13:00～15:00 ふくし交流プラザ） 
20 平成 29年度あったかふれあいセンター利用者データ研修会 
（9/14（木）13:30～16:30 須崎商工会議所会館） 
（9/15（金）13:30～16:30 野市中央公民館） 
21 平成 29年度第１回高知県児童福祉審議会 
（9/15（金）18:00～19:30 県民文化ホール） 
22 知事の長寿高齢者訪問 
（9/16（土）訪問先未定） 
23 見えない・見えにくい方向け第４回便利グッズ即売会＆福祉機器展示会 

バリアフリー図書展示会・体験会 
（9/17（日）10:00～16:00 高知会館） 
24 第１回 平成 29年度あったかふれあいセンター職員テーマ別研修 
（9/20（水）10:00～16:00 ふくし交流プラザ） 
25 平成 29年度障害者雇用優良事業所等表彰式 
（9/20（水）11:00～12:00 正庁ホール） 
26 平成 29年度新任民生委員・児童委員（２年目）研修 
（9/20（水）13:30～16:00 南国市保健福祉センター） 
（9/25（月）13:30～16:00 須崎市立市民文化会館） 
27 平成 29年度障害者雇用合同面接会 
（9/21（木）13:00～16:30 高知市文化プラザかるぽーと） 
28 マッチングサポータースキルアップ研修 
（9/23（土）13:30～16:00 高知会館） 
29 高知で恋しよ!!マッチング出張登録会（香美市・香南市・南国市３市合同） 
（9/24（日）10:00～17:00 サザンシティホテル） 
30 こうち子ども未来フォーラム 
（9/24（日）13:00～16:00 ちより街テラス） 
31 平成 29年度発達障害に関するセミナー「障害者差別解消法施行から１年半あ

らためて考える合理的配慮」 
（9/25（月）13:30～16:00 県民文化ホール グリーンホール） 
32 平成 29年度認定調査員新規研修会 
（9/26（火）10:00～16:00 高知会館） 
33 平成 29年度ひきこもり地域支援センター普及啓発講演会・支援者連絡会事業 

つながるフェス～ひきこもりミニシンポ＆交流会～ 
（9/27（水）13:00～17:00 男女共同参画センター ソーレ） 
34 希望が丘学園大運動会 
（9/28（木）10:00～15:00 希望が丘学園） 
35 平成 29年度第１回発達障害者就労支援セミナー 

青年期・成人期における重度の方への就労支援・生活支援 
（9/28（木）13:30～16:00 ＪＡ高知はた農協会館） 
（9/29（金）13:30～16:00 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 ９月の主要な取り組み予定 

文化生活スポー
ツ部 
 
 

１ 高齢者交通事故防止キャンペーン開始式及び高齢者１万人訪問活動出発式並
びに啓発活動 

（9/1（金）10:00～12:00 高知県警察本部・帯屋町アーケードほか） 
２ 性暴力被害者支援研修 
（9/2（土）14:00～16:00 高知大学附属病院） 
３ 2017プレナスなでしこリーグ 
「ＩＮＡＣ神戸レオネッサ」ＶＳ「ＡＣ長野パルセイロ・レディース」 

（9/2（土）18:00～ 春野総合運動公園陸上競技場） 
４ 高知県文化賞選定委員会 
（9/4（月）13:30～15:30 正庁ホール） 
５ ファミリー・サポートセンター事業アドバイザー研修 
（9/4（月）13:30～16:30 県立文学館） 
６ 交通安全・安全安心まちづくり・被害者支援ブロック別担当者会 
（9/4（月）13:30～ 須崎総合庁舎） 
（9/6（水）13:30～ 幡多総合庁舎） 
（9/8（金）13:30～ 職員能力開発センター） 
（9/11（月）13:30～ 安芸総合庁舎） 
７ ワイン専門雑誌「WINE REVIEW」（韓国）取材対応 
（9/4（月）～9/7（木）高知市、いの町、佐川町、中土佐町、四万十町、土佐市） 

※本年度実施 22回目 
８ まんが王国・土佐推進協議会第１回総会委員事前説明 
（9/4（月）～9/8（金）高知県内） 
（9/5（火）、9/6（水）東京都内） 
９ 市町村消費生活相談員研修 
（9/5（火）9:30～16:30 安芸市民会館） 
（9/26（火）9:30～16:30 四万十市役所） 
（9/27（水）9:30～16:30 県立消費生活センター） 
10 第２回高知県スポーツ振興推進本部会議 
（9/6（水）9:30～12:00 第二応接室） 
11 第２回こうち男女共同参画会議 
（9/6（水）10:00～12:00 高知城ホール） 
12 ＤＶ関係機関連絡会議 
（9/8（金）13:30～16:00 安芸総合庁舎） 
（9/11（月）13:30～16:00 こうち男女共同参画センターソーレ） 
（9/14（木）13:30～16:00 しまんと市立中央公民館） 
13 高知龍馬マラソン第２回企画運営委員会 
（9/8（金）16:00～17:00 高知市総合体育館） 
14 阪神タイガース四藤社長訪問 
（9/8（金）17:00～ 阪神甲子園球場） 
15 東部総合運動場多目的ドーム落成式 
（9/9（土）10:00～高知市東部総合運動場） 
16 「四万十南予横断２RIVER VIEW ride 2017」 
（9/10（日）7:30～18:00   

四万十市、四万十町、愛媛県宇和島市、愛媛県松野町） 
17 多重債務者無料相談会及びこころの健康相談会 
（9/10（日）、9/17（日）13:00～16:00 県立消費生活センター） 
（9/15（金）17:00～20:00、9/30（土）13:00～16:00 高知市消費生活センター） 
（9/16（土）13:00～16:00 幡多広域消費生活センター） 
（9/24（日）13:00～16:00 南国市役所） 
 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

文化生活スポー
ツ部 
（続き） 
 
 
 

