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各部局等の主要な取り組み 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

総務部 １ Let'sトライ!!健康度ＵＰ大作戦 仮想ウォーキング 幕末維新博巡り 
  第１弾:10/ 3（火）～10/16（月） 
  第２弾:10/18（水）～10/31（火） 
２ 高知県と大塚製薬株式会社との「連携と協力に関する包括協定」締結式 
（10/6（金）11:00～11:20 第一応接室） 
３ 明治 150年記念薩長土肥フォーラム 
（10/7（土）13:00～16:15 東京ビッグサイト（東京都江東区）） 
４ 第４回対話と実行行脚 
（10/10（火）南国市） 
５ 平成 29年度第３回健康づくり研修会～婦人科編～ 
  「一人で悩まないで！女性のからだ Vol.２」 
（10/13（金）14:00～16:00 職員能力開発センター３階研修室） 
６ 平成 30年度当初予算編成方針通知 
（10/13（金）） 
７ 平成 30年度組織定数改正方針通知 
（10/13（金）） 
８ 平成 29年度高知県職員（社会福祉（児童自立支援専門員）、職業訓練指導員、

保育士）採用選考考査 
（10/14（土）8:30～ 職員能力開発センター） 
９ 平成 29年度中山間対策広報特別番組 
『「小さな拠点」から大きな未来～地域をつなぐ集落活動センター～』 
 ・本放送 

  （10/15（日）17:00～17:30 高知放送） 
  ・再放送 
  （10/28（土）16:30～17:00 高知放送） 
10 12月補正予算見積書各課提出期限 
（10/16（月）） 
11 高知地方税務協議会 
（10/18（水）10:00～11:30 職員能力開発センター202） 
12 皇太子殿下行啓 
（10/23（月）、10/24（火） 高知市、南国市） 
13 定期健康診断後の保健指導 
（10/25（水）、10/26（木）9:15～11:45、13:00～15:00 庁内診療所・正庁ホール） 
14 生活習慣病健康診断（胃がん検診、子宮頸がん・乳がん検診） 
  ・胃がん検診 
  （10/25（水）～11/20（月）のうち 13日間 本庁を含む県内９会場） 
  ・子宮頸がん・乳がん検診 
  （10/25（水）～11/29（水）のうち 15日間 本庁を含む県内６会場） 
15 平成 29年度第４回税外未収金対策研修会 
（10/27（金）9:30～16:30 人権啓発センター６階ホール） 
16 平成 29年度第４回健康づくり研修会～婦人科編～ 
  「もっと知りたい！乳がん検診の精密検査や最新の治療について」 
（10/27（金）14:00～16:00 職員能力開発センター３階研修室）  
17 県庁職員大運動会 
（10/28（土）9:30～ 高知市立横浜小学校) 
 
【参考】 
○９月議会日程 
 ・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 １０月の主要な取り組み予定 

危機管理部 
 
 
 

１ 避難所運営マニュアル作成支援 
（10/1（日）13:30～16:00 香南市野市小学校） 
（10/3（火）14:00～16:00 香美市大宮小学校） 
（10/4（水）19:00～20:30 大豊町天坪公民館） 
（10/5（木）18:30～20:30 大豊町東豊永公民館） 
（10/17（火）18:00～20:00 佐川町尾川小中学校） 
（10/20（金）13:00～ 旧吾川中学校体育館） 
（10/23（月）18:00～20:00 佐川町黒岩中学校） 
２ 津波避難計画現地点検 
（10/3（火）9:30～ 宿毛市自由ヶ丘） 
（10/11（水）9:30～ 宿毛市小筑紫町伊与野） 
（10/11（水）13:30～15:00 東洋町野根、中村中島） 
（10/12（木）13:30～15:00 安芸市中央） 
（10/21（土）13:00～14:30 安芸市川北、八幡） 
３ 応急手当（外傷コース）講習 
（10/6（金）9:00～11:30、13:30～16:00 ３階共有会議室） 
４ 平成 29年高知県消防操法大会 
（10/8（日）9:05～16:05 高知県消防学校） 
５ 中部方面隊創隊 57周年記念行事 
（10/8（日）10:30～12:10 伊丹駐屯地） 
６ 自衛隊家族会四国地域協議会 
（10/11（水）14:45～ 三翠園ホテル） 
７ 平成 29年度第２回早期津波避難システム検討協議会 
（10/12（木）15:00～16:30 防災作戦室） 
８ 平成 29年度須崎災害対策支部訓練 
（10/13（金）13:00～16:30 須崎第二総合庁舎４階会議室ほか） 
９ 第２回準天頂衛星システム防災分科会 
（10/16（月）14:00～16:00 内閣府宇宙開発戦略推進事務局） 
10 カウンターパート３県連携意見交換会 
（10/18（水）～10/19（木）防災作戦室） 
11 平成 29年度高知県女性防火クラブ連絡協議会研修会 
（10/18（水）～10/19（木）仁淀川町仁淀多目的研修集会施設ほか） 
12 宿毛市長期浸水対策連絡会議 
（10/19（木）14:00～16:00 宿毛市防災センター） 
13 高知県住家被害認定士養成研修 
（10/20（金）13:30～15:30 高知城ホール） 
14 平成 29年度中国・四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練 
（10/20（金）～10/21（土）島根県松江市、安来市ほか） 
15 全国瞬時警報システム情報伝達訓練 
（10/25（水）14:00～ 各市町村） 
16 平成 29年度安芸郡市消防連絡協議会 
（10/25（水）15:00 ～ 室戸市保健福祉センターやすらぎ） 
17 平成 29年度中央西災害対策支部震災対応訓練 
（10/26（木）13:30～17:00 紙産業技術センター） 
18 平成 29年度都道府県消防防災・危機管理部局長会消防部会 
（10/26（木）14:00 ～17:00 ホテルモントレエーデルホフ札幌） 
19 平成 29年度中央東災害対策支部震災対応訓練 
（10/27（金）13:30～17:00 県立青少年センター） 
 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

危機管理部 
（続き） 
 
 

20 平成 29年度高知県消防長会秋季総会 
（10/27（金）14:30 ～17:00 グランディール（土佐市高岡町）） 
21 震災に強い人・地域・ネットワークづくり講演会 
（10/28（土）13:15～15:15 高新文化ホール） 
22 高病原性鳥インフルエンザ対策訓練 
（10/30（月）9:00～12:00 県庁本庁舎ほか） 
（10/31（火）10:00～15:00 幡多福祉保健所ほか） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
 
 
 

１ 妊産婦救急救命基礎研修 
（10/1（日）8:30～17:00 高知県立大学池キャンパス） 
２ 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（日）、10/2（月）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） 
３ 福祉車両寄贈式及び知事感謝状贈呈式 
（10/6（金）15:00～15:30 副知事室、県庁正面玄関前） 
４ 第１回高知県地域医療構想調整会議（高幡区域） 
（10/6（金）18:30～20:30 須崎福祉保健所） 
５ 医師を対象とした災害医療研修 

・セクション２ 
（10/6（金）19:00～21:00 南国市保健福祉センター） 
（10/18（水）19:00～21:00 安芸総合庁舎）  
（10/24（火）19:00～21:00 須崎くろしお病院） 
・セクション３  
（10/26（木）19:00～21:00 四万十市立中央公民館） 

６ 高知県災害医療コーディネート人材育成研修 
（10/8（日）13:00～18:00、10/9（月）8:30～16:00 

高知県立大学法人永国寺キャンパス） 
７ 医療安全管理研修会 
（10/9（月）13:30～16:30、10/10（火）18:30～20:00 高知医療センター） 
８ 第 22回ビルメンテナンス青年部全国大会 in高知 
（10/12（木）13:30～17:00 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
９ 第１回在宅医療体制検討会議 
（10/12（木）18:30～20:30 第二応接室） 
10 高知県在宅歯科医療連携室研修会  
（10/12（木）19:00～20:30 総合あんしんセンター） 
11 受動喫煙防止対策県民フォーラム 
（10/13（金）13:30～15:30 高知市文化プラザかるぽーと） 
12 ふぐ処理師試験 
（10/17（火）10:00～ ＲＫＣ調理製菓専門学校） 
13 高知県薬事功労者等知事表彰式 
（10/20（金）11:00～11:30 健康政策部長室） 
14 第２回外来栄養食事指導推進研修会 
（10/22（日）9:30～12:00 高知県立大学池キャンパス） 
15 がん検診啓発イベント 
（10/22（日）10:00～17:00 イオンモール高知１階南コート） 
16 第 36回動物愛護のつどい 
（10/22（日）10:30～15:00  

