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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

総務部 １ サテライトオフィス実証試験（対象：出先機関等の職員） 
（10/23（月）～Ｈ30.2/16（金）職員能力開発センター２階パソコン研修室） 
（Ｈ30.2/19（月）～Ｈ30.3/30（金）本庁舎３階共有会議室） 
２ 永年勤続表彰表彰式 
（11/1（水）16:30～17:15 正庁ホール） 
３ 生活習慣病健康診断 
  ・胃がん検診 
   (11/6(月)～11/20(月)のうち 12日間、本庁を含む８会場) 
  ・子宮頸がん・乳がん検診 
   (11/1(水)～11/29(水)のうち 14日間、本庁を含む５会場) 
４ インフルエンザ予防接種 
（11/2（木）、11/9（木）、11/16（木）、11/17（金）14:00～14:45 
  11/24（金）13:00～14:30 庁内診療所） 
５ 平成 29年度第２回高知県情報化推進会議 
（11/2（木）10:00～ 第二応接室） 
６ 高知県功労者表彰・高知県文化賞表彰式 
（11/3（金）10:00～11:00 高知会館） 
７ 平成 29年度教育改革広報特別番組 
「高知家の教育改革 2017～ひとを育てる“チーム学校”～」 

（11/5（日）17:00～17:30 ＲＫＣ高知放送） 
８ 集落活動センターにおけるＩＣＴ利活用に関する意見交換会 
（11/7（火）10:00～16:00 三原村集落活動センター内会議室） 
（11/8（水）10:00～12:00 大宮集落活動センター（四万十市）） 
９ 平成 29年度情報セキュリティ研修 
（11/7（火） 13:30～15:30 安芸総合庁舎会議室）  
（11/8（水） 10:00～12:00 ぢばさんセンター２階研修室）  
（11/9（木） 13:30～15:30 須崎総合庁舎５階会議室）  
（11/10（金）10:00～12:00 幡多総合庁舎３階会議室）  
（11/13（月）10:00～12:00 人権啓発センター６階ホール） 
10 12月補正予算編成 
（11/9（木）、11/10（金）総務部長協議）  
（11/20（月）～11/22（水）知事査定） 
11 第 31回「法人会全国青年の集い」の大会式典 
（11/10（金）16:00～17:45 高知県民文化ホール） 
12 平成 29年度高知県職員（保育士）採用選考考査二次試験 
（11/12（日）職員能力開発センター） 
13 知事と町村長との意見交換会 
（11/13（月）15:00～17:00 自治会館３階第１会議室） 
14 平成 30年度当初予算編成 見積書等各課提出期限 
（11/13（月）） 
15 平成 29年度統計功績者表彰伝達式 
（11/14（火）11:00～12:00 高知会館） 
16 平成 29年度都道府県別登録調査員研修 
（11/14（火）13:30～16:45 高知会館） 
17 第５回対話と実行行脚 
（11/14（火）越知町） 
18 第６回連携中枢都市圏ビジョン懇談会  
（11/15（水）14:00～16:30 自治会館３階第１会議室） 
19 平成 29年度特定個人情報の取扱いに係る研修会 
（11/17（金）15:00～16:45 正庁ホール） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

総務部 
（続き） 
 
 
 
 

20 知事と市長との意見交換会  
（11/22（水）15:00～17:00 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
21 第 16回高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 
（11/24（金）14:00～16:00 総合あんしんセンター） 
22 四国地区公務研修協議会総会・情報交換会 
（11/27（月）13:30～16:00 職員能力開発センター） 

東京事務所 
 

１ 吉川水産・京王百貨店新宿店における高知フェア 
（11/1（水）～11/7（火）東京都新宿区） 
２ 第 16回ドリーム夜さ来い祭り 

・前夜祭 
（11/3（金）お台場） 
・本祭 
（11/4（土）お台場） 
（11/5（日）お台場、東京丸の内、秋葉原） 

３ 「京の蛍火」公演における「志国高知 幕末維新博」のＰＲ 
（11/3（金）～11/26（日）明治座（東京都中央区）） 
４ 神奈川大学Ｕ・Ｉターン就職＆冬のインターンシップ相談会 
（11/7（火）12:00～16:30 神奈川大学横浜キャンパス） 
５ 大田市場まつり 
（11/9（木）～11/11（土）アトレ大森（東京都大田区）） 
６ 第 69回関東高知県人大懇親会 
（11/10（金）18:00～20:30 東武ホテルレバント東京（東京都墨田区）） 
７ 四国暮らしフェア in東京 2017 
（11/12（日）10:30～16:30 東京交通会館 12階（東京都千代田区）） 
８ 2017キラリ☆まちだ祭 
（11/12（日）東京都町田市） 
９ 首都圏で頑張る高知県企業交流会 
（11/17（金）19:00～ 東京都港区） 
10 地方自治法施行 70周年記念「地域の魅力発信＆移住交流フェア」 
（11/19（日）11:00～17:00 東京国際フォーラム（東京都千代田区）） 
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危機管理部 
 
 
 

１ 津波避難計画現地点検 
（11/1（水）  9:00～ 黒潮町小川、田村） 
（11/2（木）  9:30～ 黒潮町加持本村） 
（11/4（土）  9:00～11:00 安芸市川北、岡） 
（11/6（月）  9:30～ 黒潮町浜の宮・入野本村） 
（11/7（火）  9:30～ 黒潮町万行、町） 
（11/8（水）  9:30～ 黒潮町芝、上田の口） 
（11/10（金）15:00～17:00 安芸市川北、清水寺岡） 
（11/12（日）13:00～14:30 安芸市川北、久保田） 
（11/19（日）13:30～15:00 安芸市穴内、川東） 
（11/20（月） 9:30～ 黒潮町下田の口、田野浦） 
（11/21（火）13:30～ 黒潮町早咲） 
２ 緊急地震速報対応訓練 
（11/1（水）10:00～ 本庁舎ほか） 
３ 平成 29年度高知県 11市消防団連絡協議会総会 
（11/2（木）14:30～17:00 グランディール土佐市本店） 
４ 「みちびき」衛星安否確認サービス実証実験 
（11/5（日）9:00～12:00 芸西村村民体育館） 
５ 世界津波博物館会議 
（11/5（日）10:00～17:20 アートホテル石垣島） 
６ 平成 29年度日米共同統合防災訓練 
（11/5（日）高知県ほか） 
７ 県内一斉非難訓練・地域のみんなで自主防災訓練 
（11/5（日）各市町村） 
８ 平成 29年度新型インフルエンザ等対策訓練 
（11/7（火）防災作戦室） 
９ 世界津波の日 2017高校生島サミット in沖縄 
（11/7（火）～11/8（水）沖縄コンベンションセンター） 
10 ナショナル・レジリエンス懇談会ＷＧ 
  ・医療、健康、衛生環境関係 
  （11/8（水）10:00～12:00 内閣府又は厚労省） 
  ・耐震化、交通、国土保全関係 
  （11/15（水）15:00～17:00 内閣府又は国交省） 
11 自治体防災等担当者と自衛隊との情報・意見交換会 
（11/8（水）13:15～19:00 陸上自衛隊伊丹駐屯地体育館） 
12 平成 29年度高圧ガス防災訓練 
（11/8（水）14:00 ～ 高須浄化センター） 
13 平成 29年度中四国広域防災責任者会議 
（11/9（木）15:30～ 愛媛県庁） 
14 第７回自治体災害対策全国会議 
（11/9（木）、11/10（金）新潟県長岡市） 
15 避難所運営マニュアル作成支援 
（11/10（金）18:30～ 四万十町七里小学校） 
（11/17（金）18:30～ 須崎市吾桑） 
（11/25（土）15:00～ 四万十町興津） 
（11/25（土）南国市久礼田小学校） 
（11/26（日）8:30～12:00 安芸市） 
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危機管理部 
（続き） 
 
 

16 高知県防災士養成講座 
（11/11（土）、11/12（日）9:20～18:30 四万十市社会福祉センター） 
17 安芸市消防本部五十周年記念式典及び祝賀会 
（11/12（日）18:00 ～ ホテルタマイ） 
18 第４回４県・５大学防災・減災・危機管理打合せ会 
（11/13（月）9:00～10:30 香川大学） 
19 高知県南海トラフ地震対策啓発ポスター標語審査委員会 
（11/13（月）10:00～15:00 高知共済会館） 
20 平成 29年度高知県・高知市国民保護共同図上訓練第２回説明会 
（11/13（月）14:00～16:00 防災作戦室） 
21 平成 29年度愛媛県原子力防災訓練オフサイトセンターブラインド訓練 
（11/14（火）8:15～15:00 愛媛県オフサイトセンター） 
22 四国緊急災害現地対策本部運営訓練 
（11/14（火）8：45～14：00 高松サンポート合同庁舎、防災作戦室） 
23 県広域拠点物資配送マニュアル作成ＷＧ 
（11/14（火）10:00～11:30 室戸市 