18 冠協賛試合「子どもの人権啓発ゲーム」 
高知ファイティングドッグス VS香川オリーブガイナース 

（9/10（日）18:00～ 高知市総合運動場野球場） 
19 全国漫画家大会議出版社等訪問 トキワ荘フォーラム 
（9/14（木）～9/16（土）東京都内） 
20 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 
（9/19（火）18:30～ 県民文化ホール） 
（9/20（水）18:30～ 香南市のいちふれあいセンター） 
21 第９回無事故・無違反ドライバーズコンテスト「セーフティーロード 103」出

発式 
（9/20（水）10:00～ 警察本部） 
22 秋の全国交通安全運動街頭啓発 
（9/21（木）、9/29（金）7:30～8:20 県庁前交差点） 
23 秋の全国交通安全運動交通指導取締隊出発式及び交通安全啓発パレード 
（9/21（木）10:00～12:00 本庁舎正面玄関前ほか） 
24 まんが王国・土佐推進協議会第１回総会 
（9/22（金） 13:30～15:00 高知城ホール） 
25 日韓交流おまつり 2017 in ソウル 
（9/24（日）ソウル） 
26 消費生活講座 
（9/25（月）～10/1（日） 

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） 
27 駐日イタリア大使の知事表敬訪問 
（9/29（金）17:00～17:15 知事室） 
28 オリックスバファローズ高知よさこいシリーズ 
（9/30（土）大阪京セラドーム） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

産業振興推進部 
 
 
 

１ 高知家の「○○家族」募集 
（6/7（水）～） 
２ 高知県産素材を使用した商品「野菜生活 100直七ミックス」の発売 
（8/22（火）～） 
３ 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） 
４ ふるさとワーキングホリデー「参加者と語るナイト」（高知県、福井県、宮崎

県共催） 
（9/1（金）移住・交流情報ガーデン（中央区京橋）） 
５ 移住相談会｢高知暮らしフェア（ミニ）｣ 
（9/2（土）11:00～16:00 東京交通会館（千代田区有楽町）） 
６ 第１回地域アクションプランフォローアップ会議 
（9/4（月）14:00～ すこやかセンター伊野） 
（9/5（火）14:00～ 香美農林合同庁舎） 
（9/6（水）14:00～ 安芸総合庁舎） 
（9/6（水）14:00～ 須崎市総合保健福祉センター） 
７ ＧＦＳＩ日本食品安全会議 2017 
（9/4（月）ホテルオークラ東京） 
８ 旭食品フードランド 2017 【連携】 
（9/6（水）、9/7（木）高知ぢばさんセンター） 
９ 四国４県連携高島屋四国フェア 
（9/6（水）～9/19（火）（上海）） 
10 第 13回ふるさと回帰フェア 2017 
（9/10（日）10:00～16:30 東京国際フォーラム（東京都千代田区）） 
11 第１回業務用商品相談会 
（9/11（月）11:00～17:00、9/12（火）9:30～14:00 高知農業改良普及所） 
12 ＨＡＣＣＰ研修 
（9/13（水）、9/14（木）須崎市民文化会館） 
13 第１回産業振興計画連携テーマ部会 
（9/14（木）13:30～16:00 高知会館） 
14 平成 29年度第２回高知県移住推進協議会 
（9/14（木）高知サンライズホテル） 
15 四国４県連携上海現地商談会 
（9/15（金）上海総領事館（上海）） 
16 土佐酒輸出促進事業 
・土佐酒試飲商談会 in Paris 
（9/15（金）、9/16（土）（パリ）） 
・London Tosa Sake Fair 2017 
（9/18（月）（ロンドン）） 
・土佐酒デイナー in London（仮称） 
（9/19（火）（ロンドン）） 

17 移住体験ツアー「課題を資本に起業する。課題資本主義！編」 
（9/16（土）、9/17（日）高知市、土佐市） 
18 第１回高知県産業振興計画フォローアップ委員会 
（9/19（火）13:30～16:30 高知サンライズホテル） 
19 第 33回香川高知県人会総会 
（9/22（金）18:30～ ＪＲホテルクレメント高松） 
20 一般衛生管理研修 
（9/25（月）高知市あんしんセンター） 
（9/26（火）四万十市中央公民館） 
21 移住相談会「高知家ホームパーティー」 
（9/30（土）シティプラザ大阪） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ９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） 
 

１ 土佐ＭＢＡ本科「起業・第二創業コース」 
・基礎講座第３講「リーンスタートアップ（ビジネスモデルの構築）」 
（9/1（金）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ） 
・基礎講座第４講「起業準備（資金調達）」 
（9/13（水）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ） 
・基礎講座第５講「起業準備（クラウドファンディング）」 
（9/20（水）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ） 
・基礎講座第６講「起業演習（ビジネスゲーム）」 
（9/21（木）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ） 

２ こうち起業サロン「KOCHI START UP PARK」 
・ステップアッププログラム③ 
（9/2（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） 
・アイデアソン 
（9/9（土）、9/10（日）13:00～18:00  

コ・ワーキングスペース「OUCHI」高知市はりまや町） 
・ステップアッププログラム④ 
（9/16（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⑤ 
（9/30（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） 
３ 土佐ＭＢＡ本科「ビジネス法務コース」 

・入門講座「経営法務入門（コンプライアンス、労働問題）」 
（9/3（日）13:30～16:30 ココプラ） 
・基礎講座第１講「債権管理・回収のノウハウ」 
（9/24（日）10:30～12:00 ココプラ） 

４ 土佐ＭＢＡ実科「目指せ！弥太郎商人塾」 
・SESSION２「損益分岐点の考え方と財務諸表の見方」 
（9/4（月）～9/6（水）9:00～17:00  ココプラ） 

５ 土佐ＭＢＡ本科「スキルアップセミナー」 
・第４講「デザイン思考」 
（9/6（水）13:30～16:30 ココプラ） 
・第５講「ネゴシエーション」 
（9/12（火）13:30～16:30 ココプラ） 