丸ノ内緑地、わんぱーくこうちアニマルランド、高知県立のいち動物公園） 
17 高知家健康パスポート取得促進イベント 
（10/22（日）11:00～16:00 フジグラン四万十） 
18 臓器移植セミナー 
（10/22（日）13:30～16:30 高知城ホール） 
19 登録販売者試験 
（10/24（火）10:30～15:40 高知城ホール、高新文化ホール） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 １ 平成 29年度第６回高知県発達障害児等支援スキルアップ研修 
（10/3（火）9:00～12:00 ふくし交流プラザ） 
２ 第 21回スピリットアート（高知県障害者美術展） 
  ・開会式 
  （10/6（金）9:30～ 高知県立美術館１階第４展示室） 
  ・会期 
  （10/6（金）9:30～17:00、10/7（土）～10/15（日）9:00～17:00 

高知県立美術館１階第４展示室） 
  ・表彰式 
  （10/13（金）13:30～16:00 高知県立美術館１階美術館ホール） 
３ 平成 29年度高知県主任介護支援専門員資質向上研修事業 

地域支援ケアマネジャー養成研修 
（10/6（金）、10/7（土）10:00～16:00 ふくし交流プラザ） 
（10/8（日）10:00～16:00 高知県立大学法人永国寺キャンパス） 
４ 高知家の出会い・結婚・子育て応援団交流会 
（10/6（金）13:00～17:00 高知会館） 
５ 高知県主催出会い交流イベント「星に願いをパーティー」 
（10/7（土）10:30～15:30 波川公園） 
６ 平成 29年度介護支援専門員実務研修受講試験 
（10/8（日）10:00～ ふくし交流プラザほか２会場） 
７ 平成 29年度高知県相談支援従事者現任研修 
（10/12（木）～10/14（土）9:30～17:00 ふくし交流プラザ） 
８ 平成 29年度生活困窮者自立支援制度 中国・四国ブロック会議 
（10/12（木）13:30～16:30 高知会館） 
９ 平成 29年度高知県介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修 
（10/14（土）9:30～16:00、10/15（日）9:00～16:00 

高知県立大学池キャンパス） 
10 平成 29年度高知県相談支援従事者スキルアップ研修 
（10/15（日）9:30～15:30 高知市保健福祉センター） 
11 高知県少子化対策推進本部会議 
（10/16（月）10:00～10:30 第二応接室） 
12 女性活躍推進、仕事と育児の両立支援に向けたシンポジウム 
（10/16（月）13:00～15:00 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
13 高知県児童福祉審議会ひとり親家庭部会 
（10/16（月）18:30～20:00 正庁ホール） 
14 第２回あったかふれあいセンター職員テーマ別研修 
（10/17（火）10:00～16:00 ふくし交流プラザ） 
15 イベントサポータースキルアップ研修 
（10/17（火）19:00～21:00 ちより街テラス） 
16 高知県地域コーディネーター養成研修 

・第２回基礎研修 
（10/18（水）13:00～17:00 高知共済会館） 
・第２回スキルアップ研修 
（10/19（木）13:00～17:00 須崎商工会議所） 
（10/20（金）13:00～17:00 高知城ホール） 

17 平成 29年度福祉避難所運営に関する研修会 
（10/18（水）13:30～17:00 南国市社会福祉センター） 
18 高知家「出会い・結婚・子育て応援」フォーラム 2017 
（10/21（土）13：00～16：00 ちより街テラス） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
（続き） 

19 「Kochi on TV！」子ども食堂の取り組みの放送 
（10/21（土）～10/27（金）高知ケーブルテレビ） 
20 こうち出会いサポートセンター出張登録会 in夜須町 
（10/22（日）10:00～16:00 夜須町西町集会所（にこ家出会い・結婚相談窓口）） 
21 第８回こうち介護の日プレイベント 
（10/22（日）12:00～14:00 フジグラン野市） 
（10/29（日）12:00～14:00 サニーマート四万十店） 
22 平成 29年度四国地区里親研修会 
（10/22（日）10：20～15：30 ふくし交流プラザ） 
23 高知新聞朝刊広告への「子ども食堂の取り組み」の掲載 
（10/22（日）） 
24 平成 29年度第１回高知県障害者虐待防止・権利擁護研修 
（10/23（月）10:00～16:00 ふくし交流プラザ） 
25 戦傷病者相談員及び戦没者遺族相談員の委託状交付式及び合同研修会 
（10/23（月）13:00～15:00 高知会館） 
26 平成 29年度新任民生委員・児童委員（２年目）研修 
（10/23（月）13:30～16:00 黒潮町ふるさと総合センター） 
（10/25（水）13:30～16:00 本山町プラチナセンター） 
27 平成 29年度第１回高知県自殺対策連絡協議会 
（10/24（火）18:30～20:30 高知共済会館） 
28 ひだまりの会 ～自死遺族の分かち合いの会～ 
（10/26（木）14:00～16:00 こうち男女共同参画センター ソーレ） 
29 平成 29年度高知県サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修 
（10/27（金）9:30～17:00 ふくし交流プラザ） 
30 民生委員制度創設 100周年記念パレード 
（10/28（土）10:20～11:30 帯屋町アーケード） 
31 子どもの虐待防止推進全国フォーラム inこうち 
（10/28（土）13:30～16:30 高知市文化プラザかるぽーと） 
（10/29（日）9:15～12:20 高知会館ほか） 
32 県広報テレビ番組「おはようこうち」子ども食堂の取り組みの放送 
（10/29（日）7:00～7:15 高知放送） 
33 地域福祉（活動）計画実践支援研修及び包括的支援体制構築研修 
（10/31（火）10:00～16:00 高知会館） 
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部局名 １０月の主要な取り組み予定 

文化生活スポーツ
部 
 
 

１ 第 72回国民体育大会愛顔つなぐえひめ国体 
（9/30（土）～10/10（火）愛媛県・兵庫県・高知県） 
２ 消費生活講座（高知県立大学連携講座） 
（10/1（日）高知県立大学法人永国寺キャンパス） 
３ ＪＩＣＡインドネシア青年研修員による文化生活スポーツ部副部長表敬訪問 
（10/2（月）9:00～9:30 防災作戦室） 
４ まんが教室 
（10/2（月）四万十市立中村南小学校） 
（10/6（金）土佐清水市立清水中学校） 
（10/26（木）土佐市立北原小学校） 
５ なんこくファミリーサポートセンター開所式 
（10/3（火）10:00～ 南国市立西部児童館） 
６ 内閣府「青年の船」による文化生活スポーツ部副部長表敬訪問 
（10/3（火）11:00～11:30 高知共済会館） 
７ 外務省事業等説明会 
  ・第１回 
  （10/4（水）10:30～11:45 本庁地下会議室） 
  ・第２回 
  （10/23（月）13:30～14:30 職能センター203） 
８ 駐日イタリア特命全権大使来高 
  ・知事表敬訪問 

（10/6（金）17:00～17:15 知事室） 
・駐日イタリア大使を囲む会 
（10/6（金）18:30～ ラ・ヴィータ） 
・県内サイクリング 
（10/7（土）県内） 

９ 四国ディスカバリーライド 2017（３日間コース出発式） 
（10/7（土）10:30～ 三翠園） 
10 第 50回日本女子ソフトボールリーグ１部第８節（高知大会） 
（10/7（土）、10/8（日）春野総合運動公園） 
11 香港サイクロソン 2017への出展 
（10/8（日）5:00～18:00  市政局百周年紀念花園（香港）） 
12 平成 29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」 
（10/10（火）14:00～16:00 高知会館） 
13 歴史民俗資料館特別展「今を生きる禅文化～伝播から維新を越えて～」 