     15:00～16:30 青少年センター） 
（11/15（水）10:00～11:30 宿毛市） 
24 全国瞬時警報システム（Ｊアラート）全国一斉情報伝達訓練（導通テスト） 
（11/14（火）11:00～11:10 県及び各市町村） 
25 幡多災害対策支部震災対策訓練 
（11/16（木）9：00～12：15 四万十市防災センター）                    
26 平成 29年度第１回南海トラフ地震に関する都府県連絡会 
（11/16（木）13:00～17:00 和歌山県庁） 
27 第５回高知県緊急消防援助隊受援・応援合同訓練 
（11/21(火) ～ 11/22(水) 香美市ほか） 
28 第 16回高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 
（11/24（金）14:00～16:00 総合あんしんセンター） 
29 危機管理部応急手当講習会 
（11/24（金）14:00～16:30 職員能力開発センター） 
30 防災推進国民大会 2017 
（11/26（日）、11/27（月）仙台国際センター） 
31 第 54回南海トラフ地震対策推進本部会議 
（11/28（火）9:00～12:00 第二応接室） 
32 弾道ミサイル対応訓練 
（11/28（火）11:00～ 高知市布師田地区、防災作戦室） 
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健康政策部 
 
 
 

１ 第２回心血管疾患医療体制検討会議 
（11/1（水）18:30～20:30 高知共済会館） 
２ 医師を対象とした災害医療研修 
  ・セクション２ 
  （11/1（水）19:00～21:00 すこやかセンター伊野） 
  ・セクション３   
  （11/14（火）19:00～21:00 ＪＡ高知病院） 
  （11/29（水）19:00～21:00 須崎くろしお病院） 
３ リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2017高知 
（11/3（金）12:00～11/4（土）12:00 高知大学医学部グラウンド） 
４ 高知県災害透析研修会 
（11/5（日）13:00～16:30 正庁ホール） 
５ 妊娠期からの支援体制等母子保健・児童福祉合同ヒアリング 
（11/6（月）9:15～16:30 幡多総合庁舎） 
（11/8（水）11:00～15:00 中央東福祉保健所） 
（11/9（木）9:00～16:00 安芸総合庁舎） 
（11/13（月）9:00～16:30 中央東福祉保健所） 
６ 高知県健康づくり推進協議会地域・職域連携検討専門部会 
（11/6（月）15:00～17:00 高知会館） 
７ 第 24回高知県生衛業推進大会 
（11/6（月）16:00～17:20 三翠園） 
８ 県医師会と健康政策部・地域福祉部の協議会 
（11/6（月）18:30～19:30 高知会館） 
９ 第５回国保事業運営検討協議会 
（11/7（火）13:30～15:30 高知共済会館） 
10  第１回高知県地域医療構想調整会議（中央区域仁淀川部会） 
（11/7（火）18:30～20:30 すこやかセンター伊野） 
11  第 23回高知県がん対策推進協議会 
（11/7（火）19:00～21:00 第二応接室） 
12  大阪医科大学・高知県地域医療支援プロジェクト協議会等 
（11/9（木）15:00～19:00 大阪医科大学） 
13  タウンページ高知版発刊式 
（11/10（金）13:00～13:20 第一応接室） 
14  第３回国保運営協議会 
（11/10（金）18:00～20:00 高知城ホール） 
15  高知県いい歯の表彰式 
（11/12（日）13:30～14:00 総合あんしんセンター） 
16  多職種で考える地域連携緩和ケア研修会 
（11/12（日）14:00～16:45 高知赤十字病院） 
17  第１回高知県災害歯科保健医療対策検討会 
（11/13（月）19:00～21:00 総合あんしんセンター） 
18  高知県健康づくり推進協議会特定健康診査･特定保健指導事業評価専門部会 
（11/14（火）18:30～20:30 高知共済会館） 
19  新型インフルエンザ等搬送訓練 
（11/15（水）13:30～16:00  高知新港、高知医療センター） 
20  新型インフルエンザ等対策訓練 
（11/17（金）15:00～17:00 ＪＡ高知病院） 
21  高知県健康づくり推進協議会子ども支援専門部会 
（11/17（金）18:30～20:30 高知共済会館） 
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健康政策部 
（続き） 
 
 

22  南海トラフ地震時保健活動等体制整備支援研修会 
（11/21（火）13:30～16:30 高知城ホール） 
23  高知県健康づくり推進協議会たばこ対策専門部会 
（11/21（火）18:30～20:30 高知共済会館） 
24  第 14回食品衛生指導員研修地区大会 
（11/22（水）14:00～17:15 三翠園） 
25  高校生のための薬学セミナー 
（11/26（日）13:00～16:00 高知城ホール） 
26  喫煙防止教育研修会 
（11/27（月）10:00～12:00 高知共済会館） 
27  第２回高知県食育連携推進協議会 
（11/28（火）14:00～16:00 高知共済会館） 
28  子育て世代包括支援センター地域実践会議 
（11/28（火）14:00～16:00 すこやかセンター伊野） 
29  高知県医療審議会医療法人部会 
（11/28（火）18:30～20:00 高知会館） 
30  母子保健コーディネーター研修会（現任者編） 
（11/29（水）10:00～16:30 ちより街テラス） 
31  南海トラフ地震対策情報伝達訓練（保健活動） 
（11/29（水）13:00～17:00 健康長寿政策課ほか） 
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地域福祉部 １ 高知県戦没者追悼式 
（11/1（水）13:00～14:30 高知県民文化ホール） 
２ 平成 29年度新任民生委員・児童委員（２年目）研修 
（11/1（水）13:30～16:00 安芸市総合社会福祉センター 
11/13（月）13:30～16:00 県立ふくし交流プラザ  
11/15（水）13:30～16:00 紙産業技術センター） 

３ 高知県主催出会い交流イベント「星に願いをパーティー」 
（11/3（金）10:30～14:30 ほっと平山（香美市）） 
４ 第 24回世界アルツハイマーデー記念講演会 
（11/3（金）13:00～15:00 高新文化ホール） 
５ 平成 29年度「子ども・若者育成支援強調月間」高知県大会 
（11/5（日）13:00～14:00 オリエントホテル高知） 
６ 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７回 
（11/6（月）9:00～12:00 県立ふくし交流プラザ） 
・第８回 
（11/27（月）9:00～12:00 県立ふくし交流プラザ） 

７ 平成 29年度第２回高知県強度行動障害支援者養成研修（基礎研修） 
（11/9（木）9:30～17:10 
11/10（金）9:30～17:00 こうち男女共同参画センター「ソーレ」） 

８ 平成 29年度生活支援コーディネーターフォローアップ研修 
（11/9（木）9:50～16:00 県立ふくし交流プラザ） 
９ 第８回こうち介護の日イベント 
（11/11（土）10:00～16:00 こうち旅広場） 
10 平成 29年度高次脳機能障害者支援研修会（医師対象） 
（11/11（土）15:30～17:30 県立ふくし交流プラザ） 
11 沖縄「土佐之塔」慰霊祭 
（11/13（月）9:10～11:30 沖縄県八重瀬町「土佐之塔」） 
12 平成 29年度高知県障害者虐待防止・権利擁護研修 

・行政職向け研修 
（11/13（月）10:00～17:00 すこやかセンター伊野） 
・第２回施設等従事者向け研修 
（11/16（木）10:00～16:00 県立ふくし交流プラザ） 

13 平成 29年度第３回高知県アルコール健康障害対策連絡協議会 
（11/20（月）18:30～20:30 正庁ホール） 
14 平成 29年度高知県子ども食堂支援事業「子どもの居場所開設準備講座」 
（11/21（火）13:30～16:30 のいちふれあいセンター） 
（11/24（金）13:30～16:30 須崎商工会議所） 
15 第 68回高知県社会福祉大会 
（11/22（水）10:30～15:00 県立ふくし交流プラザ） 
16 高知で恋しよ!!マッチング出張登録・相談コーナーin香南ふれあい祭り 
（11/23（木）9:00～15:00 香南ふれあい祭り会場内特設コーナー） 
17 婚活サポーター養成講座 
（11/23（木）9:30～12:00 高知共済会館） 
18 婚活サポーター全体交流会 
（11/23（木）13:30～16:00 高知共済会館） 
19 第 18回高知県障害者作品展 
（11/25（土）11:00～16:00 
11/26（日）11:00～15:00 帯屋町２丁目商店街） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
（続き） 