６ シーズ・研究内容紹介⑨ 
・「未来を切り開くライフストーリー －自分史分析をおこなった 15年を振

り返る－」（講師：高知県立大学） 
（9/6（水）15:30～17:00 ココプラ） 

７ 開放特許活用新事業創出プロジェクト アイデアソン① 
（9/7（木）17:30～20:00 ココプラ） 
８ 土佐ＭＢＡ本科「情報ビジネスコース」 

・入門講座「デジタル化（データドリブン経営）入門」 
（9/8（金）13:30～16:30、9/9（土）13:30～16:30 ココプラ） 
・基礎講座第１講「ソーシャルマーケティング/データベースド・マーケティ
ング」 

（9/29（金）13:30～15:00、9/30（土）13:30～15:00 ココプラ） 
・基礎講座第２講「カスタマージャーニー/コンテンツマーケティング」 
（9/29（金）15:20～16:50、9/30（土）15:20～16:50 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 ９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 
 
 
 
 
地産外商公社 
 

９ 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 
（9/11（月）、9/25（月）19:30～21:30  

ＧＯＢ Incubation Partners株式会社（東京都渋谷区） 
10 経営者トーク⑤ 

・「高知発！地方活性化のリーディングカンパニーへ」 
    講師：株式会社 SHIFT PLUS 代表取締役 松島 弘敏 氏 

（9/15（金）18:30～20:00 ココプラ） 
11 土佐ＭＢＡ本科・応用講座「土佐経営塾」 

・SESSION１「開講式/夢が現実の壁にぶつかるとき」 
（9/17（日）13:30～17:00 ココプラ） 
・SESSION２「会計情報が出来ていくプロセス」 
（9/25（月）19:00～21:00 ココプラ） 

12 シーズ・研究内容紹介⑩ 
・「電子ホログラフィを用いた３Ｄ動画像再生技術～究極の３Ｄディスプレイ   
開発～」講師：高知大学 

（9/20（水）18:30～20:00 ココプラ） 
13 土佐ＭＢＡ本科「組織・人的資源マネジメントコース」 

・入門講座「組織管理入門」 
（9/21（木）13:30～16:30、9/23（土）13:30～16:30 ココプラ） 
・基礎講座第１講「人事労務のリスクマネジメント」 
（9/22（金）13:30～15:00、9/24（日）13:30～15:00 ココプラ） 
・基礎講座第２講「現場リーダーの心得 人財育成篇」 
（9/27（水）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ） 

14 NARIWAI Start Up Salon（ナリワイ スタートアップ サロン） 
（9/24（日）13:00～18:30 土佐山アカデミー） 
15 土佐ＭＢＡ実科「ＭＢＡアドバンス」 

・SESSION７「コンプライアンス、リスクマネジメント」 
（9/29（金）10:00～17:00ココプラ） 

16 土佐ＭＢＡ実科「高知コ・クリエーションベース」④ 
（9/9（土）18:30～ 東京第一ホテル錦（名古屋市）） 
 
１ ふるさと全国県人会まつり 
（9/9（土）、9/10（日）名古屋・久屋大通公園） 
２ NAGOYAフードビジネスショー【連携】 
（9/20（水）、9/21（木）名古屋市中小企業振興会館吹上ホール） 
 
１ 四国フェア 
（8/31（木）～10/1（日）東急ハンズ姫路店） 
２ 全国アンテナショップ祭り 
（9/1（金）～10/1（日）東急ハンズ銀座店） 
（9/20（水）～9/25（月）イオン羽生店（埼玉）） 
３ 日本全国ぐるぐるグルメ～高知～ 
（9/5（火）7:00～7:30 
 9/30（土）20:30～21:00テレビショッピング ＱＶＣジャパン） 
４ まるごと高知出張商談会及び商品開発・外商活動相談会 
（9/5（火）土佐合同庁舎） 
５ 旭食品フードランド 2017  
（9/6（水）、9/7（木）高知ぢばさんセンター） 
 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

地産外商公社 
(続き) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大阪事務所 

６ ご当地名産品フェア～全国アンテナショップ大集合 
（9/6（水）～ 9/11（月）高島屋港南台店（横浜）） 
７ 秋の全国うまいもの市 
（9/7（木）～9/11（月）丸広百貨店飯能店（埼玉）） 
（9/13（水）～9/19（火）丸広百貨店上尾店(埼玉)） 
（9/20（水）～9/25（月）丸広百貨店川越店(埼玉)） 
８ 協和物産株式会社 2017年総合展示会 
（9/13（水）都立産業貿易センター台東館） 
９ TATSUMI Food&Wine Fair2017 
（9/13（水）グランドニッコー東京台場） 
10 加藤産業グループ総合食品展示会 
（9/13（水）～9/15（金）神戸国際展示場） 
11 NAGOYAフードビジネスショー【連携】 
（9/20（水）、9/21（木）名古屋市中小企業振興会館吹上ホール） 
 
１ 没後 150年「坂本龍馬×よさこい」中川学ポスター展 
（8/25（金）～9/10（日）9:00～16:30 京都霊山護国神社） 
２ 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） 
３ 中四国９県観光物産展 
（9/2（土）10:00～18:00、9/3（日）10:00～17:30  

せんちゅうパル南広場（大阪府豊中市）） 
４ ふるさと四国の物産展 
（9/13（水）～9/19（火）そごう神戸店） 
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部局名 ９月の主要な取り組み予定 

中山間振興・交通
部 
 
 
 

１ 狩猟免許試験 
・わな猟 
（9/1（金）10:00～ 高知県立大学池キャンパス 

  9/10（日）10:00～ 田野町ふれあいセンター） 
・銃猟 
（9/2（土）10:00～ 高知県立大学池キャンパス） 

２ 集落活動センター「絆の里・いわはら」開所式 
（9/3（日）11:30～14:30 大豊町岩原老人憩いの家） 
３ 第２回高知県中山間対策関係部局等会議 
（9/5（火）13:30～16:30 第二応接室） 
４ とさでん交通モニタリング会議 
（9/5（火）13:30～ とさでん交通本社） 
５ 高知ふるさと応援隊現場訪問ツアー第２弾 in室戸市 
（9/11（月）13:00～17:00 室戸市旧日南小学校） 
６ 狩猟免許更新講習 
（9/12（火）13:00～ 高知市春野文化ホールピアステージ） 
７ 鳥獣被害対策地域リーダー育成研修会 
（9/13（水）10:00～16:00 高知県農業技術センター研修棟） 
８ 集落活動センター分野別研修会 
（9/14（木）13:00～17:00 高知会館） 
９ 第２回指定管理鳥獣捕獲等事業検討会 
（9/14（木）13:30～ 高知共済会館） 
10 高知地域おこし未来会議 第２回フィールドミーティング in室戸 
（9/18（月）13:00～17:00 室戸世界ジオパークセンター） 
11 第 27回交通安全ひろばにおける「四国まるごと公共交通利用促進キャンペー