・開展式 
（10/13（金）14:00～14:30 歴史民俗資料館） 
・展示期間 
（10/14（土）～11/26（日） 歴史民俗資料館） 

14 第１回龍馬マラソンランニングセミナー 
（10/13（金）18:00～20:30 りょうまスタジアム） 
15 オランダ自転車協会 フェルベルフ氏 来高 
（10/13（金）～21日（土）宿毛市、梼原町、仁淀川町、高知市） 
16 障害者フライングディスク大会 
（10/15（日）りょうまスタジアム） 
17 第２回高知県スポーツ振興県民会議 
（10/16（月）13:30～16:30 サンライズホテル） 
18 高知県公立大学法人 理事会・経営審議会 
（10/18（水）14:00～17:00 高知県立大学法人永国寺キャンパス） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

文化生活スポーツ
部 
（続き） 
 

19 平成 29年度第１回高知県文化芸術振興ビジョン評価委員会 
（10/19（木）9:30～11:30 文学館ホール） 
20 第２回龍馬マラソンランニングセミナー 
（10/21（土）9:30～12:00 春野運動公園陸上競技場） 
21 第６回高知県知事杯 サーフィン大会 
（10/22（日）6:30～18:00 四万十市平野サーフビーチ） 
22 平成 29年度人権啓発研修ハートフルセミナー 

映画上映「彼らが本気で編むときは、」 
（10/22（日）10:00～12:20、14:00～16:20 

高知県立人権啓発センター ６階ホール） 
23 国際ふれあい広場 2017 
（10/22（日）10:00～16:00 ひろめ市場イベント広場など） 
24 第８回高知県私学振興大会 
（10/22（日）13:30～15:00 かるぽーと） 
25 アニ玉祭 
（10/22（日）大宮ソニックシティ（埼玉県）） 
26 平成 29年度第 22回高知県文化環境功労者表彰選考委員会 
（10/24（火）13:30～14:30 部長室） 
27 市町村消費生活相談員研修 
（10/25（水）9:30～16:30 四万十市役所） 
（10/26（木）9:30～16:30 県立消費生活センター） 
28 平成 29年度第２回高知県人権啓発活動ネットワーク協議会 
（10/25（水）13:30～15:30 高知よさこい咲都合同庁舎７階会議室） 
29 第７期リコー杯女流王座戦 
 ・前夜祭 
（10/25（水）18:30～20:00 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
・第一局 
（10/26（木）10:00～ ザ クラウンパレス新阪急高知） 

30 駐日ドイツ特命全権大使来高 
（10/26（木）9:40～10:20 高知城見学） 
31 全国障害者スポーツ大会壮行式 
（10/26（木）13:30～ 障害者スポーツセンター） 
32 人権啓発センター指定管理者選定委員会 
（10/26（木）13:30～15:30 人権啓発センター） 
33 韓国全羅南道国際農業博覧会 
（10/26（木）全羅南道（韓国）） 
34 オーストラリア女子ナショナルチーム 2017秋合宿 in 高知 
（10/26（木）～11/1（水）春野総合運動公園ほか） 
35 高知県社会貢献活動支援推進会議 
（10/27（金）10:00～12:00 高知共済会館） 
36 平成 29年度人権啓発研修ヒューマンパワー育成講座 

講演会「組織力と人権」講師:駒田徳広 
（10/28（土）14:00～15:30 高知県立人権啓発センター ６階ホール） 
37 サッカー「町田ゼルビア×高知県 タイアップマッチ」 
（10/29（日）町田市立陸上競技場（東京都町田市）） 
38 韓国木浦共生園と高知聖園天使園との交流事業 
（10/29（日）～11/1（水）高知聖園天使園） 
  ・ＪＡＬによる紙ひこうき教室他 

（10/30（月）高知聖園天使園） 
→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

文化生活スポーツ
部 
（続き） 
 

39 全羅南道姉妹交流協定１周年記念行事 
  ・セレモニー 
   （10/31（火）13:00～13:40 田内千鶴子生誕之地記念碑前） 
  ・児童福祉シンポジウム 
   （10/31（火）15:00～17:50 三翠園） 
  ・レセプション 

 （10/31（火）18:30～20:30 三翠園） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０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 ｢板長グループ」高知フェア 
（10/1（日）～（シンガポール））※在庫なくなり次第終了 
３ 移住体験ツアー「地域の『幸』を仕事にする」 
（10/7（土）～10/9（月） 

四万十町、黒潮町、四万十市、宿毛市、大月町、土佐清水市） 
４ ＡＮＵＧＡ2017（見本市） 
（10/7（土）～10/11（水）9:00～18:00（ドイツ）） 
５ 高知県Ｕ・Ｉターン就職セミナー2017 
（10/14（土）13:30～17:00 学情梅田コンパス（大阪市北区）） 
（10/15（日）13:30～17:00 学情東京本社セミナールーム（東京都中央区）） 
６ 高知暮らしフェア 
（10/15（日）12:00～16:30 ＴＫＰガーデンシティ名古屋（名古屋市中区） 
（10/28（土）13:00～19:00 ＴＫＰ横浜ビジネスセンター（横浜市神奈川区）） 
７ 第２回外商力アップ勉強会 
（10/17（火）13:30～15:30 オリエントホテル高知） 
８ 一般社団法人 移住促進･人材確保センター 事務所開き 
（10/17（火）こうち勤労センター５階） 
９ 一般社団法人 移住促進･人材確保センター 社員総会 
（10/17（火）高知県自治会館３階第一会議室） 
10 第２回ＨＡＣＣＰ推進者研修 
（10/18（水）13:30～17:00 ふくし交流プラザ） 
11 衛生管理指導者研修 
（10/19（木）10:00～17:00 高知新聞放送会館） 
12 第２回商品力アップ相談会 
（10/19（木）、10/20（金）場所調整中） 
13 地方創生ビッグデータ WEEK in 高知 
「地方創生ハッカソン-高知家の魅力発見」 

（10/21（土）10:00～18:30、10/22（日）10:00～19:30 高知工業高等専門学校） 
14 平成 29年度大阪高知県人会・親睦交流会 
（10/22（日）12:00～14:30 大阪新阪急ホテル） 
15 平成 29年度食品表示研修（専門編:一括表示作成） 
（10/24（火）13:30～17:00 高知会館） 
16 起業塾 
（10/25（水）18:30～21:00、10/28（土）9:30～12:30、13:30～16:30 

シェア会議室 秋葉原岩本町（東京都千代田区）） 
（10/26（木）18:00～21:00 学校法人阪神学園 ベルスクール（大阪）） 
17 2017国際農業博覧会（International Agriculture Exhibition 2017） 
（10/26（木）～10/28（土）（国際ビジネスデー）全羅南道（韓国）） 
18 品質管理勉強会 
（10/27（金）13:30～15:30 工業技術センター） 
19 ふるさとワーキングホリデー合同説明会 in東京 
（10/27（金）移住・交流情報ガーデン（東京都中央区）） 
20 移住体験ツアー「私の田舎づくり」 
（10/27（金）、10/28（土） 高知市、須崎市） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０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「ビジネス法務コース」 
  ・基礎講座第２講「知的財産管理」 
  （10/1（日）10:30～12:00 ココプラ） 
２ 土佐ＭＢＡ実科「目指せ！弥太郎商人塾」 
  ・SESSION３「先進事例に学ぶ、コンセプトとは」 

（10/2（月）13:00～17:00、10/3（火）、10/4（水）9:00～17:00 ココプラ） 
３ 土佐ＭＢＡ本科・応用講座「土佐経営塾」 
（１）SESSION３「経営を写し出す会計」 
（10/2（月）19:00～21:00 ココプラ） 

（２）SESSION４「投資の『見返り』とは何であるのか」 
（10/9（月）19:00～21:00 ココプラ） 

（３）SESSION５「投資の計画とその評価」 
（10/16（月）19:00～21:00 ココプラ） 

（４）SESSION６「『夢』の再構築」 
（10/22（日）13:30～17:30 ココプラ） 

（５）SESSION７「公的補助金と起業」 
（10/30（月）18:30～21:00 土佐市） 

４ シーズ・研究内容紹介⑪ 
  ・「高知県産茶の特性と商品について(講師:農業技術センター 茶業試験場)」 
  （10/4（水）15:30～17:00 ココプラ） 
５ 土佐ＭＢＡ実科「ＭＢＡアドバンス」 
  ・SESSION８「交渉術とファシリテーション」 
  （10/6（金）10:00～17:00 ココプラ） 
６ 土佐ＭＢＡ本科「事業管理コース」 
（１）入門講座「マネジメントサイクル構造論」 
（10/10（火）13:30～16:30、10/15（日）13:30～16:30 ココプラ） 

