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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 平成 27年度市町村決算記者発表 
（11/1（火）13:30～14:30 記者室） 
２ 高知県功労者表彰・高知県文化賞表彰式 
（11/3（木）10:00～11:00 高知会館） 
３ 株式会社セブン‐イレブン・ジャパンとの包括協定締結式及び「災害時の物

資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定書」「災害時における徒
歩帰宅者支援に関する協定」調印式 

（11/4（金）10:00～10:30 第一応接室） 
４ 平成 28年秋の叙勲・褒章伝達式（地方自治等） 
（11/4（金）13:00～13:30 第一応接室） 
５ 知事と町村長との意見交換会 
（11/4（金）15:00～17:00 自治会館） 
６ 県庁職員大運動会 
（11/5（土）10:00～15:30 一ツ橋小学校） 
７ 平成 28年度教育改革広報テレビ番組放送「県民みんながチーム～変わる！高

知家の教育改革～」 
（11/6（日）17:00～17:30 高知放送（本放送）） 
（11/26（土）15:00～15:30 高知放送（再放送）） 
８ 永年勤続表彰授与式 
（11/8（火）16:30～17:00 正庁ホール） 
９ 南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進める９県知事会議・政

策提言 
（11/10（木）調整中 内閣府ほか） 
10 平成 29年度組織機構・職員定数改正計画 
（11/10（木）提出期限） 
11 法制審議会 
（11/11（金）13:15～16:15 第二応接室） 
12 平成 28年度第２回総合教育会議 
（11/14（月）13:00～15:00 人権啓発センター） 
13 平成 29年度当初予算編成 
（11/14（月）見積書等各課提出期限） 
14 12月補正予算編成 
（11/14（月）、11/15（火）総務部長協議） 
（11/24（木）、11/25（金）知事査定） 
15 第 13回高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 
（11/15（火）9:30～11:30 県立文学館ホール） 
16 公益認定等審議会 
（11/18（金）9:30～ 本庁地下第３・第４会議室） 
17 対話と実行座談会 
（11/21（月）午後 日高村社会福祉センターほか） 
18 平成 28年秋の叙勲・褒章（消防等）、第 27回危険業務従事者叙勲伝達式 
（11/30（水）13:30～14:00 第一応接室） 
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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 

危機管理部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 津波避難計画現地点検 
（11/1（火）9:30～ 四万十市山路） 
（11/1（火）10:00～12:00 安芸市土居稲葉・長屋） 
（11/4（金）13:00～14:30 芸西村西分浜中） 
（11/7（月）9:30～ 宿毛市沖新田） 
（11/9（水）9:30～ 宿毛市小筑紫） 
（11/13（日）9:00～11:00 安芸市港町２丁目） 
（11/14（月）9:30～ 宿毛市湊） 
（11/17（木）9:30～ 宿毛市大島） 
２ 高知市長期浸水対策に係る救助・救出担当者会 
（11/1（火）13:00～15:00 高知市総合あんしんセンター） 
３ ＮＴＴタウンページ発刊式 
（11/1（火）16:00～16:15 第一応接室） 
４ 「世界津波の日」高校生サミット in黒潮・部局長会議  
（11/2（水）13:15～14:00 第二応接室） 
５ 南海トラフ地震対策推進本部会議 
（11/2（水）14:30～17:15 第二応接室） 
６ 株式会社セブン‐イレブン・ジャパンとの包括協定締結式及び「災害時の物 

資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定書」「災害時における 

徒歩帰宅者支援に関する協定」調印式 
（11/4（金）10:00～10:30 第一応接室） 
７ 緊急地震速報対応訓練 
（11/4（金）10:00～ 本庁等） 
８ 防災士養成講座 
（11/5（土）、11/6（日）8:00～19:00 四万十市社会福祉センター） 
（11/19（土）、11/20（日）8:00～19:00 土佐市立中央公民館） 
９ 平成 28年度大規模津波防災総合訓練（国交省主催） 
（11/5（土）9:00～12:00 高知新港ほか） 
10 平成 28年度愛媛県原子力防災訓練 
（11/11（金）8:30～15:00 愛媛県庁ほか） 
11 第 79回全国非常通信訓練 
（11/14（月）13:00～15:00 防災作戦室、土佐町、四万十町、四国電力ほか） 
12 高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議 
（11/15（火）9:30～11:30 県立文学館ホール） 
13 平成 28年度高知県女性防火クラブ連絡協議会研修会及び高知県女性防火クラ

ブ連絡協議会結成 30周年表彰式 
（11/15（火）13:00～17:00 かんぽの宿伊野） 
（11/16（水）9:00～11:30 県消防学校） 
14 平成 28年度四国 4県危機管理連絡会議 
（11/15（火）13:30～15:00 愛媛県庁） 
15 平成 28年度中四国広域防災担当課長会議 
（11/15（火）15:30～17:15 愛媛県庁） 
16 第 7回地域本部連絡会議 
（11/18（金）15:00～17:00 防災作戦室） 
17 平成 28年度安芸郡市消防連絡協議会 
（11/18（金）15:00～ ホテルなはり） 
 

→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 

危機管理部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 平成 28年度高知県 11市消防団連絡協議会総会 
（11/22（火）14:30～17:00 珉宝総合結婚式場（土佐清水市）） 
19 「世界津波の日」高校生サミット in黒潮・リハーサル、準備 
（11/22（火）、11/24（木）黒潮町） 
20 「世界津波の日」高校生サミット in黒潮 
（11/25（金）16:20～11/26（土）20:10 黒潮町及び四万十市） 
21 あいおいニッセイ同和損保寄附贈呈式 
（11/28（月）14:00～14:30 防災作戦室） 
22 全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達訓練 
（11/29（火）11:00 各市町村） 
23 平成 28年度高知県防災対策トップセミナー及び地方創生トップセミナー 

（11/29（火）13:30～16:30 人権啓発センター） 
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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 

健康政策部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 高知県薬事功労者等知事表彰式 
（11/1（火）15:30～ 健康政策部長室） 
２ 高知県看護管理者研修会 
（11/2（水）13:30～17:30 高知青少年の家） 
（11/3（木）13:00～17:00 幡多けんみん病院） 
３ 水道広域連携検討会 
（11/4（金）13:30～16:00 正庁ホール） 
４ 平成 28年度大規模津波防災総合訓練（国交省主催） 
（11/5（土）9:00～12:00 高知新港ほか） 
５ 高知県県・市町村国民健康保険事業検討協議会第４回幹事会 
（11/7（月）13:00～ 保健衛生総合庁舎） 
６ 高知県医療関連感染対策地域支援ネットワーク会議 
（11/7（月）18:30～20:30 高知共済会館） 
７ 第２回高知県医療審議会 
（11/7（月）18:30～20:30 高知共済会館） 
８ 第 21回高知県がん対策推進協議会 
（11/7（月）19:00～21:00 第二応接室） 
９ 高知県周産期医療協議会 
（11/8（火）19:00～20:30 第二応接室） 
10 医療勤務環境改善研修会 
（11/9（水）13:30～16:30 サンピアセリーズ） 
（11/10（木）13:30～16:30 中村プリンスホテル） 
11 高知県県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会 