ン」ブースの出展 
（9/23（土）10:00～15:00 高知市中央公園） 
12 土佐くろしお鉄道中村・宿毛線運営協議会幹事会 
（9/25（月）14:00～17:00 四万十市役所） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
 
 
 

１ 株式会社セントメディア 企業説明会・面接会 
（9/1（金）、9/11（月）11:00～ ハローワーク高知） 
（9/4（月）、9/13（水）11:00～ 株式会社セントメディア） 
２ 平成 29年度官公需確保対策地方推進協議会 
（9/1（金）14:00～16:00 高知共済会館） 
３ アニコム損害保険株式会社会社説明会・選考会 
（9/2（土）10:00～ アニコム損害保険株式会社） 
４ 株式会社 LIFULL bizas 会社説明会 
（9/4（月）、9/11（月）10:00～ 株式会社 LIFULL bizas） 
５ 第１回高知県産業振興計画フォローアップ委員会商工業部会 
（9/5（火）14:00～16:30 高知城ホール） 
６ アクサ損害保険株式会社会社説明会・面接会 
（9/6（水）11:00～ ハローワーク高知） 
７ 高知県健康経営推進懇談会 
（9/6（水）11:00～12:00 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
８ 健康経営セミナー 
（9/6（水）13:30～15:40 高新文化ホール） 
９ 平成 29年度著作権セミナー 
（9/8（金）9:30～15:30 高知会館） 
10 防災ＢＣＰシンポジウム 
（9/9（土）13:00～16:00 高知サンライズホテル） 
11 第１回高知家ＩＴ・コンテンツネットワーク交流会 
（9/9（土）13:00～18:00 Yahoo! JAPAN 「LODGE」（東京都千代田区）） 
12 地域連絡会議 

・嶺北地域本部 
（9/11（月）13:30～15:00 本山土木事務所） 
・幡多地域本部 
（9/20（水）13:30～15:00 幡多総合庁舎） 
・高幡地域本部 
（9/21（木）13:30～15:00 須崎総合庁舎） 

13 平成 29年度第１回高知県地域人材育成協議会 
（9/11（月）14:00～16:00 高知共済会館） 
14 四万十市チャレンジショップＴＪＢ運営会議 
（9/12（火）10:30～12:00 チャレンジショップＴＪＢ） 
15 第４回防災関連産業交流会（個別相談会） 
（9/12（火）15:00～17:00 県民文化ホール） 
16 新事業分野開拓者認定事業審査会 
（9/13（水）9:30～10:30 高知共済会館） 
17 工業技術センター平成 28年度研究＆企業支援活動成果報告会 
（9/13（水）9:30～16:00 工業技術センター） 
18 経営戦略としての「働き方改革」実践セミナー 
（9/13（水）13:30～16:00 安芸市総合社会福祉センター 
9/14（木）13:30～16:00 ちより街テラス 
9/20（水）10:00～12:30 四万十市立中央公民館） 

19 平成 29年度「土佐の匠」認定協議会 
（9/13（水）14:30～ 高知共済会館） 
20 YAMAKIN株式会社 会社説明会・面接会 
（9/15（金）、9/16（土）13:00～ YAMAKIN株式会社 第三山南工場） 
21 土佐ＭＢＡ 「アプリ開発人材育成講座＜基礎技術編＞」 
（9/16（土）13:00～17:00 産学官民連携センター） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
（続き） 
 
 

22 株式会社橘化成工業 面接会 
（9/19（火）～9/20（水）、9/27（水）高知市たかじょう庁舎） 
23 第７回ＩｏＴ推進ラボ研究会セミナー 
（9/20（水）14:00～16:35 農業技術センター） 
24 西日本段ボール工業組合との防災協定締結式 
（9/21（木）15:00～15:20 第一応接室） 
25 平成 29年度高知県コンテンツビジネス起業研究会 

・第３回個別相談会及び情報交換会 
（9/22（金）14:30～17:00 高知城ホール） 

26 「高知県の鉱業と海洋鉱物資源」のＰＲ展示 
（9/26（火）～10/5（木）県庁１階ロビー） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ９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７回誘致・広報部会 
（9/1（金）10:00～12:00 高知共済会館） 
・第７回受入部会 
（9/1（金）13:30～15:30 高知共済会館） 
・第８回運営委員会 
（9/12（火）13:30～15:30 高知城ホール） 

２「志国高知 幕末維新博」地域会場の企画展 
・二十三士展 
（9/1（金）～10/16（月）岡御殿） 
・特別展「陸援隊副長・田中光顕」 
（9/2（土）～11/26（日）佐川町立青山文庫） 
・虎太郎と津野山文化～神楽と農村歌舞伎 
（9/15（金）～11/30（木）吉村虎太郎邸） 
・特別展「宿毛の大江卓」 
（9/15（金）～11/5（日）宿毛市立宿毛歴史館） 
・「土佐の絵図・地図」展 
（9/16（土）～11/26（日）高知市立自由民権記念館） 
・文学館の文化祭 
（9/23（土）～11/12（日）県立文学館） 

３ ワイン専門雑誌「WINE REVIEW」（韓国）取材対応            
（9/4（月）～9/7（木）高知市、いの町、佐川町、中土佐町、四万十町、土佐市） 