（２）基礎講座第１講「品質管理」 
（10/25（水）15:00～16:30、10/25（水）19:00～20:30 ココプラ） 

７ 土佐ＭＢＡ本科「情報ビジネスコース」 
（１）基礎講座第３講「ＩｏＴビジネス」 
（10/13（金）13:30～15:00、10/14（土）13:30～15:00 ココプラ） 

（２）基礎講座第４講「データ分析・流通・セキュリティ」 
（10/13（金）15:20～16:50、10/14（土）15:20～16:50 ココプラ） 

８ 平成 29年度創業支援に係る横展開セミナー（四国ブロック） 
（主催:中小企業基盤整備機構、中小企業庁、四国経済産業局） 

（10/18（水）13:30～17:30 高知市内） 
９ シーズ・研究内容紹介⑫ 

・「口腔病原細菌に焦点をあてた感染症重症化予防システムの構築(講師:高知
学園短期大学)」 

（10/18（水）18:30～20:00 ココプラ） 
10 土佐ＭＢＡ実科「新事業創出講座」② 
（10/20（金）13:00～17:00 ココプラ） 
11 土佐ＭＢＡ本科「組織・人的資源マネジメントコース」 

・基礎講座第３講「企業実践例」 
（10/20（金）15:00～16:30、10/20（金）19:00～20:30 ココプラ） 
・基礎講座第４講「自律的な部下に変える『職場での教え方、育て方』」 
（10/27（金）15:00～16:30、10/27（金）19:00～20:30 ココプラ） 

 
 

→ 次頁に続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０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） 
 
 
 
 
 
 
 

12 経営者トーク⑥ 
・「黄金しょうがのブランド化と成長戦略～日本一の生姜産地 高知県から全
国へ～（講師:株式会社坂田信夫商店  専務取締役 清藤 浩文 氏）」 

（10/20（金）18:30～20:00 ココプラ） 
13 こうち起業サロン「KOCHI START UP PARK」・デモデイ 
（10/21（土）13:00～17:00 土佐山夢産地パーク交流館「かわせみ」） 
14 NARIWAI Start up Salon（ナリワイ スタートアップ サロン） 
（10/29（日）宿毛市） 
15 開放特許活用新事業創出プロジェクト アイデアソン② 
（10/30（月）14:00～18:00 ココプラ） 
 

名古屋事務所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 高知フェア 
（10/5（木）Ａコープ吉良店（愛知）） 
（10/5（木）～10/10（火）アピタ名古屋空港店） 
（10/12（木）～10/17（火）アピタ千代田橋店（愛知）） 
２ 第 20回安濃津よさこい 
（10/7（土）、10/8（日）三重県津市内各会場） 
３ 四国瀬戸内フェア 
（10/12（木）～10/17（火）アピタ岩倉店（愛知）） 
（10/19（木）～10/24（火）アピタ高蔵寺店（愛知）） 
 

地産外商公社 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） 
３ 高知フェア 
（9/1（金）～10/31（火）家族亭（大阪ほか）） 
（9/19（火）～10/19（木）tukiji kitchen（東京）） 
（10/1（日）～10/31（火）しまゆし（東京）） 
４「とさけ（南国土佐高知のお酒）とつまみ」日本一早い新酒とスパークリング 
純米大吟醸の販売 

（9/12（火）～10/9（月）東急ハンズ新宿店） 
５ 中央区アンテナショップスタンプラリー 
（10/5（木）～10/24（火）中央区 26アンテナショップ） 
６ 第５回ファベックス関西 2017 
（10/11（水）～10/13（金）10:00～17:00 インテックス大阪） 
７ 高知県アンテナショップ祭り 
（10/11（水）～10/30（月）立川高島屋（東京）） 
８ まるごと高知出張商談会 
（10/27（金）安芸総合庁舎） 
９ ぶらり銀座秋の酒まつり 
（10/28（土）、10/29（日）「まるごと高知」ほか６アンテナショップ） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

大阪事務所 １ 高知県四万十町フェア 
（9/22（金）16:00～22:00、 
9/23（土）～10/2（月）11:00～22:00 
10/3（火）11:00～20:00 阪急梅田駅） 

２ 阪急百貨店での四万十ドラマフェア 
（10/4（水）～10/10（火）阪急百貨店うめだ本店） 
３ 中華民国（台湾）建国 106年慶祝式典 
（10/6（金）18:00～ ウェスティンホテル大阪） 
４ 第５回ファベックス関西 2017 
（10/11（水）～10/13（金）10:00～17:00 インテックス大阪） 
５ 第９回「にほんのお酒」 
（10/12（木）、10/13（金）16:00～22:00 ラグザ大阪） 
６ 平成 29年度 秋季例大祭 
（10/14（土）10:00～ 霊山（京都）） 
７ 高知県Ｕ・Ｉターン就職セミナー2017 
（10/14（土）13:30～17:00 学情梅田コンパス（大阪市北区）） 
８ 本町３県（静岡・高知・福井）物産展「秋のええもん市」 
（10/19（木）10:00～18:00、10/20（金）10:00～17:00 各県大阪事務所） 
９ 水都おおさか森林の市 2017 
（10/22（日）10:00～16:00 近畿中国森林管理局・毛馬桜之宮公園（大阪）） 
10 平成 29年度 大阪高知県人会・親睦交流会 
（10/22（日）12:00～14:30 大阪新阪急ホテル） 
11 起業塾 
（10/26（木）18:00～21:00 学校法人阪神学園ベルスクール（大阪）） 
12 野村不動産グループカスタマークラブフェスタ 2017 
（10/28（土）、10/29（日）10:00～18:00 大阪梅田ハービスホール） 
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部局名 １０月の主要な取り組み予定 

中山間振興・交通
部 
 
 
 

１ ＲＫＣらんど 公共交通ブース出展（公共交通利用促進啓発事業） 
（10/1（日）10:00～17:00 高知市中央公園） 
２ ごめん・なはり線活性化協議会幹事会 
（10/5（木）13:30～15:00 安芸市役所） 
３ 第２回鳥獣保護管理員会 
（10/6（金）14:00～16:00 高知共済会館） 
４ わな猟技術講習会 
（10/7（土）13:00～ 黒潮町土佐西南大規模公園ふるさと総合センター） 
（10/21（土）13:00～ 土佐市立蓮池コミュニティセンター） 
（10/28（土）13:00～ 越知町民会館） 
５ 集落活動センター特産品販売会（参加団体:集落活動センター柳野） 
（10/8（日）11:00～15:00 金高堂本店前） 
６ 狩猟フォーラム 
（10/8（日）13:00～16:00 高知工科大学） 
７ 第２回高知県版図柄入りナンバープレート選定協議会 
（10/10（火）15:30～17:30 高知会館） 
８ 高知ふるさと応援隊 第２回ファシリテーター養成研修会 
（10/13（金）10:00～17:00 高知県立大学法人永国寺キャンパス地域連携棟） 
９ 高知地域おこし未来会議 フィールドミーティング in須崎 
（10/15（日）13:00～17:00 須崎市安和海岸）  

※天候不順時:須崎市安和地区公民館 
10 わな猟捕獲技術向上事業研修会 
（10/19（木）13:00～16:00 高知県農業技術センター） 
（10/26（木）13:00～16:00 本山町プラチナセンター） 
11 よさこいジビエ調理教室 
（10/19（木）13:00～ 高知情報ビジネス＆フード専門学校） 
12 第三セクター鉄道等道府県協議会情報交換会 
（10/19（木）、10/20（金） 岡山市サンピーチ OKAYAMA） 
13 ごめん・なはり線活性化協議会総会 
（10/20（金）13:30～15:30 安芸広域メルトセンター） 
14 第４回鳥獣被害対策専門員会 
（10/20（金）13:30～17:00 高知市四国森林管理局） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
 
 
 