20 平成 29年度第２回高知県障害者施策推進協議会 
  平成 29年度第１回高知県障害者差別解消支援地域協議会 
（11/27（月）14:00～16:30 高知城ホール） 
21 平成 29年度あったかふれあいセンター職員地域支援研修 
（11/28（火）10:00～16:00 県立ふくし交流プラザ） 
22 高知県自殺対策トップセミナー 
（11/28（火）13:30～16:30 高知会館） 
23 平成 29年度高知県障害者雇用促進セミナー「若年性認知症について学ぶ」 
（11/28（火）14:30～16:30 ちより街テラス） 
24 平成 29年度高知県サービス管理責任者 
  児童発達支援管理責任者研修（分野別演習：就労） 
（11/29（水）、11/30（木）9:00～17:00 県立ふくし交流プラザ） 
25 平成 29年度第３回障害者職業能力開発情報交換会 
（11/29（水）13:30～16:30 教育センター分館） 
26 平成 29年度発達障害に関するセミナー 
「発達障害のこどものコミュニケーション支援」 

（11/30（木）13:30～16:00 高知県民文化ホール） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

文化生活スポーツ
部 
 
 

１ オーストラリアソフトボール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） 
２ 2017阪神タイガース秋季キャンプ 

・歓迎セレモニー 
（11/1（水）9:00～ 安芸市営球場補助グラウンド） 
・キャンプ 
（11/1（水）～11/19（日）安芸市営球場） 

３ 2017ＬＧツインズ高知秋季キャンプ 
（11/1（水）～11/27（月）春野総合運動公園） 
４ 2017オリックスバファローズ秋季キャンプ 

・激励品贈呈式 
（11/2（木）9:45～ 高知市東部球場） 

  ・キャンプ 
（11/2（木）～11/17（金）高知市東部球場） 

５ 平成 29年度男女共同参画職員研修 
（11/2（木）13:30～15:30 高知城ホール） 
６ みかじめ料等縁切り同盟 10周年市民大会 
（11/2（木）13:30～16:30 高知県民文化ホール） 
７ 高知県文化賞表彰式 
（11/3（金）10:00～11:00 高知会館） 
８ 高知工科大学開学 20周年記念式典・祝賀会 

・記念式典 
（11/4（土）13:00～13:40 高知工科大学香美キャンパス） 
・祝賀会 
（11/4（土）18:30～20:30 日航旭ロイヤルホテル） 

９ 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 

（11/4（土）、11/5（日）高知市文化プラザかるぽーと） 
10 安全安心まちづくりひろば 
（11/5（日）10:00～15:00  イオンモール高知） 
11 2017明治安田生命Ｊ３リーグ 第 30節 

セレッソ大阪Ｕ－23ＶＳガイナーレ鳥取 
（11/5（日）14:00～ 春野総合運動公園陸上競技場） 
12 第６回高知県知事杯サーフィン大会 
（11/5（日）四万十市平野サーフビーチ）※10/22（日）から変更 
13 横浜Ｆマリノス秋季キャンプ 
（11/6（月）～11/11（土）高知県立春野総合運動公園） 
14 四国はひとつ・消費者市民社会創造フォーラム in香川 
（11/7 （火）13:30～15:30  サンポートホール高松） 
15 自治体職員協力交流研修員修了式 
（11/10（金）14:00～14:30 文化生活スポーツ部長室） 
16 第 56回交通安全高知県民大会 
（11/14（火）13:30～15:30 高知市文化プラザかるぽーと） 
17 高知城パープルライトアップ（女性に対する暴力をなくす運動） 
（11/15（水）17:30～22:00、11/16（木）17:30～22:00 高知城） 
18 コミック出版社の会 
（11/15（水）日本雑誌協会（東京）） 
19 市町村消費生活相談員研修 
（11/16（木）9:30～16:30 県立消費生活センター） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

文化生活スポーツ
部 
（続き） 
 

20 高知県文化環境功労者表彰式 
（11/17（金）11:00～12:00 第二応接室） 
21 平成 29年度人権啓発研修ハートフルセミナー 
  ・映画「隣る人」 

（11/19（日）13:30～15:00 高知県立人権啓発センター６階ホール） 
・講演会 講師:稲塚 由美子 氏（映画企画者） 
（11/19（日）15:10～16:00 高知県立人権啓発センター６階ホール） 

22 第 37回カシオワールドオープンゴルフトーナメント 
（11/23（木）～11/26（日）Kochi黒潮カントリークラブ） 
23 こうちＮＰＯフォーラム 2017 
（11/25（土）10:00～16:30 県立ふくし交流プラザ） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１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）～11月末 シンガポール） 
３ Singapore Community Garden Festival 2017 
（11/3（金）～11/5（日）シンガポール） 
４ ふるさとワーキングホリデー参加者説明会 
（11/5（日）専修大学（川崎市））※学園祭「鳳祭」への出展 
（11/8（水）学情コンパスホール（大阪市））  
（11/11（土）ＴＫＰガーデンシティ PREMIUM（大阪市北区）） 
（11/12（日）ＡＰ渋谷道玄坂渋東タワー（東京都渋谷区）） 
（11/17（金）学情東京本社セミナールーム（東京都中央区）） 
（11/23（木）名古屋国際センターＮＩＣ（名古屋市）） 
（11/25（土）イベントホール洛央（京都市）） 
（11/26（日）ＡＰ東京八重洲通り（東京都中央区）） 
５ ＩＮＡＰ2017コロンボ会議及び経済ミッション 
（11/7（火）、11/8（水）スリランカ） 
６ 高知県産素材を使用した商品「野菜生活 100土佐文旦＆ゆずミックス」の中

国四国限定発売 
（11/8（水）～） 
７ 幡多商工会商談会 
（11/8（水）13:00～16:00 新ロイヤルホテル四万十） 
８ 高知家のうまいもの大賞 2017（１次審査） 
（11/9（木）高知市中央卸売市場管理棟） 
９ 平成 29年度食品表示研修（応用編） 
（11/9（木）13:30～17:00 四万十市防災センター 
11/10（金）13:30～17:00 高知会館） 

10 第 69回関東高知県人大懇親会 
（11/10（金）18:00～20:30 東武ホテルレバント東京（東京都墨田区）） 
11 サイアム・パラゴン高知県フェア 
（11/10（金）～11/22（水） サイアム・パラゴン（タイ・バンコク）） 
12 「活き・生き・スキルＵＰ」起業塾 座学研修 
（11/8（水）、11/13（月）シェア会議室秋葉原岩本町（東京都千代田区）） 
（11/11（土）阪神学園ベルスクール（大阪市）） 
13 高知家地方創生アイデアコンテスト 2017最終審査会 
（11/12（日）13:00～17:00 正庁ホール） 
14 四国暮らしフェア in 東京 2017（四国４県主催による移住相談会） 
（11/12（日）東京交通会館 12階（東京都千代田区）） 
15 京都高知県人会墓前祭・総会 

・墓前祭 
（11/15（水） 15:30～ 京都霊山護国神社） 
・総会 
（11/15（水） 17:30～ ウェスティン都ホテル京都） 

16 ＨＡＣＣＰ研修 
（11/15（水）、11/16（木）10:00～17:00 安芸総合庁舎） 
17 データから考える高知のミライセミナー 
（11/16（木）13:00～17:00  

高知県立大学法人永国寺キャンパス地域連携棟４階多目的ホール） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

産業振興推進部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 第６回ものづくり総合技術展（※ブース出展：（公社）高知県貿易協会） 
（11/16（木）～11/18（土）10:00～16:00 ぢばさんセンター） 
19 台湾 Jason'sフェア・商談会 