※本年度実施 22回目 
４ 土佐の豊穣祭 2017 第２回推進会議 
（9/5（火）10:00～11:30 高知共済会館） 
５ 外国客船「サファイア・プリンセス」寄港 
（9/5（火）13:00入港～21:00出港、乗客定員:2,670名、総ﾄﾝ数:115,875t） 

※外国客船 暦年 24回目、年度 19回目 
６ 大川村プロジェクト観光交流部会 
（9/6（水）午後 大川村役場） 
７ 日本遺産協議会 事務局会議 
（9/6（水）15:00～17:00 中芸広域体育館（安田町）） 
８ VISIT JAPAN庭園・盆栽を切り口としたＳＩＴ（スペシャル・インタレスト・ 

ツアー）向けファムツアー 
（9/6（水）～9/8（金）大豊町、佐川町、高知市、北川村、田野町） 

※本年度実施～23回目 
９ 第１回高知県産業振興計画フォローアップ委員会観光部会 
（9/11（月）9:00～12:00 高知共済会館） 
10 VISIT JAPANトラベルマートへの参加 
（9/21（木）～9/23（土）東京国際展示場） 
11 日韓交流おまつり 2017 in ソウル 
（9/24（日）ソウル） 
12 外国客船「セレブリティ・ミレニアム」寄港 
（9/28（木）7:00入港～15:00出港、乗客定員:2,034名、総ﾄﾝ数:90,963t） 

※外国客船 暦年 25回目、年度 20回目 
13 高知県インバウンドビジネスセミナー（実践セミナー） 
（9/28（木）13:30～16:30 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 ９月の主要な取り組み予定 

観光コンベンショ
ン協会 
 
 
 
   

１ 台湾ＡＧＴ（旅行エージェント）へのセールス（株式会社やまとごころ 同行） 
 （8/29（火）～9/1（金）、9/11（月）～9/16（土）台北・台中・高雄） 
２ 2017プレナスなでしこリーグ 
「ＩＮＡＣ神戸レオネッサ」ＶＳ「ＡＣ長野パルセイロ・レディース」 

（9/2（土）18:00～ 春野総合運動公園陸上競技場） 
３ シンガポールＡＧＴ（旅行エージェント）へのセールス 
（9/4（月）～9/7（木）シンガポール） 

４ 土佐の豊穣祭 2017 第２回推進会議 
 （9/5（火）10:00～11:30 高知共済会館） 
５ 大阪府旅行業協会（ＯＡＴＡ）対象高知県現地研修 
（9/5（火）～9/6（水）幕末維新博会場や仁淀地区中心に県内２日間） 

６ 高知県観光コンベンション協会第４回理事会 
（9/6（水）15:30～ 高知共済会館「桜」） 

７ 阪神タイガース四藤社長訪問 
（9/8（金）17:00～ 阪神甲子園球場） 

８ 東部総合運動場多目的ドーム落成式 
（9/9（土）10:00～ 高知市東部総合運動場） 

９ 「四万十南予横断２RIVER VIEW ride 2017」 
（9/10（日）四万十市、四万十町、愛媛県宇和島市、愛媛県松野町） 

10 京都府旅行業協会交流会出展 
（9/12（火）13:30～19:30 京都ホテルオークラ） 

11 近畿日本ツーリスト対象高知県教育旅行現地研修 
（9/12（火）～9/14（木）幡多地区中心に県内３日間） 

12  こうち旅広場秋のイベント（幕末維新寄席、よさこい体験ステージ、地域紹
介イベントほか）  

（9/16（土）～9/18(月)こうち旅広場） 
13 VISIT JAPANトラベルマートへの出展 
 （9/21（木）～9/22（金）東京国際展示場） 
14 ツーリズム EXPOジャパン 2017への出展 
（9/21（木）～9/24（日）東京ビッグサイト） 

15 四国観光商談会 
（9/26（火）14:00～20:00 第一ホテル東京） 

16 オリックスバファローズ高知よさこいシリーズ 
（9/30（土）大阪京セラドーム） 

17 土佐の豊穣祭 仁淀川会場「仁淀川 神楽と鮎と酒に酔う in仁淀ブルー」 
 （9/30（土）15:00～20:30 いの町波川公園）    ※雨天時は 10/1（日） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ９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（高校生等対象） 
・被貸与者募集期間（7/18（火）～9/15（金）） 
・被貸与者選考試験（9/30(土)) 

２ 移住相談会｢高知暮らしフェア（ミニ）｣ 
（9/2（土）11:00～16:00 東京交通会館（千代田区有楽町）） 
３ 直販所活性化セミナー（個別セミナー） 
（9/4（月）13:00～16:00 とさっ子広場（須崎市）） 
（9/5（火） 9:00～12:00 なの市（南国市）） 
（9/5（火）14:00～17:00 あおぞらいち（土佐市）） 
（9/12（火） 13:00～16:00 ＪＡグリーンはた ふれあいの店中村店（四万十市）） 
４ 第 11回全国和牛能力共進会 
  ・壮行会 
  （9/4（月）14:00～14:30  嶺北家畜市場） 

・宮城大会 
（9/7（木）～9/11（月）夢メッセみやぎ（仙台市）） 

５ 高知県東京丸高花き協議会定期総会 
（9/4（月）17:00～18:00 酒菜浪漫亭 東京新橋店（東京都）） 
６ 獣医師職員確保インターンシップ事業（大学生対象） 
（9/4（月）～9/8（金）） 
７ 中山間農業複合経営拠点事業戦略策定支援ブロック説明会 
（9/5（火）10:30～12:00 ＪＡコスモス日高支所） 
（9/7（木）13:30～16:30 四万十農園あぐりっこ研修センター（四万十市）） 
８ 各土佐会の通常総会 

・東北土佐会 
（9/5（火）16:00～17:00 仙台国際ホテル（宮城県）） 
・北海道土佐会 
（9/6（水）15:00～16:30 丸果札幌青果株式会社（北海道）） 
・北陸土佐会 
（9/19（火）15:30～17:00  松魚亭（石川県）） 
・関西土佐会 
（9/20（水）15:30～17:00 新阪急ホテル（大阪府）） 
・中部土佐会 
（9/21（木）15:00～16:30 名古屋青果株式会社（愛知県）） 
・中四国土佐会 
（9/26（火）15:30～17:00 土佐御苑） 