・第 10回財政・保険料（税）作業部会 
（11/10（木）13:00～ 保健衛生総合庁舎） 

・第 9回給付・保健事業作業部会 
（11/24（木）13:00～ 保健衛生総合庁舎） 

12 多職種で考える地域連携緩和ケア研修会 
（11/12（土）14:00～16:45 ＪＡ高知病院 コミュニティーホール） 
13 災害薬事コーディネーター研修 
（11/13（日）8:50～17:00 近森病院） 
14 医師を対象とした災害医療研修 

・セクション２ 
（11/15（火）19:00～21:00 あき総合病院） 

  ・セクション３ 
（11/29（火）19:00～21:00 ＪＡ高知病院） 

15 食品衛生指導員研修地区大会 
（11/17（木）13:30～16:15 須崎市立市民文化会館） 
16 平成 28年度産科等医療従事者研修会 
（11/18（金）15:15～16:30 高知県看護協会会館） 
17 第４回 高知県胃内視鏡検診運営委員会 
（11/18（金）19:00～21:00 第二応接室） 
18 高知県いい歯の表彰式 
（11/20（日）13:30～14:00 高知県歯科医師会館） 
19 高知県難病対策地域協議会 
（11/21（月）18:30～20:30 高知共済会館） 
20 第 68回全国理容競技大会 
（11/21（月）春野総合運動公園） 
21 平成 28年度高知県医療安全管理研修会 
（11/23（水）13:30～16:30 県民文化ホール グリーンホール） 

→次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 １１月の主要な取り組み予定 

健康政策部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 高知空港航空機事故対応総合訓練 
（11/24（木）13;30～16:00 高知空港） 
23 高知家健康パスポート取得促進イベント 
（11/27（日）10:00～15:00（予定）高知春野総合運動公園） 
24 平成 28年度第２回高知県医療審議会医療法人部会 
（11/28（月）18:30～20:00 高知会館） 
25 南海トラフ地震時保健活動等体制整備支援研修会 
（11/30（水）10:00～15:40 高知会館） 
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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 

地域福祉部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ スウェーデン王国ヨーテボリ大学ギルバーグ神経精神医学センターと高知
県との協定書更新にかかる調印式 

（11/1（火）11:45～12:00 第一応接室） 
２ 高知県戦没者追悼式 
（11/1（火）13:00～14:30 県民文化ホールオレンジホール） 
３ 婚活サポーター養成講座 
（11/3（木）9:30～12:00  高知共済会館） 
４ 婚活サポーター全体交流会 
（11/3（木）13:30～16:00 高知共済会館） 
５ 多様な生活支援の充実に向けたしくみづくりセミナー 
（11/4（金）10:00～17:00 佐川町健康福祉センターかわせみ） 
６ 平成 28年度第１回見守り就労支援連絡会 
（11/4（金）15:00～17:00 本庁地下第４会議室） 
７ これからの地域づくり研修会 
（11/4（金） 18:00～19:30 佐川町健康福祉センターかわせみ） 
８ オレンジリボンキャンペーン 2016講演会 
（11/5（土）14:00～16:00 土佐清水市社会福祉センター） 
（11/6（日）13:00～15:00 高知県人権啓発センター） 
９ 第 7回こうち介護の日 
（11/6（日）10:00～16:00 こうち旅広場） 
10 星に願いをパーティ 2016「ライフプランセミナー付交流会 vol.2」 
（11/6（日）10:30～15:00 高知市文化プラザかるぽーと） 
11 平成 28年度「子ども・若者育成支援強調月間」高知県大会 
（11/6（日）13:00～14:00 オリエントホテル高知） 
12 平成 28年度高知県児童福祉審議会施設部会「里親認定委員会」 
（11/7（月）10:00～12:00 正庁ホール） 
13 平成 28年度戦傷病者相談員・戦没者遺族相談員合同研修会 
（11/8（火）13:00～15:00 高知会館） 
14 看護職員認知症対応力向上研修 
（11/10（木）9:30～12:30 
11/11（金）、11/12（土）9:30～16:30 高知県看護協会） 

15 介護予防強化型サービス事業所育成支援事業 オリエンテーション研修 
（11/11（金）12:00～15:00 土佐市保健福祉センター 

18:00～20:00 幡多総合庁舎） 
16 平成 28年度ふくし就職フェアｉｎ幡多 
（11/12（土）12:00～16:00 高知はたＪＡ会館） 
17 「高知で恋しよ！！マッチング」出張登録会 
（11/13（日）10:00～15:00 ふれあいフェスタ会場） 
18 沖縄「土佐之塔」慰霊祭 
（11/14（月）9:10～11:30 沖縄県八重瀬町「土佐之塔」） 
19 高知県とミキハウス子育て総研株式会社との「高知県の地方創生の推進に向 

けた連携と協力に関する協定」締結式 
（11/14（月）11:45～12:00 第一応接室） 
20 平成 28年度高知県認知症地域支援推進員意見交換会 
（11/14（月）13:30～16:30 高知共済会館) 
21 第 67回高知県社会福祉大会 
（11/15（火）10:30～15:00 ふくし交流プラザ） 
22 障害者介護給付費等不服審査会 
（11/15（火）18:00～20:00 高知共済会館） 

 
→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 

地域福祉部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 福祉避難所開設運営模擬訓練 
（11/20（日）9:30～12:00 香我美町高齢者生活福祉センターみかんの里） 
24 高知家「出会い・結婚・子育て応援」フォーラム 
（11/20（日）13:00～16:00  こうち男女共同参画センターソーレ） 
25 平成 28年度生活支援コーディネーター養成研修 
（11/21（月）9:50～17:10  ふくし交流プラザ） 
26 平成 28年度第 3回障害者職業能力開発情報交換会 
（11/22（火）13:30～16:30 高知県教育センター分館） 
27 第４回農福マルシェ in大橋通り 
（11/22（火）～11/28（月）帯屋町２丁目大橋通商店街） 
28 こうち子ども未来フォーラム 
（11/23（水）13:00～16:00  ちより街テラス） 
29 アルコール関連問題啓発フォーラム 
（11/23（水）13:00～16:30 サンピアセリーズ） 
30 福祉避難所の整備促進に関する研修会 
（11/24（木）13:30～16:30 津野町総合保健福祉センター） 
31 平成 28年度第２回高知県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会 
（11/24（木）18:30～ 高知共済会館） 
32 第 17回高知県障害者作品展 
（11/26（土）11:00～17:00 
11/27（日）11:00～15:00 帯屋町２丁目商店街） 