・フェア 
（11/16（木）～11/20（月）台北・台南（台湾）） 
・商談会 
（11/21（火）台北（台湾）） 

20 土佐ＭＢＡ「貿易実務講座」 
（11/21（火）10:00～17:00 ココプラ） 
21 味覚の数値化勉強会 
（11/22（水）13:30～17:00 工業技術センター） 
22 中国四国もうひとつのふるさと探しフェア in大阪 2017 
 （中四国９県主催による移住相談会） 
（11/25（土）12:00～17:00 難波御堂筋ホール７階（大阪市中央区難波）） 
23 リテールＨＡＣＣＰ研修 
（11/29（水）13:30～17:00 高知県民文化ホール第６多目的室） 
24 株式会社四国銀行との意見交換会 
（11/29（水）16:00～17:30 四国銀行本店） 

産学官民連携セン
ター（こうち起業
サロン含む） 
 
 
 
 

１ シーズ・研究内容紹介⑬ 
高知工科大学 
「画像情報処理の実用化に向けて～時間相関イメージングとは～」 

（11/1（水）15:30～17:00 ココプラ） 
２ 土佐ＭＢＡ実科「目指せ！弥太郎商人塾」 

・SESSION４「リーダーシップとプレゼンテーション」 
（11/6（月）13:00～17:00 
11/7（火） 9:00～17:00 
11/8（水） 9:00～17:00 ココプラ） 

３ 土佐ＭＢＡ実科「ＭＢＡアドバンス」 
・SESSION９「地域を巻き込むとは」 
（11/9（木）10:00～17:00 ココプラ） 

４ 土佐ＭＢＡ本科「事業管理コース」 
・基礎講座第２講「事例に学ぶ事業管理」 
（11/10（金）15:00～16:30 
11/11（土）10:00～11:30 ココプラ） 

５ 土佐ＭＢＡ本科・応用講座「土佐経営塾」 
・SESSION８、９「会議やミーティングのマネジメント」 
（11/11（土）13:30～17:30 ココプラ） 
・SESSION10「売り上げ構築のためのマーケティング戦略」 
（11/12（日）9:30～14:30 ココプラ） 
・SESSION11「地域社会の中での経営」 
（11/20（月）19:00～21:00 ココプラ） 

６ 土佐ＭＢＡ実科「新事業創出講座」③ 
（11/14（火）13:00～17:00 ココプラ） 
７ シーズ・研究内容紹介⑭ 

高知工業高等専門学校：「環境微生物の培養と分離」 
（11/15（水）18:30～20:00 ココプラ） 
８ 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５講「組織行動とリーダー論」 
（11/17（金）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ） 
９ 経営者トーク⑦ 講師：荒川電工株式会社 代表取締役社長 荒川 浩一氏 
（11/17（金）18:30～20:00 ココプラ） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 第８回コーディネーター会議 
（11/21（木）15:30～17:00 ココプラ） 
11 土佐ＭＢＡ本科「ビジネストレンドセミナー」③ 
  「ＩｏＴとＡＩがあなたのビジネスを変える～押さえておくべきポイントと

具体例～」 
講師：株式会社ウフル 専務執行役員 ＩｏＴイノベーションセンター所長

兼エグゼクティブコンサルタント 八子 知礼氏 
（11/22（水）14:00～16:00 ココプラ） 
12 Issue Design Lab（イシュー デザイン ラボ） 
（11/23（木）高知県立大学法人永国寺キャンパス地域連携棟） 
13 土佐ＭＢＡ実科「高知コ・クリエーションベース」⑤ 
（11/25（土）10:30～17:00 ココプラ） 
14 こうち起業サロン「KOCHI START UP PARK」第４回スタートサロン 
（11/25（土）13:30～17:30  高知県立大学法人永国寺キャンパス地域連携棟） 
15 開放特許活用新事業創出プロジェクト「アイデアソン」③ 
（11/28（火）14:00～18:00 ココプラ） 
16 シーズ・研究内容紹介⑮ 

高知大学：「食品の異物検出・真贋判定への光活用と新素材の食品への応用」 
（11/29（水）18:30～20:00 ココプラ） 

名古屋事務所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 安濃津よさこい 20周年記念祝賀会 
（11/3（金・祝）津市センターパレスホール（三重県）） 
２ 高知フェア 
（11/4（土）、11/5（日）生鮮館やまひこ春日井店（愛知県）） 
（11/23（木）サンゼン葛川店（静岡県）） 
３ 四国瀬戸内フェア 
（11/16（木）～11/21（火）アピタ港店（名古屋市）） 
４ ふるさとワーキングホリデー参加者説明会 総務省主催 
（11/23（木）名古屋国際センターＮＩＣ（名古屋市）） 
５ 第 14回冬のふるさとフェア 
（11/27（月）～12/1（金）中日ビル（名古屋市）） 

地産外商公社 
 
 
 
 
 

１ 第６回土佐っておいしい！食の大商談会 2017 
（11/1（水）12:00～17:00 東武ホテルレバント東京） 
２ 高知・四国フェア 
（11/1（水）～12/31（日）家族亭（大阪府） 
11/17（金）～11/19（日）フーデリー（宮崎県）） 

３ アンテナショップフェア 
（11/1（水）～11/6（月）丸広百貨店日高店（埼玉県） 
11/8（水）～11/14（火）丸広百貨店入間店（埼玉県） 
11/15（水）～11/21（火）丸広百貨店東松山店（埼玉県） 
11/22（水）～11/28（火）丸広百貨店坂戸店（埼玉県）） 

４ 「第 16回ドリーム夜さ来い祭り」でのアンテナショップＰＲ 
（まるごと高知オフィシャルチームとしてよさこい披露） 

（11/5（日）お台場） 
５ FOOD STYLE 2017 in FUKUOKA 
（11/7（火）～11/9（木）マリンメッセ福岡） 
６ 首都圏等小売店商談会 
（11/14（火）、11/15（水）こうち男女共同参画センター「ソーレ」） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

地産外商公社 
（続き） 
 
 
 
 

７ ACCI Gusto2017 
（11/15（水）、11/16（木）都立産業貿易センター台東館（東京都）） 
８ 『吉田類の「今宵、ほろ酔い酒場で」』ＤＶＤ購入者限定イベント 
（11/23（木・祝）17：00～ まるごと高知） 
９ 第９回土佐の宴 
（11/28（火）11:00～16:00 大阪新阪急ホテル） 

大阪事務所 １ 立命館大学における全国Ｕ・Ｉターン就職相談会 
（11/1（水）13:00～17:00 びわこ・くさつキャンパス） 
（11/2（木）13:00～17:00 大阪いばらきキャンパス） 
２ 丸協運輸株式会社創業 50周年記念感謝の会 
（11/6（月）11:00～ ザ・リッツ・カールトン大阪） 
３ 高知県内企業と大学職員との就職情報交換会 
（11/10（金）11:00～16:30 梅田スカイビル） 
４ 大龍馬恋観光展 
（11/11（土）、11/12（日）12:00～17:00 ＪＲ京都駅） 
（11/15（水）10:30～17:00 京都霊山護国神社） 
５ 酢屋龍馬祭 
（11/15（水）10:30～ 京都酢屋） 
６ 京都高知県人会墓前祭・総会 

・墓前祭 
（11/15（水）15:30～ 京都霊山護国神社） 
・総会 
（11/15（水）17:30～ ウェスティン都ホテル京都） 

７ ＪＡ・ＪＦグループ近畿・四国商談会 
（11/16（木）12:00～17:00 マイドームおおさか） 
８ 中国四国もうひとつのふるさと探しフェア in大阪 2017 
 （中四国９県主催による移住相談会） 
（11/25（土）12:00～17:00 難波御堂筋ホール７階（大阪市中央区難波）） 
９ 大学生のための就活準備セミナー 
（11/25（土）13:00～17:00 ＡＰ大阪梅田茶屋町Ａルーム） 
10 第９回土佐の宴 
（11/28（火）11:00～16:00 大阪新阪急ホテル） 
11 関西大学におけるＵ・Ｉターン就職セミナー 
（11/29（水）15:30～18:00 関西大学千里山キャンパス） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

中山間振興・交通
部 
 
 
 

１ 集落活動センター連絡協議会エリア別情報交換会（嶺北・高知市地域） 
（11/7（火）11:00～15:00 集落活動センターいしはらの里） 
２ 宿毛佐伯航路利用促進協議会 
（11/8（水）15:00～ 大分県佐伯市役所） 
３ 四国４県公共交通主管課長会議 
（11/9（木）15:00～17:00 徳島県庁） 
４ 狩猟免許試験 
  ・わな猟・網猟 