１「高知県の鉱業」と「海洋鉱物資源」ＰＲ展示 
（9/26（火）～10/5（木）正庁ホール前） 
２ 地域連絡会議 
  ・仁淀川地域本部（10/6（金）13:30～15:00 土佐合同庁舎） 
  ・高知市地域本部（10/13（金）13:30～15:00 工業技術センター） 
  ・安芸地域本部（10/16（月）13:30～15:00 安芸総合庁舎） 
  ・物部川地域本部（10/17（火）13:30～15:00 香美農林合同庁舎） 
３ 知的財産に関する研究開発者向け研修 
「農業のための技術とブランドの知財戦略」 

（10/6（金）13:30～15:30 農業技術センター） 
４ 第 10回高知国際版画トリエンナーレ展 
（10/7（土）～12/3（日）いの町紙の博物館）  
５ 平成 29年度事業継続計画策定講座 

・東部開催 
（10/7（土）9:30～16:30、10/28（土）9:30～12:30 ホテル TAMAI） 
・中央開催 
（10/27（金）17:00～20:00 高知共済会館） 

６ 一般社団法人高知県移住促進・人材確保センターの業務開始 
（10/10（火）9:00～ こうち勤労センター） 
７ 従業員のキャリアアップセミナー   
  ・集合型研修④「ビジネスマナー」 
  （10/12（木）13:30～16:30 ちより街テラス） 
８ 第 21回海洋深層水利用学会全国大会 
（10/12（木）～10/13（金）北海道羅臼町内） 
９ 第 46回採石業務管理者試験 
（10/13（金）10:00～12:00 高知城ホール２階会議室） 
10 高知県商工会議所議員大会・講演・懇親会 
（10/13（金）13:50～ 高知商工会館） 
11 ものづくり企業マッチング商談会 in台湾 
（10/16（月）～10/19（木）台北市内（台湾）） 
12 一般社団法人高知県移住促進・人材確保センター社員総会及び理事会 
（10/17（火）13:30～16:00 こうち勤労センター） 
13 平成 29年度採石災害防止巡回技術指導 
（10/17（火）高知市内採石場） 
14 海洋深層水産業利用全国自治体協議会 
（10/18（水）～10/19（木）鹿児島県甑島） 
15 高知県ＩｏＴ推進ラボ研究会会員による現場視察（集落営農現場） 
（10/18（水）13:00～17:00 高知県農業担い手育成センター） 
16 第８回ＩｏＴ推進ラボ研究会セミナー 講師:株式会社ソラコム ほか 
（10/20（金）14:30～17:00 高知商工会館） 
17 高知県建具協同組合創立 50周年記念祝賀会 
（10/20（金）17:30～ 三翠園） 
18 地方創生ハッカソン 
（10/21（土）10:00～18:30、10/22（日）10:00～19:30 高知高専） 
19 お母さんのための再就職準備イベント 
（10/24（火）10:00～15:30 ちより街テラス） 
20 合同就職説明会・面接会 
（10/28（土）13:00～ ちより街テラス） 
21 2017台湾深層海水資源利用学会大会 
（10/30（月）9:00～16:30 集思台大会議センター国際会議ホール（台北市）） 
22 ものづくり産業強化事業費補助金審査会（試作開発・製品改良部門） 
（10/31（火）10:00～12:00 工業技術センター） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
 
 
 
 

１ 日本遺産認定記念シンポジウム～中芸みんなの日本遺産～ 
（10/1（日）10:00～16:00 田野町ふれあいセンター（田野町）） 
２ 四国インバウンド商談会 2017 
（10/3（火）13:30～18:00 ＪＲホテルクレメント高松）   ※本年度 13回目 
３ 新竹県国際花鼓芸術節へのよさこいチーム派遣 
（10/6（金）～10/8（日）新竹県（台湾）） 
４ 土佐の豊穣祭 2017 

・高知東海岸グルメまつり＆鉄道の日） 
（10/7（土）、10/8（日）10:00～15:00 安芸タイガース球場駐車場（安芸市）） 
・刃物まつり＆山田のかかしコンテスト 
（10/14（土）10:00～17:00、10/15（日）10:00～16:00 鏡野公園（香美市）） 
・第 14回土佐さがのもどりガツオ祭 
（10/14（土）9:30～15:00 黒潮一番館及び周辺（黒潮町）） 
・土佐の豊穣祭 in嶺北 
（10/15（日）10:00～16:00 ゆとりすとパークおおとよ（大豊町）） 

５ 高知城秋の夜のお城まつり 
（10/7（土）～10/15日（日）18:00～21:00 高知城・高知公園） 
６ 「志国高知 幕末維新博」特別巡回展 

・「幕末維新写真展」 
（10/7（土）～1/14（日）創造広場「アクトランド」（香南市）） 

７ 「志国高知 幕末維新博」関連企画展 
・「坂本龍馬 維新への軌跡とその思い」 
（10/7（土）～1/14（日）創造広場「アクトランド」（香南市）） 
・「今を生きる禅文化 –伝播から維新を超えて-」 
（10/14（土）～11/26（日）県立歴史民俗資料館（南国市）） 
・「五藤家と家臣たち」 
（10/21（土）～12/10（日）安芸市立歴史民俗資料館） 
・「地震 ～絵金と赤岡周辺～」 
（10/24（火）～1/8（月）絵金蔵（香美市）） 

８ 高知家おもてなしキャンペーン 
（9/28（木）～10/24（火）） 

・「お茶でおもてなし」（観光客へのお茶のお接待等） 
（10/8（日）10:00～12:00 高知城） 
・「あったか高知。秋のおもてなし一斉清掃」 
（10/24（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） 
９ 外国客船「コスタ・セレーナ」寄港 
（10/9（月）8:00入港～16:00出港、乗客定員:3,000名、総ﾄﾝ数:114,147t） 

※外国客船の寄港 暦年 26回目、年度 21回目 
10 「2017しあわせぐるり、しこくるり。」四国観光商談会（四国ツーリズム創造 

機構主催） 
・大阪会場 
（10/11（水）14:00～20:00 ホテルグランヴィア大阪） 
・名古屋会場 
（10/24（火）14:00～20:00 キャッスルプラザ） 

11 第４回土佐の観光創生塾 
・中央地域（10/12（木）13:00～17:00 国民宿舎 土佐（土佐市）） 
・西部地域（10/18（水）13:30～17:30  

土佐西南大規模公園ふるさと総合センター（黒潮町）） 
・東部地域（10/20（金）13:30～17:30 高知県安芸総合庁舎（安芸市）） 
 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
（続き） 
 
 
 

12 VISIT JAPAN 美しい自然や体験を切り口とした四国縦断ルートの外客誘致促
進事業 ファムツアー 

（10/14（土）～10/15（日）南国市、安芸市、いの町、高知市） 
※本年度 31回目 

13 外国客船「クァンタム･オブ･ザ･シーズ」寄港 
（10/17（火）7:00入港～15:00出港、乗客定員:4,180名、総ﾄﾝ数:168,666t） 

※外国客船の寄港 暦年 27回目、年度 22回目 
14 第７回志国高知幕末維新博推進協議会 
（10/17（火）10:00～12:00 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
15 VISIT JAPAN 庭園・盆栽を切り口とした SIT（Special Interest Tour） 

向け外客誘致促進事業（ファムツアー） 
（10/17（火）～10/19（木）高知市、北川村、田野町、安芸市） 

※本年度 32回目 
16 VISIT JAPAN 香港ＦＩＴ（Foreign Independent Traveler）向け愛媛・ 

徳島・高知体験旅行ＰＲ事業（ファムツアー） 
（10/23（月）、10/24（火）梼原町、仁淀川町、越知町、佐川町） 

※本年度 33回目 
17 外国客船「スーパースター・ヴァーゴ」寄港 
（10/24（火）8:00入港～20:00出港、乗客定員:1,870名、総ﾄﾝ数:75,338t） 

※外国客船の寄港 暦年 28回目、年度 23回目 
18 教育旅行推進アドバイザー研修 
（10/24（火）～10/27（金）東部、嶺北、幡多地域） 
19 台北国際旅行博（ＩＴＦ） 
（10/27（金）～10/30（月）台湾） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