33 災害福祉支援活動基礎研修 2016 
（11/26（土）14:00～14:30 高知県立大学池キャンパス） 
34 平成 28年度あったかふれあいセンター職員地域支援研修 
（11/29（火）10:00～16:00 高知県立ふくし交流プラザ） 
35 婚活サポーターへの感謝状贈呈式 
（11/30（水）11:00～11:30  第二応接室） 
36 青少年の万引き及び深夜徘徊防止のための一声運動に関する協定締結式 
（11/30（水）15:00～15:30 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 

文化生活部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 市町村消費生活相談員研修 
（11/ 1（火）9:30～16:30 安芸市民会館） 
（11/15（火）9:30～16:30 四万十市立中央公民館） 
（11/16（水）9:30～16:30 県立消費生活センター） 
（11/30（水）9:30～16:30 四万十市防災センター） 
２ 平成 28年度犯罪被害者等施策に関する研修会 
（11/ 2（水）13:00～16:30 高知共済会館） 
３ 平成 28年度高知県文化賞表彰式（高知県功労者表彰と同時開催） 
（11/ 3（木）10:00～12:30 高知会館２階白鳳の間他） 
４ 平成 28年度ＤＶ対策連携支援ネットワーク会議及び専門者研修会 
（11/ 4（金）13:30～16:30 人権啓発センター） 
５ 自治体職員協力交流研修員修了式 
（11/ 4（金）14:00～14:30 部長室） 
６ 高知県立大学創基７０周年記念式典 
（11/ 5（土）13:30～16:30 三翠園） 
７ アプリ開発人材育成講座【応用編】キックオフミーティング 
（11/ 5（土）、11/6（日）ココプラ） 
８ こうなんファミリー・サポート・センター開所式 
（11/ 6（日）13:00～13:15 香南市役所吉川庁舎） 
９ 第６回高知県文化芸術振興ビジョン審議委員会 
（11/ 7（月）14:00～16:00 高知共済会館３階 桜） 
10 アプリ開発人材育成講座【応用編】グループミーティング 
（11/ 9（水）、11/16（水）18:30～20:30 ココプラ） 
11 高知県日韓親善協会懇親会と田内千鶴子さんを偲ぶ会 
（11/11（金）18:00～ 三翠園） 
12 まんが教室 
（11/11（金）須崎市立新荘小学校） 
（11/17（木）四万十市立中村小学校） 
13 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（火）、11/16（水）17:30～22:00  

高知城 県内国際ソロプチミスト９クラブとの共同実施）） 
14 第 55回交通安全高知県民大会 
（11/17（木）13:30～15:30 高知市文化プラザかるぽーと） 
15 第４回コンテンツビジネス起業研究会 情報交換会  
（11/18（金）13:00～14:00 未定） 
16 第４回コンテンツビジネス起業研究会 個別相談会  
（11/18（金）14:10～15:30 未定） 
17 第４回コンテンツ産業振興部会  
（11/18（金）15:30～17:00 未定） 
18 平成 28年度高知県芸術祭文芸賞表彰式 
（11/27（日）高知県立文学館ホール） 
19 平成 28年度高知県文化環境功労者表彰表彰式 
（11/28（月）11:00～12:00 第二応接室） 
20 第４回まんが王国振興部会 
（11/29（火）18:30～20:30 本庁地下第３・第４会議室） 
21 まんがを活かしたコンテンツ創造教育プログラム教材開発等ワーキング 
（11/29（火）本町ビル４階） 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 【シーズ・研究内容紹(20)】 
高知大：海洋性藻類を中心としたバイオマスの利活用について 

（11/2（水）18:30～20:00 ココプラ） 
２ 【ＭＢＡ基礎編】税務会計  

事業計画や経営計画の考え方 
（11/2（水）ココプラ） 
３ 【ＭＢＡ基礎編】リスク管理  
  知的財産管理（1）（2）  
（11/4（金）ココプラ） 
４ 【高知家フューチャーセミナー④】 
 株式会社ウフル 上級執行役員 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 

 「ＩｏＴで創造する新しい産業～すべてを繋げることが社会課題を解決する～」 
（11/7（月）13:30～17:00 ココプラ） 
５ 【土佐まるごと立志塾】 
  第６回 個別発表 
（11/11（金）） 
６ 【ＭＢＡ エグゼクティブコース】 

Day3顧客提供価値を生み出す仕組みづくり 
（11/12（土）ココプラ） 
７ 【ＭＢＡ 目指せ！弥太郎商人塾】第 4回 
（11/14（月）～11/17（木）ココプラ） 
８ 【シーズ・研究内容紹介(21)】  
高知高専：～パソコン化学～工業化学への計算化学の適用事例から 

（11/16（水）18:30～20:00 ココプラ） 
９ 【経営者トーク⑦】 
   株式会社高知大丸 代表取締役社長 大登 正志氏 
（11/18（金）18:30～20:00 ココプラ） 
10 【ＭＢＡ 土佐経営塾】 

・セッション 8、9 
（11/19（土）13:30～17:30 ココプラ） 

   ・セッション 10 
（11/20（日）9:30～14:30 ココプラ） 

11 【知財マッチング】 
   イトーキ×高知家 新製品プロジェクト セミナー 
（11/21（月）13:00～16:00 ココプラ） 
12 【ＭＢＡ基礎編】貿易実務 
  海外販路開拓のための代理店活用術編 
（11/22（火）） 
13 【仕事創造アイデアソン③】 
（11/23（水）9:30～17:30 ココプラ） 
14 【ＭＢＡ基礎編】財務戦略 
  ・財務諸表の理解と財務分析の基礎  

（11/24（木）又は 11/26（土）ココプラ） 
・経営効率化のための財務分析  
（11/24（木）又は 11/26（土）ココプラ） 
・キャッシュフロー分析  
（11/24（木）又は 11/26（土）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 １１月の主要な取り組み予定 

産学官民連携セン
ター 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 【連続講座】地域産業創出Ⅰ⑨ 
「ＣＳＲと企業倫理」 

（11/25（金）10:00～17:00 ココプラ） 
16 【連続講座】地域産業創出Ⅱ② 
（11/25（金）、11/26日（土）10:30～16:30 ココプラ） 
17 【シーズ・研究内容紹介(22)】 
高知県立大：廃校を利用した地域活性化について 