（11/11（土）10:00～ 高知県立大学池キャンパス） 
  ・銃猟 

（11/12（日）10:00～ 高知県立大学池キャンパス） 
５ わな猟捕獲技術向上事業研修会 
（11/12（日）13:00～16:00 安芸市総合社会福祉センター） 
（11/17（金）13:00～16:00 津野町役場） 
（11/26（日）13:00～16:00 高知県立青少年の家） 
（11/30（木）13:00～16:00 宿毛市立文教センター） 
６ 狩猟解禁日パトロール 
（11/15（水）6:00～ 仁淀川河口ほか） 
７ ごめん・なはり線活性化協議会課長会 
（11/15（水）安芸市内） 
８ 高知ふるさと応援隊お悩み解決研修 
（11/17（金）10:00～17:00 高知市立自由民権記念館） 
９ シカ捕獲体験ツアー 
（11/18（土）、11/19（日）吾川郡いの町桑瀬ほか） 
10 中山間地域における移動手段確保対策市町村担当者会 
（11/24（金）10:30～17:10 高知県自治会館） 
11 地域おこし未来会議フィールドミーティング inいの町 
（11/26（日）13:00～17:00 いの町グリーンパークほどの）  
12 新幹線を活かした四国の地域づくりビジョン調査委員会 
（11/27（月）13:30～15:30 香川県民文化ホール「レクザムホール」） 
13 土佐くろしお鉄道中村・宿毛線運営協議会臨時総会 
（11/27（月）14:00～16:00 四万十市役所） 
14 ごめん・なはり線活性化協議会幹事会 
（11/28（火）13:30～15:00 安芸総合庁舎） 
15 第３回中山間対策関係部局等会議 
（11/29（水）10:00～15:00 第二応接室） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

商工労働部 
 
 
 

１ 平成 29年度著作権セミナー（中級） 
（11/2（木）13:30～15:30 正庁ホール） 
２ 高知県防災セミナー in スリランカ 
  ・官庁訪問・建設コンサルタント等との面談 

（11/7（火）、11/8（水）コロンボ（スリランカ）） 
３ 四万十市チャレンジショップＴＪＢ運営会議 
（11/7（火）10:30～12:00 チャレンジショップＴＪＢ） 
４ 従業員のキャリアアップセミナー 集合型研修⑤ 
「マネジメントゲームＭＧ研修」 

（11/9（木）9:00～17:00 ちより街テラス） 
５ コールセンター/ＣＲＭデモ＆コンファレンス 2017 in 東京 出展 
（11/9（木） 10:00～17:30 
11/10（金）10:00～17:30 池袋サンシャインシティ・文化会館） 

６ 平成 29年度第２回ジョブカフェ事業運営協議会 
（11/10（金）10:00～12:00 高知会館） 
７ 高知県企業と大学職員との就職情報交換会 
（11/10（金）11:00～16:30 梅田スカイビル タワーウエスト 36階） 
８ 技能五輪・アビリンピック激励会 
（11/13（月）14:00～14:20 第二応接室） 
９ 第６回ものづくり総合技術展 
（11/16（木）～11/18（土）10:00～16:00 ぢばさんセンター） 
10 平成 29年度事業継続計画策定講座 

・中央開催 
（11/17（金）17:00～20:00 高知共済会館） 
・西部開催 
（11/18（土）9:30～16:30 須崎市立市民文化会館） 

11 土佐ＭＢＡ 「アプリ開発人材育成講座＜応用編＞」 
（11/18（土）13:00～17:00  
11/22（水）18:30～20:30 
11/25（土）10:00～17:00 
11/29（水）18:30～20:30 産学官民連携センター） 

12 第９回ＩｏＴ推進ラボ研究会セミナー（産学官民連携センターとの共催） 
 「ＩｏＴとＡＩがあなたのビジネスを変える ～押さえておくべきポイントと

具体例～」 
（11/22（水）14:00～16:00 産学官民連携センター） 
13 高知県産業技術功労者表彰式・記念祝賀会 
（11/23（木）11:00～13:00 高知会館） 
14 高知県地域活性化雇用創造プロジェクト推進協議会 
（11/24（金）13:30～15:30 高知共済会館） 
15 お母さんのための再就職準備イベント 
（11/25（土）10:00～15:30 アピアさつき） 
16 大学生のための就活準備セミナー 
（11/25（土）13:00～17:00 ＡＰ大阪梅田茶屋町Ａルーム） 
（11/26（日）13:00～17:00 フクラシア丸の内オアゾ） 
17 高知家ＩＴ･コンテンツネットワーク ミニ交流会 in東京 Vol.2 
（11/28（火）19:00～21:00 ちよだプラットフォームスクウェア） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

観光振興部 
 
 
 
 

１ 龍河洞まちづくり協議会 
（11/1（水）17:30～19:30 逆川公民館（香美市）） 
２ 「志国高知 幕末維新博」関連企画展 

・「川とともに生きるまち３期：中世Ⅱ（戦国の世と向き合った一條氏）」 
（11/１（水）～2/21（水）四万十市立中央公民館） 
・「近藤長次郎の資料展」 
（11/3（金）～11/23（木）高知市立龍馬の生まれたまち記念館） 
・「地球×ちきゅう展」 
（11/4（土）～12/31（日）室戸世界ジオパークセンター） 
・「幕末豪商展」 
（11/17（金）、12/18（月）岡御殿） 
・「夜の紙博 和紙と灯りのアート展 with トリエンナーレ展」 
（11/23（木）いの町紙の博物館） 
・「竹内明太郎とダットサン」 
（11/23（木）～11/26（日）宿毛市立宿毛歴史館） 
・「酒と文学展～『土佐日記』から吉田類まで～」 
（11/25（土）～1/14（日）県立文学館） 

２ 第 16回ドリーム夜さ来い祭り 
（11/3（金）～11/5（日）東京・お台場） 
３ 第２回ＳＧＧ（善意通訳）ブロック大会（中国四国地方/高知大会） 
（11/4（土）13:00～18:00高知会館） 
（11/5（日） 9:00～14:00高知市内ほか） 
４ 土佐の豊穣祭 2017 

・米こめフェスタ 
（11/5（日）10:00～15:00 四万十緑林公園（四万十町）） 
・土佐國美味集結・豊かな海づくりフェスタ 
（11/11（土）～11/13（月）中央公園・中心商店街ほか） 

５ 四国インバウンド商談会 inバンコク 
（11/8（水）タイ）                   ※本年度 15回目 
６ 天狗高原・四万十川源流点活性化プロジェクト協議会 
（11/8（水）、11/9（木）天狗荘ほか（津野町）） 
７ ペギー葉山さん追悼式典 

・ペギー葉山さんのパネル＆映像展 
（11/13（月）～11/19（日）高知大丸東館６階催事場） 
・ペギー葉山さんを偲ぶ会 
（11/20（月）14:00～16:00 高知市文化プラザかるぽーと大ホール） 

８ 高知県ガイド連絡協議会西部地区研修交流会 
（11/14（火）13:30～17:15 宿毛市内） 
９ 志国高知幕末維新博推進協議会 第８回誘致・広報・受入部会 
（11/16（木）13:30～16:00） 
10 第２回石鎚山系連携事業協議会 
（11/20（月）13:00～ 西条市地域創生センター（愛媛県）） 
11 外国客船「ノルウェージャン・ジョイ」高知新港寄港 
（11/27（月）8:00入港～17:00出港、乗客定員：4,088名、総ﾄﾝ数：167,800t） 

※外国客船の寄港 暦年 30回目、年度 25回目 
12 一般社団法人仁淀ブルー観光協議会第２回理事会 
（11/28（火）14:00～16:00 佐川町商工会） 
13 土佐の観光創生塾（中央地域第５回） 
（11/29（水）13:00～17:00 高知県立牧野植物園） 
14 VISIT JAPAN ASEAN+INDIA Travel Mart 2017 Autumn 
（11/29（水）～11/30（木）大阪）            ※本年度 16回目 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

観光コンベンショ
ン協会 
 
 
 
 

１ シンガポールＡＧＴへの個別セールス及びコミュニティ・ガーデン・フェス
ティバルでの観光ＰＲ 

（11/1（水）～11/7（火）シンガポール） 
２ 2017阪神タイガース秋季キャンプ 

・歓迎セレモニー 
（11/1（水）9:00～ 安芸市営球場補助グラウンド） 
・キャンプ 
（11/1（水）～11/19（日）安芸市営球場） 

３ 2017ＬＧツインズ高知秋季キャンプ 
（11/1（水）～11/27（月）春野総合運動公園） 
４ こうち旅広場イベント「錯覚美術館」 
（11/1（水）～11/30（木）8:30～18:00 こうち旅広場） 
５ 2017オリックスバファローズ秋季キャンプ 