観光コンベンショ
ン協会 
 
 
 
 

１ 四国インバウンド商談会 2017 
（10/3（火）10:00～18:00 ＪＲホテルクレメント高松） 
２ 高知県観光情報交換会（パーソナル系旅行会社対象） 

・東京会場（10/3（火）16:30～18:00 高知県東京事務所） 
・大阪会場（10/4（水）16:30～18:00 本町センタービル） 

３ メディア系旅行会社を対象とした個別セールス 
（10/3（火）～10/5（木） 東京・大阪） 
（10/10（火）、10/11（水）福岡） 
（10/19（木）、10/20（金）広島） 
（10/24（火）、10/25（水）名古屋・静岡） 
４ 観光地域づくり・人材育成研修（おもてなし研修） 
（10/4（水）13:30～16:00 城西館） 
５ 国際ミーティングエキスポ 2018出展予定者説明会 
（10/4（水）13:30～16:30 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）会議室） 
６ ＭＩＣＥ事務局セールス 
（10/5（木）、10/6（金）東京） 
７ 第 50回日本女子ソフトボールリーグ１部第８節 高知大会 
（10/7（土）、10/8（日）春野総合運動公園） 
８ 高知城秋の夜のお城まつり 
（10/7（土）～10/15（日）18:00～21:00 高知城・高知公園） 
９ 「幕末維新こうち歴史旅（仮題）」ロケ 
（10/10（火）、11(水) 高知市～室戸市） 
     ＊11/11(土)ＲＫＣ放送予定、その他日本テレビ系列局で放送予定 
10 タイ旅行会社セールス 
（10/10（火）～10/13（金）タイ国内） 
11 「2017しあわせぐるり、しこくるり。」四国観光商談会（四国ツーリズム創造 

機構主催） 
・大阪会場 
（10/11（水）14:00～20:00 ホテルグランヴィア大阪） 
・名古屋会場 
（10/24（火）14:00～20:00 キャッスルプラザ） 

12 2017「ＡＮＡ誘遊四国キャンペーン」説明会（ＡＮＡ主催） 
（10/18（水）15:30～19:00 城西館） 
13 台湾教育旅行視察団受け入れ 
（10/18（木）大豊町） 
14 薩長土肥ウォーク in TOKYO 
（10/22（日）東京都内(早稲田大学大隈記念講堂発着)） 
15 第６回高知県知事杯サーフィン大会 
（10/22（日）四万十市平野サーフビーチ） 
16 あったか高知 秋のおもてなし一斉清掃 
（10/24（火）9:00～10:00 高知駅前） 
17 トリップアドバイザーセミナー（口コミサイト活用のヒントについて） 
（10/26（木）13:30～15:30 高知城ホール） 
18 台北国際旅行博（ＩＴＦ） 
（10/26（木）～10/31（火）台湾） 
19 サッカー「町田ゼルビア×高知県 タイアップマッチ」 
（10/29（日）町田市立陸上競技場（東京都町田市）） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

農業振興部 １ 九州土佐会通常総会 
（10/2（月）16:00～ステーションホテル小倉） 
２ 平成 29年度新嘗祭献穀田抜穂式 
（10/5（木）10:00～11:30 本山町下津野献穀田） 
３ 直販所活性化セミナー（個別セミナー） 
（10/5（木）14:00～17:00 ＪＡとさし あおぞらいち（土佐市）） 
（10/31（火）13:00～16:00 ＪＡ土佐くろしお とさっ子広場（須崎市）） 
４ 日蘭園芸セミナーにおける「こうち新施設園芸システム」の講演 
（10/5（木）15:45～16:05 東京ビッグサイト会議棟） 
５ 第 26回高知県農業振興フェア 
（10/6（金）9:00～16:00、10/7（土）9:00～15:00 農業技術センター） 
６ 新・農業人フェア in広島 
（10/8（日）13:00～17:00 広島県立広島産業会館） 
７ 高知県秋季果実展示品評会 

・審査 
（10/8（日）14:00～16:00 ＪＡ高知ビル） 
・展示・表彰 
（10/9（月）9:00～17:00 ＪＡ高知ビル） 

８ 須崎地区環境制御技術普及推進会議 
（10/10（火）13：20～16:00 須崎総合庁舎） 
９ 集出荷場ＧＡＰ研修会 
（10/11（水）10:15～12:00 園芸連 

        15:00～17:00 ＪＡ高知はた 
10/12（木）10:00～12:00 ＪＡ土佐あき） 

10 第 20回全国農業担い手サミット inこうち 
  ・第４回実行委員会 

（10/13（金）9:30～11:30 高知共済会館） 
  ・全体会、地域交流会 

（10/24（火）、10/25（水）春野総合運動公園体育館ほか） 
11 第２回こうちアグリ体験合宿 
（10/13（金）～10/15（日）農業担い手育成センター） 
12 こうちアグリスクール 
（10/14（土）、10/28（土）14:00～18:00 

ＴＫＰ東京駅日本橋カンファレンスセンター） 
13 高知暮らしフェア 

・in名古屋 
（10/15（日）12:00～16:30 ＴＫＰガーデンシティ名古屋） 
・in横浜 
（10/28（土）13:00～19:00 ＴＫＰ横浜ビジネスセンター） 

14 ウエルカムフラワーの展示 
（10/17（火）～10/20（金）、10/22（日）～10/27（金）高知龍馬空港） 
15 高知県水稲新品種命名委員会 
（10/18（水）10:00～12:00 全農高知県本部） 
16 高知県園芸品販売拡大推進大会 
（10/19（木）14:15～16:15 県民体育館） 
17 第 53回高知県茶品評会表彰式 
（10/28（土）10:00～11:00 イオンモール高知） 
18 平成 29年度高知県高病原性鳥インフルエンザ防疫対策訓練 
  ・情報伝達訓練 

（10/30（月）本庁舎等） 
  ・実動訓練 

（10/31（火）幡多地域） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
 
 
 

１ 緑の募金秋期強化月間 
（9/1（金）～10/31（火）） 

・職場募金 
（10/2（月）14:00～16:00 高知県森と緑の会が県庁内各課訪問） 
・街頭募金 
（10/7（土）13:30～15:00 高知市中央公園） 

２ 四国４県連携事業ライトダウンキャンペーン「ムーンナイト SHIKOKU」の実施 
（10/1（日）～10/7（土）） 
３ 男も(女も)持つぞ！マイバックキャンペーン（高知県地球温暖化防止県民会

議 県民部会事業） 
（10/1（日）～11/30（木）） 
４ ＣＬＴ建築物及び非住宅モデル建築物の完成見学会 
（10/3（火）13:30～15:30 高知市） 
５ 協働の森づくり事業交流活動 

・株式会社ツムラ 
（10/4（水）、10/5（木）越知町） 
・株式会社四国銀行 
（10/7（土）高知市） 
・生活協同組合連合会 コープ自然派事業連合 
（10/8（日）土佐町） 
・東京海上日動火災保険株式会社 
（10/14（土）安芸市） 
・三愛石油株式会社 
（10/15（日）本山町） 
・日本道路株式会社 
（10/20（金）、10/21（土）梼原町） 
・一般社団法人高知県トラック協会 
（10/21（土）、10/22（日）土佐町） 
・株式会社オンワードホールディングス 
（10/23（月）高知市） 
・クラブツーリズム株式会社 
（10/26（木）津野町） 
・建設マネジメント四国・四国クリエイト協会 
（10/27（金）、10/28（土）梼原町） 
・損害保険ジャパン日本興亜株式会社 
（10/28（土）馬路村） 
・セントラルグループ 
（10/28（土）香美市） 

６ こうち・しみずメガソーラー株式会社株主総会 
（10/13（金）13:30～ 土佐清水市役所） 
７ 林業大学校選考試験（推薦） 
（10/14（土）四国森林管理局会議室） 
８ 移住・就職相談会「高知暮らしフェア」 
（10/15（日）12:00～16:30 ＴＫＰガーデンシティ名古屋） 
（10/28（土）13:00～19:00 ＴＫＰ横浜ビジネスセンター） 
９ 平成 29年度第２回南海トラフ巨大地震の発生に伴う災害廃棄物処理検討会 
（10/17（火）15:00～17:00 高知城ホール） 
10 ＣＬＴ建築物（高知県立林業大学校新校舎）の完成見学会 
（10/21（土）10:00～15:00 香美市） 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
（続き） 
 