（11/30（水）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 

産業振興推進部 
 
 
 

１ 県内量販店等テストマーケティング参加事業者募集 
（5/9（月）～H29.2/28（火）） 
２ 高知家 ポジティブ・コレクションの募集 
（6/7（火）～） 
３ リクルートベンチャーズ参加者オリエンテーション 
（11/1（火）13:30～17:30 リクルートホールディングスＭＴＬカフェ） 
４ 上海シティスーパー「四国フェア」【４県連携事業】 
（11/1（火）～11/16（水）上海シティスーパー IFC店・iapm店） 
５ 第１回四国地方産業競争力協議会 
（11/2（水）13:00～15:00  

レグザムホール（香川県県民ホール）多目的大会議室「玉藻」） 
６ 「活き・生き・スキルＵＰ」起業塾（大阪） 
（11/4（金）、11/12（土）学校法人阪神学園ベルスクール（大阪市北区芝田）） 
７ 高知県Ｕ・Ｉターン就職セミナー（東京） 
（11/5（土）13:30～17:00  

フクラシア東京ステーション（千代田区、朝日生命大手町ビル６Ｆ）） 
８ 「活き・生き・スキルＵＰ」起業塾（東京） 
（11/5（土）、11/6（日）（株）玄セミナーハウス（台東区谷中）） 
９ 高知県Ｕ・Ｉターン就職セミナー（大阪） 
（11/6（日）13:30～17:00  

ＡＰ大阪梅田茶屋町（大阪市北区ＡＢＣ-ＭＡＲＴ梅田ビル８Ｆ）） 
10 高知家のうまいもの大賞 2017 一次審査通過商品展示試食会 
（11/6（日）イオンモール高知） 
11 上海「四国・日本食品展示会」【4県連携事業】 
（11/7（月）在上海日本国総領事館） 
12 一般衛生管理（ＰＲＰ）研修 
（11/7（月）安芸総合庁舎） 
（11/8（火）総合あんしんセンター） 
（11/9（水）四万十市防災センター） 
13 第４回産業振興推進本部会議 
（11/8（火）9:00～16:30 第二応接室） 
14 高知県産素材を使用した商品の発売 

「野菜生活 100 土佐文旦＆ゆずミックス」 
（11/8（火）～ 全国） 
15 高知県物産展 in台湾「微風広場」 
（11/10（木）～11/20（日）台湾・台北「微風広場」） 
16 第２回地域産業振興監会議 
（11/11（金）13:30～16:30 保健衛生総合庁舎１Ｆ南会議室） 
17 高知家で暮らす。交流会「皿鉢と新酒を囲んで高知を語ろう会」in東京 
（11/12（土）18:00～20:00 長宗我部 銀座（中央区銀座 8丁目） 
18 九州居酒屋産業展 
（11/15（火）～11/17（木）マリンメッセ福岡）【連携】 
19 加工・業務用野菜の産地化プロジェクト運営部会 
（11/16（水）ＪＡ高知中央会） 
20 ものづくり総合技術展 
（11/17（木）～11/19（土）） 
21 高知フェア 

・フーデリー（11/18（金）～11/20（日） 宮崎）【連携】 
22 こうち起業サロン 
（11/19（土）14:00～17:00 工業技術センター） 

→次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

部局名 １１月の主要な取り組み予定 

産業振興推進部 
（続き） 

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

23 高知暮らし体感ツアー ～食と“ナリワイ”にふれる旅～ 
（11/19（土）、11/20（日）高知市、香南市、芸西村、安芸市） 
24 台湾・台北「高知県食品商談会」 
（11/21（月）台北世界貿易センター） 
25 薩長土肥連携首都圏バイヤー商談会 
（11/22（火）13:00～17:00 大和証券株式会社 本社内ホール） 
26 産地視察型商談会（業務用） 
（11/24（木）、11/25（金）県内各地） 
27 大阪出張相談 
（11/25（金）、11/26（土）11:00～17:00  

大阪ふるさと暮らし支援センター（シティプラザ大阪２Ｆ）） 
28 関東高知県人会懇親会 
（11/25（金）東武ホテルレバント東京） 
29 リクルートベンチャーズ高知フィールドワーク 
（11/25（金）～11/27（日）ココプラ、四万十町他） 
30 栄養成分表示研修 
（11/28（月）高知県立大学池キャンパス） 
31 地方創生トップセミナー 
（11/29（火）人権啓発センター） 
32 第５回産業振興推進総合支援事業費補助金審査会 
（11/30（水）13:00～16:00 文教会館） 
 
 
１ 第８回土佐の宴～高知家の食卓～【連携】 
（11/1（火）11:00～16:00 大阪新阪急ホテル（大阪市北区）） 
２ ＵＪＩターン就職相談会 in大阪 
（11/2（水）13:00～18:00 大阪新卒応援ハローワーク（大阪市北区）） 
３ 「活き・生き・スキルＵＰ」起業塾（大阪） 
（11/4（金）、11/12（土）学校法人阪神学園ベルスクール（大阪市北区芝田）） 
４  高知県Ｕ・Ｉターン就職セミナー（大阪） 
（11/6（日）13:30～17:00  

ＡＰ大阪梅田茶屋町（大阪市北区ＡＢＣ－ＭＡＲＴ梅田ビル８Ｆ）） 
５ 高知県内企業と大学職員との就職情報交換会 
（11/11（金）13:00～16:30 大阪ハービスＥＮＴ（大阪市北区）） 
６ 大龍馬恋観光展 
（11/12（土）、11/13（日）12:00～17:00 ＪＲ京都駅（京都市下京区）） 
（11/15（火）10:30～17:00 京都霊山護国神社（京都市東山区）） 
７ 酢屋龍馬祭 
（11/15（火）10:30～ 京都酢屋） 
８ 京都高知県人会総会・懇親会 
（11/15（火） 17:30～ ウェスティン都ホテル京都（京都市東山区）） 
９ CROSS LAMINATED TIMBERIZE-CLTはじまりました- 
（11/18（金）～11/21（月） 

グランフロント大阪 うめきた SHIPホール（大阪市北区）） 
10 第 15回須崎工業高校・同窓会大阪支部総会 
（11/19（土）12:00～15:00 土佐料理みなみ（大阪市東成区）） 
11 ＣＬＴ建築フォーラム「広がる都市木造の可能性～ＣＬＴの活用で建築に新