・激励品贈呈式 
（11/2（木）9:45～ 高知市東部球場） 

  ・キャンプ 
（11/2（木）～11/17（金）高知市東部球場） 

６ 2017明治安田生命Ｊ３リーグ 第 30節 
セレッソ大阪Ｕ－23ＶＳガイナーレ鳥取 

（11/5（日）14:00～ 春野総合運動公園陸上競技場） 
７ 第６回高知県知事杯サーフィン大会 
（11/5（日）四万十市平野サーフビーチ）※10/22（日）から変更 
８ 土佐の豊穣祭 2017 

・米こめフェスタ 
（11/5（日）10:00～15:00  四万十緑林公園（四万十町）） 
・特別イベント～再現！郷の収穫祭 ハレの日の料理～ 
「日曜市の台所」  
（11/10（金）18:30～20:30 城西館） 
「第 42回台地まつり ＪＡお祭り広場」 
（11/11（土）10:00～15:00 JA四万十本所駐車場） 

・土佐國美味集結・豊かな海づくりフェスタ 
（11/11（土）～11/13（月）中央公園・中心商店街ほか） 

９ 四国インバウンド商談会 inバンコク 
（11/6（月）～11/10（金）バンコク（タイ）） 
10 横浜Ｆマリノス秋季キャンプ 
（11/6（月）～11/11（土）高知県立春野総合運動公園） 
11 旅行会社への個別セールス（メディア系旅行会社対象） 
（11/7（火）仙台市） 
（11/8（水）札幌市） 
（11/20（月）、11/21（火）北陸エリア） 
12 ＭＩＣＥセールス（県協定企業・協働の森パートナーズ企業対象） 
（11/8（水）、11/9（木）） 
13 平成の薩長土肥連合・大龍馬連によるＰＲブースの出展 
（11/11(土)、11/12(日) 京都市） 
14 四国ツーリズム創造機構 第２回意見交換会 
（11/15（水）15:00～19:30 ホテルクレメント徳島） 
15 第 16回首都圏で頑張る高知県企業交流会（ＭＩＣＥ企業セールス） 
（11/17（金）19:00～21:00 浪漫亭新橋店） 
 
 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

観光コンベンショ
ン協会 
（続き） 
 
 
 

16 こうち旅広場イベント「土佐おもてなし海援隊 スペシャルナイトステージ」 
（11/17（金）、11/18（土）19:00～20:00 こうち旅広場イベントステージ） 
17 第 37回カシオワールドオープンゴルフトーナメント 
（11/23（木）～11/26（日）Kochi黒潮カントリークラブ） 
18 地域活性化セミナーin高知（ＪＴＢ共催） 
（11/27（月）13:30～16:00 城西館） 
19 中国・広州旅行会社への個別セールス 
（11/27（月）～12/1（金）広州（中国）） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

農業振興部 １ 高知県職員（獣医師）採用募集 
（10/12（木）～11/14（火）） 
  ※選考考査 12/2（土） 
２ 第６回土佐っておいしい！食の大商談会 2017 
（11/1（水）12:00～17:00 東武ホテルレバント東京） 
３ ６次産業化セミナー 

・交流会 
（11/2（木）13:00～17:00 農業技術センター） 
・実践コース⑤ 
（11/22（水）10:00～17:00 すこやかセンター伊野） 

４ 農大祭 2017 
（第 14回畜産試験場まつり、第 10回茶業試験場まつりとの同時開催） 

（11/3（金）10:30～15:00 県立農業大学校） 
５ こだわりの農産物・加工品を知る研修会 
（11/7（火）15:00～17:00 華珍園別館） 
６ こうち逸品素材マッチング商談会 
（11/8（水）10:00～17:00 株式会社丸三本社（南国市）） 
７ ウエルカムフラワーの展示 
（11/8（水）～11/13（月） 
11/22（水）～11/26（日）高知龍馬空港） 

８ 第 82回日本養液栽培研究会・高知大会 
（11/9（木）13:00～17:00 アンジェブラン（南国市）） 
（11/10（金）8:30～13:30 南国市、安芸市）） 
９ 高知青果フェア 
（11/9（木）～11/11（土）大田市場まつり） 
（11/15（水）～11/21（火）西宮阪急ほか） 
10 土佐の豊穣祭 2017への出展 
（11/11(土)10:00～21:00 
11/12(日)10:00～21:00 高知市中央公園） 

11 こうちアグリスクール 
（11/11（土）14:00～18:00 ＴＫＰ東京駅日本橋カンファレンスセンター） 
12 環境制御技術普及推進会議 
（11/13（月）13:30～16:00 農業技術センター） 
13 第７回イタリア料理専門展への出展 
（11/15（水）10:00～17:00 
11/16（木）10:00～17:00 都立産業貿易センター） 

14 第 20回高知フェア（畜産物） 
（11/17（金）～11/19（日）10:00～ 宮崎市フ―デリー霧島店ほか）  
15 四国情報通信懇談会ＩＣＴ研究交流フォーラム平成 29年度技術勉強会 
（11/17（金）13:30～16:00 

 四万十町次世代施設園芸団地、農業担い手育成センター） 
16 高知県指導農業士認定証授与式 
（11/21（火）16:00～17:00 土佐御苑） 
17 第 31回全農こうち肉牛枝肉共励会 
（11/27（月）12:00～14:00 高知県広域食肉センター） 
18 第９回土佐の宴 
（11/28（火）11:00～16:00 大阪新阪急ホテル） 
19 高知県酒米品評会審査会 
（11/30（木）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 １１月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
 
 
 

１ 男も（女も）持つぞ！マイバックキャンペーン 2017 
 （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）） 
２ ウォームビズ四国（四国４県連携事業） 
（11/1（水）～3/31（土）） 
３ 土佐材展示会 
（11/2（木）10:30～ 香川県） 
（11/17（金）茨城県） 
４ カシオワールドオープンゴルフトーナメント大会事務局とのオフセット・ク

レジット売買契約締結式 
（11/2（木）11:00 第一応接室） 
５ こうち・ひだかメガソーラー株式会社 株主総会  
（11/7（火）14：00～ 日高村役場） 
６ 「こうち山の日」イベント及び甫喜ヶ峰フェスティバル 
（11/11（土）甫喜ヶ峰森林公園） 
７ 協働の森づくり事業交流活動 

・日本たばこ産業株式会社 
（11/11（土）奈半利町） 
・ＮＴＴ西日本グループ 
（11/11（土）高知市） 
・西日本高速道路株式会社 
（11/11（土）大豊町） 
・三菱商事株式会社 
（11/11（土）安芸市） 
・高知工科大学及びセントラルグループ 
（11/12（日）香美市） 
・株式会社清流メンテナンス 
（11/16（木）四万十市） 
・太陽石油株式会社 
（11/18（土）いの町） 
・日鉄住金環境プラントソリューションズ株式会社 
（11/18（土）四万十市） 
・井上石灰工業株式会社 
（11/25（土）高知市） 

８ ＣＬＴ建築物（はるのガーデン）構造見学会 
（11/12（日）10:00～14:20 高知市） 
９ 環境絵日記コンテスト表彰式 
（11/12（日）13:00～17:00 のいち動物公園） 
10 林業就業ガイダンス 
（11/12（日）高知サンライズホテル） 
11 第 58回全国竹の大会 
（11/15（水）13:20～ 高知市） 
（11/16（木） 8:30～ 南国市） 
12 ジャパンホームショー 
（11/15（水）～11/17（金）10:00～17:00 東京ビッグサイト） 
13 第 43回木材まつり【製品の部】 
（11/16（木）9:00～ 高知市） 
14 第２回災害廃棄物処理対応に係る図上訓練 
（11/16（木）9:30～16:30 高知城ホール） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
（続き） 
 
 

15 国産材の安定供給体制の構築に向けた四国地区需給情報連絡会議 
（11/16（木）13:00～16:00 サンピアセリーズ） 
16 林業・木材産業制度資金説明会 
（11/16（木）13:00～ 南国市） 
17 平成 29年度第２回四国地球温暖化対策推進連絡協議会 
（主催：香川県（議長県）） 