９ ６次産業化セミナー 
・基礎コース③ 
（9/7（木）13:00～17:00 農業技術センター） 
・実践コース④ 
（9/29（金）10:00～17:00 すこやかセンター伊野） 

10 パートナー量販店による高知青果フェア 
（9/7(木)～9/9（土）東急ストア） 
11 グロリオサ展示会 
（9/8（金）、9/9（土）新宿駅西口広場（東京都）） 
12 こうちアグリスクール 
（9/9（土）、9/23（土）14:00～18:00 リファレンス大阪駅第４ビル） 
（9/14（木）、9/15（金）19:00～21:00  

ＴＫＰ東京駅日本橋カンファレンスセンター） 
 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

農業振興部 
（続き） 
 

13 第１回高知県産業振興計画フォローアップ委員会農業部会 
（9/11（月）13:30～16:00 高知城ホール） 
14 高知県園芸戦略推進会議 
（9/12（火）13:30～16:00  高知県園芸連） 
15 東京丸高青果物流通対策協議会定期総会 
（9/15（金）15:00～16:30 アジュール竹芝（東京都）） 
16 新・農業人フェア 
（9/16（土）13:00～17:00 名古屋市中小企業振興会館） 
17 高知県農業振興部ＩｏＴプロジェクトチーム特別講演＆第 7回高知県ＩｏＴ

推進ラボ研究会セミナー 
（9/20（水）14:00～16:35 農業技術センター） 
18 ウエルカムフラワーの展示 
（9/22（金）～9/25（月）高知龍馬空港） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 木材加工技術及び労働安全衛生研修 
（9/1（金）8:00～12:00 仁淀川町） 
２ 平成 29年度県立甫喜ヶ峰森林公園及び森林研修センター情報交流館指定管理

者事業評価委員会 
（9/4（月）香美市（森林研修センター）） 
３ 第３回新たな管理型最終処分場候補地選定委員会 
（9/6（水）13:00～16:30 高知城ホール） 
４ 林業機械開発推進検討委員会 
  ・第２回現地調査 

（9/6（水）、9/7（木）香美市） 
  ・第３回委員会 

（9/19（火）14:00～16:00 森林技術センター） 
５ 土佐材展示会「土佐材まつり」 
（9/7（木）、9/8（金）9:00～16:00 岡山県） 
（9/9（土）石川県） 
６ 第３回高知県レッドデータブック（植物編）改訂委員会 
（9/8（金）13:30～15:30 高知県立牧野植物園） 
７ ＣＬＴ建築物の構造見学会（馬路村森林組合新事務所） 
（9/9（土）11:00～13:50 馬路村） 
８ 第２回、第３回こうちフォレストスクール 
（9/9（土）、9/23（土）13:30～16:30 フラクシア東京ステーション） 
（9/10（日）、9/24（日）13:30～16:30 大阪木材会館） 
９ 第１回高知県産業振興計画フォローアップ委員会林業部会 
（9/11（月）9:00～12:00 高知共済会館） 
10 林業大学校 平成 30年度研修生（推薦）募集 
（9/11～10/6） 
11 経団連｢環境基礎講座（生物多様性編）」における「協働の森の取組」講演 
（9/12（火）東京都） 
12 災害廃棄物処理対応に係る図上訓練 
（9/15（金）9:30～16:30 高知県立ふくし交流プラザ） 
13 経営セミナー（土佐材についての講演） 
（9/20（水）14:00～ 高知市） 
14 第 11回協働の森フォーラム 
（9/21（木）13:00～17:00 県民文化ホール） 
15 牧野植物園磨き上げ整備基本構想パブリックコメントの募集 
（9月中旬～10月中下旬） 
16 地球温暖化防止県民会議 第１回行政部会ワーキング  
（9月中旬） 
 
 
 
 
 
 



H29.9.12 政策企画課 

－20 / 28－ 

 

各部局等の主要な取り組み 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

水産振興部 
 
 
 

１ 移住相談会｢高知暮らしフェア（ミニ）｣ 
（9/2（土）11:00～16:00 東京交通会館（千代田区有楽町）） 
２ 高知カツオ県民会議 

・資源調査・保全分科会 
（9/4（月）12:00～14:00 高知大学） 
・食文化分科会 
（9/12（火）14:00～16:00 南国市） 
・幹事会 
（9/13（水）12:00～14:00 高知市） 
・情報発信分科会 
（9/27（水）高知市） 

３ 県産水産物試食提案会 
（9/5（火）13:00～15:30 築地にっぽん漁港市場） 
４ 高知県の魚応援の店シェフグループによる県産水産物の試食勉強会 
（9/6（水）10:00～12:30 築地にっぽん漁港市場） 
（9/20（水）16:00～18:00 近江フレンチプレジール（滋賀県栗東市）） 
５ 平成 29年度お魚屋さんの出前料理体験教室 
（9/7（木）香南市立野市小） 
（9/19（火）津野町立中央小） 
６ 第１回高知県産業振興計画フォローアップ委員会水産業部会 
（9/11（月）13:30～15:30 水産会館） 
７ 平成 29年度水産業普及指導員研修会 
（9/11（月）14:00～18:00 高知会館） 
（9/12（火）9:00～17:00 高知会館） 
（9/13（水）9:00～13:00 中土佐町） 
８ 第 38回全国豊かな海づくり大会高知県実行委員会幹事会 
（9/14（木）14:00～15:30 警察本部２階講堂） 
９ 水産物輸出アドバイザー産地招聘 
（9/14（木）～9/16（土） 県内事業所） 
10 高知県養殖魚輸出促進協議会及び高知県水産物輸出促進セミナー 
（9/15（金）13:30～15:30 すくも湾漁協） 
11 高知県種苗供給協議会総会 
（9/19（火）14:00～15:00 西庁舎７階） 
12 高知県産本マグロフェア（仮称） 
（9/25（月）～10/8（日） TOSA DININGおきゃく（東京都）） 
13 都市と漁村の交流学習 in潮江東 
（9/26（火）9:45～13:10 高知市立潮江東小学校） 
14 クロマグロ中間育成 
（大月町柏島、一切） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