 

11 地球温暖化防止セミナー（高知県地球温暖化防止県民会議 県民部会事業） 
（10/21（土）13:00～15:30 高知大学メディアホール） 
12 土佐材展示会 
（10/21（土）、10/22（日）愛知県） 
13 こうちフォレストスクール  
（10/21（土）13:30～16:30 森林研修センター研修館） 
（10/22（日）13:30～16:30 四国森林管理局） 
（10/28（土）13:30～16:30 中村市森林組合） 
14 第 43回木材まつり（素材の部） 
（10/24（火）10:00～ 高知市） 
15 ＥＶＩ環境マッチングイベント 2017 
（10/24（火）10:00～16:00 東京国際フォーラム） 
16 ＣＬＴフォーラム 2017 
（10/26（木）13:30～17:00 東京都） 
17 第４回新たな管理型最終処分場候補地選定委員会 
（10/27（金）13:00～17:00 高知城ホール） 
18 第 13回もくもくランド 2017（高知県木造住宅フェア） 
（10/28（土）、10/29（日）10:00～16:30 高知市中央公園） 
19 高知県市町村環境行政連絡協議会 
（10/31（火）13:30～16:30 宿毛市立宿毛文教センター） 
20 木材増産推進プロジェクトチーム会議 
（下旬予定） 
21 第２回林業・木材産業生産性向上プロジェクトチーム会議 
（下旬予定） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

水産振興部 
 
 
 

１ TOSA DININGおきゃく「高知産本マグロフェア」 
（9/25(月)～10/8（日） TOSA DININGおきゃく（東京都）） 
２ 食育事業 
（10/3（火）9:50～12:15四万十町立田野々小学校、 
 10/4（火）10:40～13:00香南市立香我美小学校、 
 10/12（木）PM、10/19（木）PM、10/26（火）PM高知市立昭和小学校） 
３ 「高知家の魚応援の店」産地招へい（バルザル） 
（10/10(火)～10/11（水）須崎市、中土佐町、宿毛市、土佐清水市、南国市） 
４ 第 38回全国豊かな海づくり大会高知県実行委員会第３回総会 
（10/11（水）14:00～15:30 高知共済会館） 
５ 第 10回高知海区漁業調整委員会 
（10/16（月）14:00～共済会館） 
６ 土佐清水ワールド 幡多バル高知店オープニングセレモニー 
（10/20（金）15:00～ 幡多バル高知店（高知市）） 
７ 高知県内水面種苗供給協議会総会 
（10/23（月）14:00～16:00 西庁舎７階会議室） 
８ シンポジウム「海洋資源を活用した漁村でのサービス業（遊漁船業等）の振

興」 
（10/30（月）15:00～17:00 大方あかつき館） 
９ 高知カツオ県民会議幹事会 
（10/31（火）13:15～15:15 高知市内） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

土木部 
 
 
 

１ 第 37回地域産学官と技術士との合同セミナー 
（10/6（金）13:30～17:15 高知会館） 
２ 開通 30周年高知自動車道アニバーサリーフェスタ in南国ＳＡ 
（10/8（日）10:00～15:00 南国ＳＡ） 
３ 夜の動物公園のいち deナイト 
（10/8(日)のいち動物公園） 
４ 外国客船高知新港寄港 

・「コスタ・セレーナ」 
（10/9（月）8:00入港～16:00出港） 
・「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」 
（10/17（火）7:00入港～15:00出港） 
・「スーパースター・ヴァーゴ」 
（10/24（火）8:00入港～20:00出港） 

５ 平成 29年度高知県耐震改修技術学校 
（10/11（水）14:30～17:30 幡多土木事務所） 
（10/12（木）13:30～16:30 高知共済会館） 
（10/25（水）14:30～17:30 幡多土木事務所） 
（10/26（木）13:30～16:30 高知共済会館） 
６ 維持管理エキスパート研修会「法面・擁壁分野:初級」 
（10/13（金）9:00～17:00 高知県建設技術公社） 
７ 空き家対策に係る説明会 
（10/13（金）13:00～16:30 高知県自治会館） 
８ 違反建築防止週間「公開建築パトロール」 
（10/15（日）～10/21（土）） 
９ 高知県建設業ＢＣＰ認定制度第２回勉強会 
（10/16（月）サンピアセリーズ） 
10 全国高速道路建設協議会秋季幹事会 
（10/17（火）都道府県会館） 
11 職員向けコンプライアンス研修 
（10/18（水）中村合同庁舎） 
12 第１回高知県の港湾等を活用した農林水産物輸出促進検討会 
（10/19（木）10:00～12:00 高知会館） 
13 宿毛市長期浸水対策連絡会 
（10/19（木）宿毛市防災センター） 
14 被災建築物応急危険度判定コーディネーター連絡会議、震前判定計画作成説

明会 
（10/20（金）のいちふれあいセンター） 
（10/24（火）四万十市防災センター） 
15 こども防災キャンプ 
（10/21（土）9:00～15:20 黒潮町三浦小学校） 
16 日本客船寄港 

・「ぱしふぃっくびいなす」あしずり港寄港 
（10/23（月）9:00入港～17:00出港） 
・「飛鳥Ⅱ」高知新港寄港 
（10/28（土）8:00入港～14:00出港） 

17 仁淀川流域学識会議 
（10/24（火）9:30～12:00 日高村商工会館） 
18 四国港湾協議会意見交換会・要望活動 
（10/25（水）都道府県会館ほか） 

→ 次頁へ続く 



H29.10.13 政策企画課 

－24 / 30－ 

各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

土木部 
（続き） 
 
 

19 経済と暮らしを支える港づくり全国大会 
（10/26（木）10:30～12:00 砂防会館） 
20 いい川づくり研修会 in高知 
（10/30（月）10:00～16:30 職員能力開発センター） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

会計管理局 １ 総務事務センター外部委託の開始 
（10/2（月）総務事務センター） 
２ 指定金融機関等検査 
（10/3（火）9:30～ 四国銀行大津支店） 
（10/12（木）10:00～ 四国銀行恩地代理店、 
       13:30～ 高知銀行池川支店） 
（10/19（木）10:30～ 四国銀行東津野代理店） 
（10/26（木）10:00～ 四国銀行大田口代理店） 
３ 会計検査 
（10/6（金）高知北高等学校） 
（10/11（水）高岡高等学校） 
（10/12（木）、10/13（金）幡多土木事務所） 
（10/17（火）産学官民連携センター） 
（10/24（火）岡豊高等学校） 
（10/26（木）大方高等学校） 
（10/27（金）宿毛警察署） 
４ 会計事務実務研修（出先機関職員対象） 
（10/11（水）13:10～16:10 安芸総合庁舎） 
５ 財務会計システム操作研修 
（10/12（木）、10/13（金）9:00～12:00、13:00～16:00 職員能力開発センター） 
６ 新規採用職員研修 
（10/16（月）9:45～11:00 職員能力開発センター） 
７ 電力入札 
（10/19（木）10/20（金）本庁地下第３会議室） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０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） 

（10/3（火）10:45～12:25 梼原小学校） 
（10/28（土）9:00～11:00 舟入小学校） 
２ 甫喜ヶ峰風力発電所施設見学 
（10/7（土）13:00～14:00 甫喜ヶ峰風力発電所） 
３ 平成 29年度工業用水道事業研究大会 
（10/19（木）、10/20（金）東京都） 

４ 高知県立病院群総合医・家庭医養成後期研修プログラム  

  ・プログラム運営・研修管理委員会及びポートフォリオ発表会 

  （10/21（土）14:00～18:30 高知大学医学部） 
５ 四国４県公営企業実務担当者会 
（10/24（火）15:00～ 愛媛県庁） 
６ 公営電気事業経営者会議 管理者・局長会議 
（10/26（木）、10/27（金）長野県） 
７ 地方公営企業財務会計講習会 
（10/26（木）、10/27（金）香川県庁） 
８ 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） 

９ 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 １０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 
  ・養成講座Ⅲ  

（10/5（木）10:30～17:00 県立ふくし交流プラザ） 
  ・初級講座Ⅲ(中部) 