（11/17（金）13:30～16:30 香川県庁） 
18 第 16回産業廃棄物と環境を考える全国大会 
（11/17（金）13:30～17:30 三翠園） 
19 第 41回全国育樹祭 
（11/19（日）香川県） 
20 林業大学校新校舎落成式 
（11/22（水）11:00～12:00 森林総合センター） 
21 優良材展示即売会 
（11/24（金）10:00～ 高知市） 
22 中国四国もうひとつのふるさと探しフェア in大阪 2017 
（11/25（土）12:00～17:00 難波御堂筋ホール７階（大阪市中央区難波）） 
23 森の仕事ガイダンス 
（11/26（日）13:00～17:00 東京国際フォーラム） 
24 高知県林業用種苗需給調整協議会 
（11/28（火）13:30～15:30 高知会館） 
25 林業機械開発推進検討委員会第３回現地調査 
（11/29（水）9:30～15:00 仁淀川町） 
26 高知・岡山ＣＬＴツアー 
（11/29（水）9:40～ 県内各所） 
（11/30（木）9:00～ 岡山県真庭市） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

水産振興部 
 
 
 

１ かつお・まぐろ漁業対策推進道県協議会 
  ・役員会・総会 

（11/1（水）14:00～17:00 日本かつお・まぐろ漁業協同組合） 
  ・要望活動 

（11/2（木）9:00～16:30 水産庁、議員会館） 
２ 吉川水産高知フェア 
（11/1（水）～11/7（火）新宿京王百貨店） 
３ 「高知家の魚応援の店」産地見学会 
  ・関東地区事業者 

（11/5（日）、11/6（月） 
室戸市、田野町、高知市、須崎市、中土佐町、四万十町） 

  ・関西地区事業者 
（11/19（日）、11/20（月） 

室戸市、田野町、高知市、須崎市、中土佐町、四万十町） 
４ しらすうなぎ特別採捕に関する意見交換会 
（11/6（月）14:00～ 高知河川国道事務所） 
５ 高知海区漁業調整委員会 
（11/7（火）14:30～ オリエントホテル高知） 
６ 高知カツオ県民会議第２回シンポジウム 
（11/9（木）16:30～19:00 高知市文化プラザかるぽーと（大ホール）） 
７ 漁業権の切り替え（海面）に関する説明会 
（11/9（木）13:30～ 幡多総合庁舎） 
（11/13（月）13:30～ 室戸総合庁舎） 
（11/14（火）13:30～ 水産試験場） 
８ サイアム・パラゴン高知県フェア 
（11/10（金）～11/22（水）サイアム・パラゴン（タイ・バンコク）） 
９ 第 38回全国豊かな海づくり大会～高知家大会～１年前プレイベント 
（11/11（土）10:00～16:00 宇佐しおかぜ公園） 
10 食育事業 
（11/13（月）10:00～12:35 梼原町立梼原学園） 
（11/17（金）10:45～12:30 須崎市立多ノ郷小） 
（11/22（水）10:40～13:00 香美市立大栃小） 
（11/29（水）10:45～13:00 香美市立大宮小） 
（11/30（木）10:45～13:00 高知市立介良小） 
11 太平洋広域漁業調整委員会 
（11/15（水）14:30～ 全国町村議員会館） 
12 全国内水面漁場管理委員会連合会西日本ブロック協議会 
（11/15（水）、11/16（木）沖縄県） 
13 「高知家の魚応援の店」虎杖東京（東京都）招へい 
（11/16（木）、11/17（金）高知市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市） 
14 第２回高知県１漁協の将来像を考える委員会 
（11/21（火）14:00～ 高知共済会館） 
15 シーフードショー大阪出展者説明会 
（11/22（水）14:00～16:00 四万十市立中央公民館） 
16 沖縄大交易会 
（11/27（月）、11/28（火）10:00～17:00 沖縄コンベンションセンター） 
17 高知県内水面漁場管理委員会 
（11/30（木）14:00～ オリエントホテル高知） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

土木部 
 
 
 

１ 日本客船高知新港寄港 
・「飛鳥Ⅱ」 
（11/1（水）10:30入港～17:00出港） 

  ・「ぱしふぃっくびいなす」 
（11/6（月）8:00入港～14:00出港） 
・「ぱしふぃっくびいなす」 
（11/8（水）10:00入港～15:00出港） 
・「飛鳥Ⅱ」 
（11/25（土）9:00入港～15:00出港） 

２ 平成 29年度全国街路事業促進協議会四国ブロック会議 
（11/1（水）～11/2（木）三翠園） 
３ 第 16回四国地方治水大会 
（11/2（木）13:30～16:00 松山市） 
４ のいち動物公園開園 26周年イベント 
（11/3（金）～11/5(日)のいち動物公園） 
５ こうち防災フェスタ 2017  
 （住宅耐震化相談窓口設置） 
（11/5（日）10:00～16:00 高知市中央公園） 
６ 安田川分水連絡協議会 
（11/6（月）15:00～17:00 高知共済会館） 
７ 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 
（11/7（火）10:00～12:00 高知共済会館） 
８ 平成 29年度大規模土砂災害を想定した合同対応訓練 
（11/7（火）13:00～17:00 安田町文化センター） 
９ 維持管理エキスパート研修会 
  ・橋梁分野（中級） 
  （11/7（火）～11/8（水）高知県建設技術公社） 
  ・トンネル分野（中級） 

（11/9（木）～11/10（金）高知県建設技術公社） 
  ・のり面・擁壁分野（中級） 

（11/15（水）～11/16（木）高知県建設技術公社） 
10 ＩＮＡＰ2017スリランカ経済ミッション 
（11/7（火）、11/8（水）スリランカ） 
11 平成 29年度第２回河川関係事業４県課長会議 
（11/8（水）、11/9（木）徳島県庁） 
12 安全・安心の道づくりを求める全国大会 
（11/8（水）砂防会館） 
13 四国８の字ネットワーク整備・利用促進を考える会提言活動 
（11/9（木）国土交通省ほか） 
14 平成 29年度高知県耐震改修技術学校  
（11/8（水）幡多土木事務所） 
（11/9（木）高知城ホール） 
（11/28（火）四万十市防災センター） 
（11/29（水）高知城ホール） 
15 全国港湾知事協議会総会 
（11/10（金）都市センターホテル） 
16 四国治水期成同盟連合会 

四国河川協議会第２回要望活動 
（11/13（月）～11/14（火）国土交通省、議員会館） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

土木部 
（続き） 
 
 

17 市町村担当者向け住宅耐震改修講習会  
（11/17（金）13:00～17:00 ポリテクセンター高知） 
18 新技術研修会 
（11/17（金）14:00～17:00 サンピアセリーズ） 
19 治水事業促進全国大会 
（11/20（月）13:00～15:30 砂防会館） 
20 平成 29年度第１回災害に強いまちづくり検討会 
（11/21（火）～11/22（水）黒潮町ふるさと総合センター） 
21 高知県優良建設工事施工者表彰発表会 
（11/24（金）14:00～16:30  県立ふくし交流プラザ） 
22 第 26回全国川サミット in四万十 
（11/24（金）、11/25（土）新ロイヤルホテル四万十） 
23 第 16回高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 
（11/24（金）14:00～16:00 総合あんしんセンター） 
24 外国客船「ノルウェージャン・ジョイ」高知新港寄港 
（11/27（月）8:00入港～17:00出港） 
25 高知県の港湾等を活用した農林水産物輸出促進検討会 
（11/28（火）13:00～14:30 高知会館） 
26 全国治水砂防促進大会 
（11/28（火）砂防会館） 
27 平成 29年度第１回建築士審査会 
（11/28（火）高知城ホール） 
28 第３回高知県社会資本整備推進本部会議 
（11/30（木）10:00～12:00 第二応接室） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

会計管理局 １ 会計検査 
（11/7（火）須崎高等学校）  
（11/9（木）消費生活センター）  
（11/14（火）計量検定所）  
（11/16（木）宿毛高等学校）  
（11/17（金）県立中村中学校・中村高等学校）  
（11/22（水）高知西高等学校）  
（11/28（火）幡多青少年の家） 
２ 指定金融機関等検査 
（11/9（木）11：00～ 四国銀行室戸支店）  
（11/16（木）11：00～ 幡多信用金庫平田支店）  
（11/21（火）10：00～ 四国銀行安芸支店）  
（11/28（木）10：00～ 四国銀行窪川支店） 
（11/28（木）13：30～ 高知銀行大正支店） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

公営企業局 
 
 
 