土木部 
 
 
 

１ 高知市浸水対策調整会議 
（9/4（月）14:00～16:00 高知市たかじょう庁舎） 
２ 職員向けコンプライアンス研修 
（9/4（月）高知県安芸総合庁舎） 
（9/11（月）高知城ホール） 
（9/12（火）高知県中村合同庁舎） 
（9/15（金）高知城ホール） 
（9/19（火）高知県中村合同庁舎） 
（9/22（金）須崎市立市民文化会館） 
３ 平成 29年度災害査定 

・第４次災害査定 
（9/4（月）～9/8（金）香美市ほか 12市町村） 
・第５次災害査定 
（9/25（月）～9/29（金）北川村ほか 11市町村） 

４ 高知県震災復興都市計画地区別訓練 
・第１段階:発災から１ヶ月までを想定 
（9/4（月）～9/22（金）安芸市、土佐清水市、本山町、いの町） 
・第２段階:発災後１ヶ月から２カ月までを想定 
（9/25（月）～10/27（金）安芸市、土佐清水市、本山町、いの町） 

５ 外国客船高知新港寄港 
  ・「サファイア・プリンセス」 

（9/5（火）13:00入港～21:00出港、乗客定員:2,670名、総ﾄﾝ数:115,875t） 
※外国客船 暦年 24回目、年度 19回目 

・「セレブリティ・ミレニアム」 
（9/28（木）7:00入港～15:00出港、乗客定員:2,034名、総ﾄﾝ数:90,963t） 

※外国客船 暦年 25回目、年度 20回目 
６ 第２回はりまや町一宮線（はりまや工区）まちづくり協議会  
（9/5（火）18:00～20:00 高知市立中央公民館特別学習室） 
７ ロビー展「高知県の適正な汚水処理の推進に向けて」 
（9/5(火)～9/8（金）県庁１階ロビー） 
８ 子育て支援型及び地域活性化型支援制度の勉強会 
（9/6（水）10:00～11:30 高知県職員能力開発センター） 
９ 高知県居住支援協議会第１回定期総会 
（9/6（水）13:30～17:00 高知県自治会館） 
10 空き家を活用した地域おこし・まちづくりセミナー 
（9/7（木）13:30～16:00 高知県自治会館） 
11 建設業雇用環境改善研修会 
（9/7（木）ＪＡ土佐あき） 
（9/7（木）高知県立ふくし交流プラザ） 
（9/8（金）中村地区建設協同組合会館） 
（9/8（金）高陵建設会館） 
12 木造住宅耐震補強工事実務講習会  
（9/13（水）～9/14（木）ポリテクセンター高知） 
13 高知新港振興プラン検討会議 
（9/14（木）15:00～17:00 高知商工会館） 
14 応急仮設住宅及び災害公営住宅に関する説明会 
（9/15（金）13:00～16:30 高知県自治会館） 
15 国土交通省第２回耐震関係ブロック会議 
（9/15（金）14:00～16:30 高松サンポート） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

土木部 
（続き） 
 
 

16 防災フェスタ（住宅耐震化補助金セミナーほか） 
（9/16（土）高新住宅総合展示場ＬＩＭ） 
17 夜の動物公園のいち deナイト 
（9/17(日)～9/23（土）のいち動物公園） 
18 日本客船「にっぽん丸」宿毛湾港寄港 
（9/20（水）13:00入港～18:00出港） 
19 高知県優良建設工事施工者表彰式 
（9/22（金）15:20～16:30 県庁正庁ホール） 
20 建設業施行力向上研修会 
（9/26（火）大方ふるさと総合センター） 
（9/27（水）高知県立ふくし交流プラザ） 
（9/28（木）安田町文化センター） 
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各部局等の主要な取り組み   

 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

会計管理局 １ コンプライアンス研修 
（9/4（月）10:00～11:30、13:30～15:00 安芸総合庁舎） 
（9/11（月）10:30～12:00、13:30～15:00  
9/15（金）10:30～12:00、13:30～15:00 高知城ホール） 

（9/12（火）10:00～11:30、13:30～15:00 
 9/19（火）10:30～12:00、13:30～15:00 中村合同庁舎） 
（9/22（金）10:30～12:00、13:30～15:00 須崎市立市民文化会館） 
２ 会計検査 
（9/5（火）高知江の口養護学校） 
（9/14（木）、9/15（金）大阪事務所） 
（9/20（水）東部教育事務所） 
（9/21（木）幡多県税事務所） 
（9/22（金）中村高等技術学校） 
（9/27（水）、9/28（木）安芸土木事務所） 
３ 指定金融機関等検査 
（9/7（木）9:30～ 四国銀行卸団地支店） 
（9/21（木）9:30～ 四国銀行枝川支店） 
（9/28（木）10:00～ 四国銀行赤岡支店） 
４ 会計事務実務研修（出先機関職員対象） 
（9/19（火）13:10～16:10 安芸総合庁舎） 
５ 総務事務センターの一部移動（企画・臨時非常勤及び手当・旅費チーム） 
（9/19（火）会計管理課東側） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

公営企業局 
 
 
 

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

（9/3（日）9:30～11:30 いの町立川内小学校） 
２ 第 39回幡多ふれあい医療公開講座 
（9/10（日）13:30～16:00 大方あかつき館） 
３ 総務・経営合同専門委員会 
（9/11（月）14:00～17:00 公営電気事業経営者会議事務局） 
４ 公営電気事業経営者会議 技術講習会 
（9/12（火）、9/13（水）都道府県会館） 
５ 電気工水業務連絡会 
（9/14（木）14:00～16:00 総合制御所） 
６ 技術専門委員会 
（9/20（水）14:00～17:00 公営電気事業経営者会議事務局） 
７ 平成 29年度中四国ブロック工業用水道担当者会 
（9/21（木）広島市） 
８ 平成 29年度電気関係災障害防止対策講習会 
（9/22（金）10:00～15:20 サンポート高松） 
９ 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） 
10 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 ９月の主要な取り組み予定 