たな魅力～」 
（11/22（火）14:00～17:00 大阪新阪急ホテル（大阪市北区）） 

 
→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 

産業振興推進部 
（大阪事務所） 
（続き） 

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

12 「体験者の話し＆森林組合伐採ツアー」公開セミナー 
（11/23（水）13:00～16:00 グランフロント大阪（大阪市北区）） 
13 近畿大学 Ｕ・Ｉターン就職相談会 
（11/24（木） 13:00～18:30 近畿大学東大阪キャンパス 11月ホール（東大阪市）） 
14 四国観光展 
（11/27（日）10:00～16:00 花博記念公園ハウジングガーデン（大阪市鶴見区）） 
15 立命館大学 ＵＩターン就職相談会 
（11/29（火）13:00～17:00  

立命館大学びわこ・くさつキャンパス セントラルアーク（滋賀県草津市）） 
（11/30（水）13:00～17:00 立命館大学衣笠キャンパス 研心館（京都市北区）） 
 
 
１ 高知フェア 
（10/17（月）～11/18（金） 今池炭酒家 外１店舖（名古屋）） 
（11/10（木）～11/15（火）アピタ千代田橋店） 
（11/17（木）～11/22（火）アピタ港店） 
２ 第 13回冬のふるさとフェア 
（11/28（月）～12/2（金）中日ビル４階） 
 
 
１ 高知フェア 
（9/14（水）～12/31（土）アマゾンジャパン（通販）） 
（9/19（月）～11/30（水）マンダリンオリエンタル東京） 
（10/3（月）～11/30（水）FISHBANK（東京）） 
（10/15（土）～11/15（火）神戸ポートピアホテル） 
（10/27（木）～11/2（水）三越伊勢丹サービス（通販）第一弾） 
（11/1（火）～11/30（水）キリンシティ（東京）） 
（11/2（水）キャーヴ・ド・ひらまつ（東京）） 
（11/3（木）～11/9（水）三越伊勢丹サービス（通販）第二弾） 
（11/3（木）～11/9（水）さくらコマース府中店） 
（11/19（土）、11/20（日）フーデリー（宮崎県）） 
（11/26（土）～12/4（日）築地ボン・マルシェ） 
２ ごはんのおともフェア 
（10/1（土）～11/30（水）DEAN&DELUCA） 
３ 第８回土佐の宴～高知家の食卓～ 
（11/1（火）大阪新阪急ホテル（大阪市北区）） 
４ 首都圏等小売店商談会 
（11/8（火）、11/9（水）こうち男女共同参画センター・ソーレ） 
５ ＱＶＣジャパンテレビショッピング 
（11/14（月）16:30～17:00「日本全国ぐるぐるグルメ～高知～」） 
６ 第３回九州居酒屋産業展 
（11/15（火）～11/17（木）マリンメッセ福岡） 
７ 伊藤忠食品社内商談会 
（11/16（水）伊藤忠食品本社） 
８ イタリア料理専門展 ACCI Gusto2016 
（11/16（水）、11/17（木）東京都立産業貿易センター） 
９ アンテナショップフェア 
（11/16（水）～11/29（火）国分寺マルイ） 
10 食の架け橋～高知県～ 
（11/18（金）アツコプランニング（TOSA DINING おきゃく）） 

→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 

産業振興推進部 
（地産外商公社）
（続き） 
 
 

11 日本アクセス生鮮・デリカ内見会 
（11/18（金）日本アクセス西日本営業部門） 
12 フロア連携プロモーション 
  ・ゆずフェア 

（11/19（土）～12/下旬） 
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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 

理事（中山間対
策・運輸担当） 
 
 
 

１ ごめん・なはり線活性化協議会鉄道担当課長会 
（11/1（火）14:00～16:00 安芸広域メルトセンター） 
２ 集落活動センター特産品合同販売会 
（11/6（日）11:00～15:00 高知市帯屋町金高堂本店） 
３ 鳥獣保護管理員会 
（11/8（火）14:00～ 高知城ホール） 
４ 高知県航空利用促進協議会「高知家の翼」ミッション団（福岡） 
（11/8（火）、11/9（水）福岡市内） 
５ 野生鳥獣に強い高知県づくり集落勉強会 
（11/10（木）14:00～16:00 宿毛市小筑紫地区） 
６ 県営名古屋空港「空の日」・「空の旬間」記念事業 
（11/12（土）10:00～16:00 県営名古屋空港） 
７ 航空路線利用促進事業（名古屋線利用促進） 
（11/13（日）10:00～16:00 名古屋市アピタ千代田橋店） 
８ わな猟技術講習会 
（11/13（日）13:00～15:00 大豊町山村農業実践センター） 
（11/19（土）13:00～15:00 高知県森林総合センター 香美市） 
（11/20（日）13:00～15:00 高知県立農業担い手育成センター 四万十町） 
（11/26（土）13:00～15:00 田野町役場） 
９ 狩猟解禁日パトロール 
（11/15（火）6:00～ 仁淀川河口等） 
10 ごめん・なはり線活性化協議会幹事会 
（11/15（火）13:30～14:30 安芸広域メルトセンター） 
11 Hi-Six42.195kmリレーマラソン 公共交通ブース出展＜公共交通利用促進啓 

発事業＞ 
（11/27（日）10:00～14:00 春野総合運動公園） 
12 狩猟免許試験（わな猟） 
（11/27（日）13:00～ 室戸市保健福祉センターやすらぎ） 
13 高知ふるさと応援隊研修会 
（11/30（水）～12/1（木）、会場未定） 
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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 緑化優良工場等表彰式 
・四国経済産業局長表彰（タイム技研高知㈱） 
（11/1（火）13:30～ 四国経済産業局） 
・（一財）日本緑化センター会長奨励賞（富士鍛工㈱） 
（11/1（火）14:00～17:00 石垣記念ホール（東京都）） 

２ ＩｏＴ推進事業（課題抽出）委託業務プロポーザル審査会 
（11/2（水）13:30～ 工業技術センター） 
３ 株式会社セブン‐イレブン・ジャパンとの包括協定締結式及び「災害時の物

資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定書」「災害時における徒
歩帰宅者支援に関する協定」調印式 