１ 平成 29年度総合防災訓練（ダムにおける地震後の情報伝達訓練） 
 （主催：国土交通省四国地方整備局） 
（11/1（水）9:00～15:00） 
２ 地方公営企業連絡協議会  
  第 98回総会及び会員研修会 
（11/1（水）、11/2（木）三重県津市） 
３ 第３回全国小水力発電大会 in東京 2017 
（11/1（水）、11/2（木）東京都） 
４ 公営電気事業経営者会議 第 56回技術研究会 
（11/8（水）、11/9（木）愛媛県松山市） 
５ 甫喜ヶ峰フェスティバル 2017 
（11/11（土）10:00～15:00 甫喜ヶ峰風力発電所） 
６ 高知県立病院経営健全化推進委員会 
（11/13（月）18:30～20:30 高知共済会館） 
７ 平成 29年度（第 50回）四国地区水力発電技術研究会 
（11/14（火）、11/15（水）愛媛県新居浜市） 
８ 公営電気事業経営者会議 第５回（平成 29年度）技術継承研修会 
（11/15（水）～11/17（金）栃木県） 
９ 平成 29年度機械損害共済業務調査委員会議 
（11/17（金）14:00～15:30 都道府県会館） 
10 第 6回あき祭り withふれあい医療教室 
（11/18（土）11:00～14:00 あき総合病院） 
11幡多けんみん病院経営幹部会議 
（11月下旬 幡多けんみん病院） 
12 あき総合病院経営幹部会議 
（11月下旬 あき総合病院） 
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部局名 １１月の主要な取り組み予定 

教育委員会 
 
 
 

１ 高知県教育の日「志・とさ学びの日」 
 （11/1（水）） 
２ 第 66回全国へき地教育研究大会高知県大会 
（11/1(水)9:20～15:40 高知県民文化ホールほか） 
（11/2(木)9:00～13:30 県内８小中学校） 
３ 若者はばたけプログラム活用研修会初級講座Ⅲ（西部) 
（11/2（木）10：30～17：00 四万十市立中央公民館） 
４ 塩見記念青少年プラザ指定管理選定審査会 
（11/2(木) 13:00～16:25 教育センター分館） 
５ 放課後子ども教室推進事業及び放課後児童クラブ推進事業 
「子どもの発達と発達障害等についての理解を促進するための研修会」 
・東部 
（11/7(火) 9：30～11：45 県立青少年センター） 
・西部 
（11/16(木) 9：30～11：45 四万十町窪川四万十会館） 

６ 高知県高等学校生徒保健委員研修会 
（11/7（火）13：00～16：00  高知会館） 
７ 第７回科学の甲子園高知県大会 
（11/12(日) 9：30～16：40 県立青少年体育館） 
８ 親子運動遊び教室 
（11/12（日）10：00～11：00  高知県立大学池キャンパス体育館） 
（11/19（日）10：00～11：00 土佐西南大規模公園体育館） 
（11/26（日）10：00～11：00 香美市香北体育センター） 
９ 青少年センター開設 50周年記念式典 
（11/12(日)13：30～16：00 県立青少年センター） 
10 第 42回高知県子ども会連合会育成大会 
（11/12(日)10：00～15：30 香美市役所） 
11 「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 

ター養成研修会 
・基礎編 
（11/13(月)13：30～16：00 教育センター分館） 

  ・活用編 
（11/30(木) 13：30～16：30 教育センター分館） 

12 平成 29年度 高知県高等学校総合文化祭 
（11/14（火）～19（日）高知市文化プラザかるぽーとほか）  
13 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 
（11/17（金）13:00～17:00 教育センター分館） 
14 平成 29年度放課後児童支援員認定資格研修（４日目） 
（11/18（土）9：30～16：50 県立青少年センター） 
15 放課後子ども教室推進事業及び放課後児童クラブ推進事業 
  「子どもの発達と発達障害等についての理解を促進するステップアップ研修」 
（11/21（火）9：30～12：00 高知青少年の家） 
16 爲末大学 食育学部 
（11/21（火） 9：40～12：25 香南市立夜須小学校） 
17 教育委員会協議会（県立高等学校再編振興計画） 

・第２回 
（11/21（火）18:00～20:30 安芸市） 
・第３回 
（11/30（木）18:00～20:30 南国市） 
 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

教育委員会 
（続き） 
 
 

18 平成 29年度高知夢いっぱいプロジェクト 
未来にかがやく子ども育成型学校連携事業公開授業研修会 
・香我美会場 
（11/22（水）13:15～17:00  香我美中学校、香我美小学校、岸本小学校） 
・三里会場 
（11/28（火）13:30～17:00 三里中学校、十津小学校、三里小学校） 

19 高知県幼児教育の推進体制シンポジウム 
（11/23（木）9:30～16:30 国立室戸青少年自然の家） 
20 高知県子ども会連合会ジュニア・リーダー講習会 
（11/23（木）10:00～15:30 県立青少年センター） 
21 第 24回四国地区公立小・中学校女性校長会研究大会高知大会 
（11/25（土）10:00～16:00 アスパルこうち） 
22 土長南国地区・大豊町ＰＴＡ研究大会 
（11/25（土）13：30～16：30 大豊町中学校） 
23 第 38回高知県国公立幼稚園・こども園ＰＴＡ研究大会 
（11/28(火)10:15～15:30 南国市立たちばな幼稚園） 
24 第 62回高知県婦人大会 
（11/29(水)10:00～15:10 高知県民文化ホール） 
25 放課後子ども教室推進事業及び放課後児童クラブ推進事業 
「子どもの育ちを支援する研修会～事故例から学ぶ安全な居場所づくり～」 
・東部・中部 
（11/30(木)9：30～11：45 県立青少年センター） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １１月の主要な取り組み予定 

警察本部 
 
 
 

１ みかじめ料等縁切り同盟結成 10周年市民大会 
（11/2（木）13:30～16:30 高知県民文化ホール「グリーンホール」） 
２ シニア交通安全ふれあいフェスタ 
（11/3（金）10:00～14:30 運転免許センター） 
３ 安全安心まちづくりひろば 
（11/5（日）10:00～15:00 イオンモール高知） 
４ 秋の叙勲伝達式 
（11/6（月）14:00～15:00 警察本部講堂） 
５ 高知県殉職警察職員慰霊祭 
（11/8（水）10:00～11:00 警察本部講堂） 
６ 平成 29年第４回県下警察署長会議 
（11/10（金）13:30～17:15 警察本部講堂） 
７ 平成 29年度全国警察逮捕術及び拳銃射撃大会 
（11/17（金）8:50～17:45 警視庁術科センター） 
８ 全国公安委員会連絡会議（総会） 
（11/20（月）13:30～ グランドアーク半蔵門） 
９ 平成 29年高知県警察表彰式 
（11/24（金）14:00～16:30 警察本部講堂） 
10 全国警察本部長会議 
（11/27（月）） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １１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 ＩｏＴ実践セミナー 
（11/1（水）14:00～16:00 ぢばさんセンター） 
２ ＩＮＡＰスリランカミッション（見本市） 
（11/7（火）～11/8（水）スリランカ） 
３ よろず支援拠点 ＩoＴ＋クラウド体感セミナー 
（11/8（水）14:30～17:00 宿毛市役所） 
４ 第４回東京営業本部ミニ展示商談会（防災関係） 
（11/10（金）貿易センタービル） 
５ よろず支援拠点 はじめてのファイスブックセミナー 
（11/13（月）13:30～14:30 ぢばさんセンター） 
６ 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 
（11/15（水）14:00～16:00 ぢばさんセンター） 
７ ジャパン・ホームショー（見本市） 
（11/15（水）～11/17（金）東京ビッグサイト) 
８ 関西オフィス防災ＥＸＰＯ（見本市） 
（11/15（水）～11/17（金）インデックス大阪) 
９ 第６回ものづくり総合技術展 
（11/16（木）～11/18（土）10:00～16:00 ぢばさんセンター) 
10 森林・林業・環境機械展（見本市） 
（11/19（日）、11/20（月）番の州臨海工業団地（香川県）） 
11 e商人養成塾定例会 
（11/21（火）13:30～ ぢばさんセンター） 
12 よろず支援拠点 ウェブ活用法勉強会 
（11/22（水）13:00～15:30 ぢばさんセンター） 
13 タイＭetalex（見本市） 
（11/22（水）～11/25（土）バンコク（タイ）） 
14 よろず支援拠点 はじめてのファイスブックセミナー 
（11/27（月）13:30～15:00 ぢばさんセンター） 
15 第８回事業戦略支援会議 
（11/28（火）13:30～15:30 ぢばさんセンター） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