（10/26（木）10:30～17:00 高知青少年の家） 
・初級講座Ⅲ(東部) 
（10/27（金）10:30～17:00 田野町ふれあいセンター） 

２ 第 45回高知県図書館大会 
（10/9（月）13:00～16:00 教育センター分館） 
３ 高知県小中学校地区別生徒指導担当者・生徒指導主事会 

・西部地区  
  （10/12（木）10:00～17:00 ふるさと総合センター） 

・中部地区  
（10/13（金）10:00～17:00 高知県立ふくし交流プラザ） 
・東部地区  
（10/16（月）10:00～17:00 安田町文化センター） 

４ 高知県連合婦人会スポーツ大会 
（10/12(木) 10:00～15:00 春野総合運動公園 体育館） 
５ 青少年教育施設のあり方を考える懇話会 
（10/13（金）13:30～15:20 職員能力開発センター） 
６ 平成 29年度高知県市町村教育委員会連合会研修会 
（10/13（金）13:30～16:45 高知会館） 
７ 平成 29年度放課後児童支援員認定資格研修 
（２日目 10/15（日）9:30～16:50 高知青少年の家） 
（３日目 10/29（日）9:30～16:50 高知青少年の家） 
８ 全国公民館研究集会高知県大会 
（10/19（木）13:00～17:00 10/20（金）9:30～12:10 県民文化ホールほか） 
９ 第２回高知県高等学校ＰＴＡ連合会研修会 
（10/21（土）13:30～17:00 高知会館） 
10 公立高等学校入学者選抜に関する周知説明会 
（10/23（月）14:00～16:00 教育センター本館） 
11 「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」（４回目） 
（10/24（火）9:30～12:00  高知青少年の家） 
12 平成 29年度第２回多様な学習支援推進事業に関する検討会議及び平成 29年 
  度第２回高知県遠隔教育調査研究校研修会 
（10/26（木）9:20～16:15  四万十高校 窪川高校） 
13 第 43回高知県小中学校教頭会研究大会・研修会 
（10/27（金）9:00～16:45 高知会館・高知共済会館） 
14 平成 29年度学校保健総合支援事業報告研修会 
（10/27（金）9:20～11:50 サンピアセリーズ） 
15 「自信を持って取り組める医薬品の教育」研修会 
（10/27（金）13:00～16:30 サンピアセリーズ） 
16 日本ＰＴＡ全国協議会四国ブロック研究大会（高知大会） 
（10/28（土）10:30～14:40 県民文化ホール） 
17 「高知家」児童会・生徒会サミット 
（10/29（日）10:00～16:00 高知ぢばさんセンター） 
18 留学フェア 2017 
（10/29（日）13:30～16:50 高知共済会館） 
19 第２回グローバル教育推進委員会 
（10/30（月）13:30～16:00 高知共済会館） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

警察本部 
 
 
 

１ 第 48回全国白バイ安全運転競技大会 
（10/7（土）、10/8（日）安全運転中央研修所） 
２ 安全・安心なまちづくりの日高知県民のつどい 
（10/10（火）14:00～16:00 高知会館） 
３ 全国警察剣道大会 
（10/16（月）9:00～ 日本武道館） 
４ 全国警察柔道大会 
（10/17（火）9:00～ 日本武道館） 
５ 全国殉職警察職員・警察協力殉難者慰霊祭 
（10/19（木）13:30～ グランドアーク半蔵門） 
６ 全国通信指令・無線通話技能競技会本選 
（10/19（木）警察庁） 
７ シニアドライバーズスクール 
（10/21（土）9:30～12:30 運転免許センター） 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

東京事務所 
 
 
 

１ 移住相談会「THE はちきん!? 高知のオモシロ女将にぶっちゃけ話を聞いて
みよう！」 

（10/6（金）18:00～20:30 東京交通会館８階（東京都千代田区）） 
２ 明治 150年記念薩長土肥フォーラム 
（10/7（土）13:00～16:15 東京ビッグサイト（東京都江東区）） 
３ 第 17回坂戸よさこい 
（10/7（土）、10/8（日）埼玉県坂戸市） 
４ 第 18回東京よさこい 
（10/8（日）東京都豊島区池袋） 
５ おりょうさんまつり（第 29回坂本龍馬の妻龍子墓前祭） 
（10/14（土）13:30～18:00 神奈川県横須賀市） 
６ 高知県Ｕ・Ｉターン就職セミナー2017 
（10/15（日）13:30～17:00 学情東京本社（東京都中央区）） 
７ ふるさと大使全国大会 2017 
（10/20（金） ホテルラングウッド（東京都荒川区）） 
８ 全国シティプロモーションサミット 2017 in Shinagawa 
（10/26（木）、10/27（金）きゅりあん（品川区立総合区民会館）） 
９ 高知暮らしフェア in 横浜 
（10/28（土）13:00～19:00 ＴＫＰ横浜ビジネスセンター（神奈川県横浜市）） 
10 サッカー「町田ゼルビア×高知県 タイアップマッチ」 
（10/29（日）町田市立陸上競技場（東京都町田市）） 
11 原宿表参道ハローハロウィーンパンプキンパレード 2017における観光ＰＲ 
（10/29（日）東京都渋谷区） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １０月の主要な取り組み予定 

産業振興センター 
 
 
 

１ ＩＳＯ内部監査員移行・養成講座 
・ＩＳＯ14001内部監査員移行講座 
（10/2（月）9:30～16:40 ぢばさんセンター） 
・ＩＳＯ9001内部監査員移行講座 
（10/3（火）9:30～16:40 ぢばさんセンター）  
・ＩＳＯ9001内部監査員養成講座 
（10/3（火）～10/4（水）9:30～16:40 ぢばさんセンター）  
・ＩＳＯ14001内部監査員養成講座 
（10/5（木）～10/6（金）9:30～16:40 ぢばさんセンター）   

２ 地域研究成果事業化支援事業Ｈ29報告会 
（10/3（火）9:50～16:00 ぢばさんセンター） 
３ ジャパン・パック（見本市） 
（10/3（火）～10/6（金） 東京ビッグサイト) 
４ よろず支援拠点 ＩoＴ実践セミナー 
（10/4（水）14:00～16:00 ぢばさんセンター） 
５ 関西機械要素技術展（見本市） 
（10/4（水）～10/6（金） インテックス大阪) 
６ 第２回外商支援会議 
（10/5（木）13:30～15:00 工業技術センター） 
７ ものづくり地産地消出前相談会（高知県農業振興フェア） 
（10/6（金）、10/7（土）農業技術センター） 
８ ホームページ作成講座 
  ・Ａ日程 
  （10/11（水）、10/13（金）10:00～16:00 ポリテクカレッジ） 
  ・Ｂ日程 
  （10/18（水）、10/20（金）10:00～16:00 ポリテクカレッジ） 
９ 農業資材ＥＸＰＯ（見本市） 
（10/11（水）～10/13（金） 幕張メッセ) 
10 危機管理産業展（見本市） 
（10/11（水）～10/13（金） 東京ビッグサイト) 
11 愛媛農林水産参観デー協賛農機展（見本市） 
（10/13（金）、10/14（土） 愛媛県農林水産研究所) 
12 よろず支援拠点 ホームページ作成セミナー 
（10/16（月）13:00～15:30 ぢばさんセンター） 
13 ものづくり商談会 in 台湾 
（10/17（火）、10/18（水） 台湾） 
14 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 
（10/18（水）14:00～16:00 香南市商工会議所） 
15 e商人養成塾定例会 
（10/18（水）13:30～ ぢばさんセンター） 
16 建設技術フェア２０１７in中部（見本市） 
（10/18（水）、10/19（木） 名古屋穴吹ホール) 
17 ものづくり技術展併催商談会 
（10/24（火）、10/25（水） ぢばさんセンター） 
18 第７回 事業戦略支援会議 
（10/25（水）13:30～15:30 ぢばさんセンター） 
19 よろず支援拠点 ウェブ活用法勉強会 
（10/25（水）13:00～15:30 ぢばさんセンター） 
20 韓国国際農業博覧会（見本市） 
（10/26（木）～10/28（土） 東京ビッグサイト) 