（11/4（金）10:00～10:30 第一応接室） 
４ 高知県大規模小売店舗立地審議会 
（11/4（金）14:00～17:00 高知城ホール） 
５ 高知家で働く若者に伝えたいことーホンキで大人が考えるシンポジウム 
  第１回「なぜ若者は仕事をやめるのか？」 
（11/5（土）13:30～16:00 高知城ホール） 
６ 土佐の匠作品展（ものづくりフェスタ内） 
（11/6（日）9:00～15:00 ポリテクカレッジ高知） 
７ 第２回ＩｏＴ推進ラボ研究会セミナー 
（11/7（月）13:30～17:00 ココプラ） 
８ 近畿大学との就職支援協定締結式 
（11/8（火）13:00～13:15 第一応接室） 
９ 第 17回図書館総合展での土佐和紙ＰＲ 
（11/8（火）～11/10（木）10:00～18:00 パシフィコ横浜） 
10 四万十市チャレンジショップＴＪＢ運営委員会 
（11/11（金）10:30～12:00 チャレンジショップＴＪＢ） 
11 高知県企業と大学職員との就職情報交換会 
（11/11（金）13:00～16:30 ハービスＥＮＴ 大阪市） 
12 事業継続計画（ＢＣＰ）策定講座 
（11/12（土）、11/26（土）9:30～17:00 高知共済会館） 
13 第５回ものづくり総合技術展 
（11/17（木）～11/19（土）10:00～17:00 ぢばさんセンター） 
14 コールセンター/CRMデモ＆コンファレンス 2016 in 東京出展 
（11/17（木）、11/18（金）10:00～17:30  

池袋サンシャインシティ・コンベンションセンター） 
15 紙関係企業商談会 
（11/17（木）～11/19（土）ぢばさんセンターほか） 
16 「働き方・休み方改革」とワーク･ライフ・バランスセミナー 
（11/18（金）13:30～16:30 高知商工会館） 
17 第 2回ジョブカフェ事業運営協議会 
（11/18（金）14:00～16:00 高知会館） 
18 明治大学高知県父母会就職学習会 
（11/19（土）14:35～15:10 高知商工会館） 
19 第７回高知県地域産業活性化協議会 
（11/25（金）14:00～16:15 勤労センター５階会議室） 
20 高知県職業能力開発促進大会 
（11/28（月）13:30～15:00 高知県立地域職業訓練センター） 
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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 

観光振興部 
 
 
 

１ 2016オリックスバファローズ秋季キャンプ激励品贈呈式 
（11/1（火）9:45～ 10分程度 高知市東部球場） 
２ 「志国高知 幕末維新博」地域会場運営連絡会ブロック会（中部） 
（11/1（火）13:30～16:00 高知市自由民権記念館） 
３ 「志国高知 幕末維新博」地域会場運営連絡会ブロック会（東部） 
（11/2（水）14:00～16:30 田野町役場） 
４ Ｊａｐａｎ Ｇｕｉｄｅ県内取材 
（11/3（木）～11/6（日）土佐町、中土佐町ほか） 
５ 「2017年よさこい祭り」カレンダー選考会 
（11/4（金）10:30～ 高知商工会館） 
６ 「志国高知 幕末維新博」地域会場運営連絡会ブロック会（西部（高幡）） 
（11/4（金）14:00～15:30 高知県須崎総合庁舎） 
７ 第 15回ドリーム夜さ来い祭り 
（11/4（金）前夜祭／お台場） 
（11/5（土）お台場） 
（11/6（日）お台場、東京丸の内、秋葉原） 
８ 2016台北国際旅行博（ＩＴＦ）（高知県及び四国ブースでの観光ＰＲ） 
（11/4（金）～11/7（月） 台湾 台北市） 
９ 土佐の豊穣祭 2016（米こめフェスタ） 
（11/6（日）10:00～15:00 四万十緑林公園） 
10 高知県観光特使委嘱状交付式（第一生命保険（株）高知支社長・宇津木達也氏） 
（11/7（月）9:30～9:45 観光振興部長室） 
11 国際観光戦略会議 
（11/7（月）14:00～17:00 人権啓発センター） 
12 外国客船「オベーション・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（11/8（火）13:00入港～23:00出港 高知新港） 
13 第１回高知県観光ガイドタクシー認定制度実行委員会 
（11/9（水）10:00～12:00 高知交通会館） 
14 外国客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（11/10（木）10:00入港～19:00出港 高知新港） 
15 ＦＩＴインバウンドセミナー 
（11/11（金）13:30～16:30 高知共済会館） 
16 土佐の観光創生塾 中央地域 第５回 
（11/11（金）13:30～17:00 オリエントホテル） 
17 フォーリン・プレスセンター「高知プレスツアー」 
（11/14（月）、11/15（火）高知市、梼原町ほか） 
18 高知県観光ガイド連絡協議会中部地区研修交流会 
（11/16（水）13:30～16:00 佐川町名教館） 
19 四国インバウンド商談会 in バンコク 
（11/17（木）15:30～18:10 タイ、バンコク市） 
20 土佐の観光創生塾 西部地域 第５回 
（11/21（月）13:00～17:00 幡多クリーンセンター） 
21 第２回高知県観光ガイドタクシー認定制度審査会及びタクシー事業意見交換会 
（11/24（木）13:30～15:30 県立県民文化ホール第３多目的室） 
22 ＶＪゴルフ事業ファムツアー受入れ（中国） 
（11/28（月）～11/30（水）高知県（香美市、香南市、安芸市他）及び香川県） 
23 土佐の観光創生塾 東部地域 第５回 
（11/30（水）13:30～17:30 安芸市商工会議所） 
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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 試食商談会「第８回 土佐の宴～高知家の食卓～」への参加 
（11/1（火）11:00～16:00 新阪急ホテル（大阪府）） 
２ 農業カイゼン研修会 
（11/1（火）13:00～17:00 農業担い手育成センター別館会議室） 
３ 県内スーパーでの特産畜産物試食販売（高知県畜産物地産地消拡大事業） 
（11/2（水）11:00～18:00 サニーマート高岡店） 
（11/3（木）10:00～17:00 サンシャインカルディア店） 
（11/5（土）11:00～18:00 サニーマート高須店） 
（11/9（水）11:00～18:00 サニーマート瀬戸店） 
（11/12（土）10:00～17:00 サンシャイン佐川店） 
（11/13（日）10:00～17:00 サンシャイン高須店） 
（11/19（土）、11/20（日）サニーフェスタ（中央公園）） 
４ ウエルカムフラワー（ブーケ）展示 
（11/3（木）、11/5（土）高知龍馬空港） 
５ 農商工連携「土佐茶プロジェクト」 
（11/8（火）10:00～ 全農こうち） 
６ 多面的機能支払交付金に係る技術研修会 
  ・須崎管内 

（11/9（水）13:30～16:30 四万十農業協同組合） 
・幡多管内 
（11/10（木）9:00～16:30 三原村農業構造改善センター） 
・中央西管内 
（11/11（金）9:00～12:00 新居コミュニティーセンター） 

７ 第 19回全国農業担い手サミット inぎふ（次期開催県引継） 
（11/9（水）～11/11（金）岐阜県） 
８ 第１回新食肉センター整備検討会 
（11/10（木）10:00～12:00 高知城ホール） 
９ 三原村ユズ選果・搾汁施設竣工式 
（11/11（金）15:00～ 三原村宮ノ川） 
10 新・農業人フェア 