教育委員会 
 
 
 

１ 若者はばたけプログラム活用研修会初級講座Ⅱ 
（9/1（金）10:30～17:00 田野町ふれあいセンター） 
（9/8（金）10:30～17:00 四万十市立中央公民館） 
２ ＰＴＡ・教育行政研修会（土長南国地区） 
（9/2（土）13:15～16:50 大豊町農業センター） 
３ 平成 29年度全国学力・学習状況調査結果等説明会（校長対象） 
（9/5（火）13:00～17:00 県民文化ホールグリーンホール） 
４ 地域学校協働活動表彰選考委員会 
（9/6（水）9:00～10:00 教育委員室） 
５ 第２回高知県社会教育委員会 
（9/6（水）14:00～17:00 教育センター分館） 
６ 子育て支援員研修(放課後児童コース) 
（9/9（土）10:15～16:30、9/10（日）10:30～16:30 高知青少年の家） 
７ 高知県連合婦人会リーダー研修会  
（9/11（月）10:00～14:00 高知県婦人会館） 
８ 第２回総合教育会議 
（9/11（月）13:30～15:30 高知共済会館） 
９ 第２回高知県教育の日「志・とさ学びの日」推進県民協議会 
（9/12（火）10:00～12:00 高知共済会館） 
10 第２回県立学校長会議・研修会 
（9/15（金）10:00～17:00 教育センター分館） 
11 社会教育主事等研修及び市町村人権教育・啓発担当者研修会 
（9/15（金）13:00～16:00 高知青少年の家） 
12 第２回高知県教員育成協議会 
（9/19（火）9:00～11:00 教育委員室） 
13 第２回第２期高知県教育振興基本計画推進会議 
（9/20（水）10:00～12:00 高知県人権啓発センター） 
14 第１回放課後児童支援員認定資格研修 
（9/23（土）9:20～16:50 高知青少年の家） 
15 第３回「子どもの発達と発達障害への理解を促進するステップアップ研修」 
（9/26（火）9:30～12:00 高知青少年の家） 
16 「高知県・高知市 知事・市長及び教育長連携会議」 
（9/26（火）9:30～11:00 第二応接室） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

警察本部 
 
 
 

１ 高齢者交通事故防止キャンペーン・高齢者一万人訪問活動出発式 
（9/1（金）10:00～ 警察本部） 
２ 全国警察柔剣道選手権大会 
（9/5（火）日本武道館） 
３ 第９回無事故・無違反ドライバーズコンテスト「セーフティーロード 103」 
（9/20（水）～12/31（日）県内） 

・出発式 
（9/20（水）警察本部） 

４ 秋の全国交通安全運動 
（9/21（木）～9/30（土）県内） 
  ・交通指導取締隊出発式及び交通安全啓発パレード 

（9/21（木）10:00～ 本庁舎正面玄関前ほか） 
５ 平成 29年度「株や社債をかたった投資詐欺」被害防止キャンペーン 
（9/22（金）17:00～ 中央公園北口） 
６ 第 27回交通安全ひろば 
（9/23（土）10:00～15:00 中央公園） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

東京事務所 
 
 
 

１ 移住相談会｢高知暮らしフェア（ミニ）｣ 
（9/2（土）11:00～16:00 東京交通会館（千代田区有楽町）） 
２ ハマこい 2017 
（9/2（土）パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）） 
３ 港区歴史フォーラム「勝海舟」における高知県観光ＰＲ 
（9/3（日）13:00～17:00 赤坂区民センター（東京都港区）） 
４ 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 
（9/3（日）羽田空港国際線旅客ターミナル） 
５ 三山ひろし氏公演における「志国高知 幕末維新博」のＰＲ 
（9/3（日）～9/30（土）明治座（東京都中央区）） 
６ 大田市場まつり 
（9/7（木）～9/9（土）アトレ大森（東京都大田区）） 
７ 高知家ＩＴ・コンテンツネットワーク交流会 Vol.１ 
（9/9（土）13:00～18:00 Yahoo! JAPAN 「LODGE」（東京都千代田区）） 
８ 関東安芸の会創立総会 
（9/9（土）17:00～ 東京都新宿区） 
９ 第 13回ふるさと回帰フェア 2017 
（9/10（日）10:00～16:30 東京国際フォーラム（東京都千代田区）） 
10 四国観光商談会 
（9/26（火）第一ホテル東京（東京都港区）） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 ９月の主要な取り組み予定 

産業振興センター 
 

１ よろず支援拠点  
  ・はじめてのフェイスブックセミナー 

（9/5（火）13:30～14:30  
9/13（水）13:30～14:30 高知ぢばさんセンター） 

・ＩｏＴ実践セミナー 
・ＩｏＴ体感セミナー 
（9/20（水）14:00～16:00 高知ぢばさんセンター） 
・ウェブ活用法勉強会 
（9/27（水）13:00～15:30 高知ぢばさんセンター） 

２ インターナショナル・ギフトショー（見本市） 
（9/6（水）～9/8（金）東京ビッグサイト) 
３ 東京営業本部販路拡大パワーアップセミナー 
（9/11（月）9:00～12:00 
４ 第３回ミニ展示商談会（防災備蓄品関係） 
（9/12（火）貿易センタービル） 
（9/14（木）10:00～15:30 高知ぢばさんセンター） 
５ 第２回ものづくり地産地消推進会議 
（9/15（金）10:00～ 高知ぢばさんセンター） 
（9/20（水）～9/21（木）グランメッセ熊本) 
（9/27（水）13:30～15:30 高知ぢばさんセンター） 
８ 国際福祉機器展（見本市） 
（9/27（水）～9/29（金）東京ビッグサイト) 
 