・東京会場 
（11/12（土）10:30～16:30 池袋サンシャインシティ） 
・広島会場 
（11/26（土）13:00～17:00 広島県立広島産業会館） 

11 平成 29園芸年後高知県東京青高会定期総会 
（11/12（土）16:00～17:00 魚游銀座店（東京都）） 
12 ＩｏＴ推進ラボ農業部会検討会 
（11/15（火）10:00～17:00 四万十町次世代施設園芸団地） 
13 複合経営拠点ブラッシュアップセミナー 
  ・須崎会場 

（11/15（火）13:30～16:30 須崎総合庁舎） 
  ・南国会場 

（11/21（月）13:30～16:30 農業技術センター） 
  ・東部会場 

（11/22（火）13:00～16:00 未定） 
14 第２回高知県卸売市場審議会 
（11/15（火）14:00～16:00 高知共済会館） 
15 イタリア料理専門展 
（11/16（水）、11/17（木）10:00～17:00 都立産業貿易センター） 

→次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １１月の主要な取り組み予定 

農業振興部 
（続き） 
 
 

16 ６次産業化セミナー 
 実践コース（５回目） 
（11/17（木）10:00～17:00 すこやかセンター伊野） 
17 中国四国ブロック農業法人研修会 
（11/17（木）、11/18（金）米子ワシントンホテルプラザ（鳥取県）） 
18 平成 28年度 第２回 土佐酒振興プラットフォーム全体会 
（11/18（金）13:30～15:30 高知県農業技術センター３階会議室） 
19 土佐茶まつり 
（11/19（土）9:00～16:00 イオンモール高知） 
20 土佐茶品評会表彰式 
（11/19（土）10:00～12:00 ＪＡ高知ビル） 
21 ユズフェア 
（11/19（土）、11/20（日）10:30～17:00 東京・まるごと高知） 
22 おまち de 花さんぽ（花きＰＲイベント） 
（11/20（日）ひろめ市場～帯屋町） 
23 第２回高知県農業経営・生産対策等に関する第三者委員会 
（11/21（月）9:00～12:00 高知共済会館） 
24 対話と実行座談会（日高村） 
  ・視察 

（11/21（月）13:30～15:00 
日高村・喫茶わのわ２号店、ＪＡコスモス出荷場、村内生産現場） 

  ・座談会 
（11/21（月）15:10～16:30 日高村社会福祉センター） 

25 高知競馬運営協議会 
（11/22（火）10:00～12:00 競馬組合） 
26 農業後継者・従業員育成研修会 
（11/22（火）13:00～17:00 びすた保育園３階会議室） 
27 市町村地域振興担当者研修会（予定） 
  ・次世代施設園芸団地視察 

（11/24（木）15:25～16:15 四万十町次世代施設園芸団地） 
・講演 
（11/24（木）16:20～17:10 四万十町次世代施設園芸団地） 

28 第５回集落営農推進研修会 
（11/28（月）13:30～16:30 ふくし交流プラザ） 
29 平成 28年度中国・四国ブロック女性農業委員研修会 
（11/28（月）14:00～17:30 
11/29（火）8:45～11:45 三翠園） 

30 第 20回全国農業担い手サミット inこうちプレ大会 
（11/30（水）13:00～16:30 春野ピアステージ） 
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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 協働の森づくり事業協定締結式 
  ・損害保険ジャパン日本興亜（株） 

（11/1（火）11:15～11:30 第一応接室） 
２ ＣＬＴ建築推進フォーラム in kochi 
（11/1（火）13:30～16:30 高新文化ホール） 
３ 繁藤ストックヤード・自動選木機竣工式典 
（11/1（火）15:00～16:30 香美市） 
４ 土佐材展示即売会 
（11/2（水）香川県） 
（11/18（金）茨城県） 
５ 高知エコフォトコンテスト 2016 表彰式 
（11/5（土）10:00～11:30 牧野植物園） 
６ 協働の森づくり事業交流活動 
  ・セントラルグループ 

（11/5（土）香美市） 
・日鉄住金環境プラントソリューションズ（株） 
（11/5（土）四万十市） 
・モア・トゥリーズ 丸の内朝大学フィールドワーク 
（11/5（土）、11/6（日）梼原町） 

  ・キリンビールマーケティング（株） 
（11/6（日）四万十町） 
・（株）四国舞台テレビ照明 
（11/7（月）室戸市） 
・（株）ツムラ 
（11/11（金）越知町） 
・日本たばこ産業（株） 
（11/12（土）奈半利町） 
・西日本高速道路（株） 
（11/12（土）大豊町） 
・NTT西日本グループ 
（11/12（土）高知市） 
・東京海上日動火災保険（株） 
（11/12（土）安芸市） 
・コクヨ（株） 
（11/12（土）～11/14（月）四万十町） 
・（株）清流メンテナンス 
（11/18（金）四万十市） 
・損害保険ジャパン日本興亜（株） 
（11/19（土）馬路村） 
・浅野環境ソリューション（株） 
（11/22（火）四万十市） 
・太陽石油（株） 
（11/26（土）いの町） 

７ 災害廃棄物対策四国ブロック協議会（図上訓練） 
（11/7（月）、11/8（火）高知城ホール） 
８ 林業学校運営委員会 
（11/9（水）13:00～15:00 高知城ホール） 
９ ＣＲＯＳＳ ＬＡＭＩＮＡＴＥＤ ＴＩＭＢＥＲＩＺＥ展 
（11/10（木）～11/15（火）東京国際フォーラム） 
（11/18（金）～11/21（月）大阪 うめきたＳＨＩＰ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 １１月の主要な取り組み予定 

林業振興・環境部 
（続き） 

10 ＣＬＴで地方創生を実現する首長連合幹事会 
（11/11（金）11:00～12:00 東京） 
11 木の文化賞表彰式 
（11/11（金）13:30～14:00 第一応接室） 
12 ＣＬＴ建築フォーラム 
（11/11（金）14:00～17:00 東京 木材会館） 
（11/22（火）14:00～17:00 大阪新阪急ホテル） 
13 高知県地球温暖化防止セミナー 
（11/12（土）13:00～15:00 高知大学朝倉キャンパス） 
14 環境絵日記表彰式 
（11/13（日）牧野植物園） 
15 森林整備公社理事会 
（11/15（火）13:30～16:00 県森連会議室） 
16 第 33回環境影響評価中国四国ブロック協議会 
（11/16（水）14:00～17:00 高知共済会館） 
（11/17（木）8:20～13:00 現地（大豊町）） 
17 木材まつり（製品の部） 
（11/17（木）9:30～ 高知市） 
18 高知県森林環境保全基金運営委員会 
（11/18（金）9:30～12:00 高知共済会館） 
19 第３回牧野植物園磨き上げ整備基本構想検討委員会 
（11/18（金）13:00～17:00 高知市内） 
20 再生可能エネルギー導入促進に関する自治体意見交換会 
（11/18（金）14:00～16:30 高知市文化プラザかるぽーと） 
21 第５回高知県における今後の管理型産業廃棄物最終処分のあり方に関する基

本構想検討委員会 
（11/21（月）13:00～16:00 オリエントホテル高知（予定）） 
22 木の家づくり公開セミナー 
（11/23（水）13:00～ グランフロント大阪） 
23 木質バイオマス発電所見学バスツアー 
（11/23（水）グリーン・エネルギー研究所ほか） 
24 優良材展示即売会 
（11/24（木）10:00～ 高知市） 
25 牧野植物園:企画展「世界寒蘭展」 
（11/25（金）～12/11（日）牧野植物園） 
26 森林環境税シンポジウム 
（11/26（土）13:30～16:30 高知追手前高校芸術ホール） 
27 高知県林業用種苗需給調整協議会 
（11/28（月）13:30～15:30 高知会館） 
28 平成２８年度第３回地球温暖化対策実行計画改定委員会 
（11/28（月）13:30～16:00 県民文化ホール） 
29 森林審議会（森林保全部会） 
（11月下旬予定） 
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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 高知県内水面漁場管理委員会 
（11/1（火）14:00～ 高知共済会館） 
２ 高知海区漁業調整委員会 
（11/2（水）14:00～ 高知会館） 
３ 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 
（11/8（火）、11/9（水）高知共済会館） 
４ 食育事業 
（11/8（火）東洋町立野根小学校） 
（11/10（木）安芸市立赤野小学校） 
（11/15（火）9:45～12:10 高知県立盲学校） 
（11/22（火）南国市立久礼田小学校） 
（11/25（金）香南市立赤岡中学校） 
（11/30（水）10:00～12:35 梼原町立梼原小中学校） 
５ 高級飲食店による県産水産物食材提案会 
（11/10（木）ポンテベッキオ（大阪市）） 
６ 第２回漁業就業セミナー 
（11/13（日）10:30～15:00 土佐市宇佐町） 
７ 高知県養殖魚輸出促進協議会 
（11/20（日）～11/22（火）沖縄県） 
（11/20（日）～11/23（水）台湾） 
８ 沿岸漁業ビジネスモデル研究会 
（11/21（月）13:30～17:50 クイーンズタワー（横浜市）） 
９ 第 38回全国豊かな海づくり大会実行委員会設立総会及び第１回総会 
（11/24（木）13:00～15:00 高知会館） 
10 吉川水産高知フェア 
（11/25（金）～11/27（日）東京都内百貨店） 
11 第３回水産物残さい処理事業及び冷凍・冷蔵事業に関する市町村担当者会 
（11月下旬 土佐清水市） 
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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 

土木部 
 

１ 安芸地域本部現地点検報告会 
（11/1（火）13:00～14:00芸西村西分浜中地区 

14:30～15:30芸西村西分浜西地区） 
２ 物部川流域学識者会議 
（11/1（火）15:00～17:00 高知城ホール） 
３ のいち動物公園イベント 

・写生コンテスト作品募集 
（9/1（木）～11/13（日）） 
・写真コンテスト作品展 
（9/11（日）～11/3（木）） 
・アミメキリン赤ちゃん愛称募集 

   （10/14（金）～11/6（日）） 
・開園記念日 

   （11/3（木）） 
   ・のいち de ZOO婚 
   （11/19（土））   
   ・アミメキリン赤ちゃん命名式 
   （11/23（水））  
  ・どんぐり感謝祭 
   （11/23（水）） 

・サポーター感謝祭  
   （11/27（日）） 
４ 南海トラフ地震等に対する緊急防災対策促進大会・提言活動 
（11/2（水）10:00～ ＫＫＲホテル東京） 
５ 四国道路啓開等協議会第６回幹事会 
（11/2（水）13:30～16:30 香川河川国道事務所） 
６ 住宅耐震出前講座（高知市自主防災会） 
（11/6（日）10:00～11:30 朝倉宮の奥公民館 

13:30～14:40 介良横掘公民館） 
７ 平成 28年度第２回浦戸湾東部流域下水道連絡協議会幹事会 
（11/7（月）14:00～16:00 高須浄化センター） 
８ 四国８の字ネットワーク整備利用促進を考える会 国土交通省要望） 
（11/7（月）調整中 国土交通省、財務省等） 
９ 維持管理エキスパート研修会 
  ・のり面・擁壁分野（中級）１回目 

（11/8（火）9:00～17:00 高知県建設技術公社） 
・橋梁分野（中級）２回目 
（11/15（火）9:00～17:00 高知県建設技術公社） 
・のり面・擁壁分野（中級）２回目 
（11/22（火）9:00～17:00 高知県建設技術公社） 
・トンネル分野（中級）２回目 
（11/29（火）9:00～17:00 高知県建設技術公社） 

10 第１回高知港海岸景観・利便性等検討会（三重防護） 
（11/8（火）13:00～15:00 サウスブリーズホテル） 
11 外国客船「オベーション・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（11/8（火）13:00入港～23:00出港 高知新港） 
 
 
 
 

→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 

土木部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 耐震改修技術学校 
（11/8（火）15:30～19:30 四万十市役所） 
（11/9（水）15:30～19:30 ちより街テラス） 
（11/29（火）15:00～19:30 黒潮町保健福祉センター） 
（11/30（水）15:00～19:30 ちより街テラス）13 安全・安心の道づくりを求め

る全国大会及び要望活動 
（11/9（水）13:30～17:00 要望先調整中） 
14 四国横断自動車道（佐賀四万十線）公聴会 
（11/9（水）14:00～ 黒潮町佐賀） 
（11/10（木）14:00～ 黒潮町大方） 
（11/11（金）14:00～ 四万十市） ※公述の申出がない場合は中止。 
15 外国客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」寄港 
（11/10（木）10:00入港～19:00出港 高知新港） 
16 高知県道路利用者会議・道路整備促進期成同盟会高知県地方協議会合同要望 
（11/10（木）10:30～12:00 要望先調整中） 
17 第２回消化ガス発電事業者選定委員会 
（11/10（木）14:00～16:00 高須浄化センター） 
18 新技術研修会 
（11/10（木）14:00～17:00 高知城ホール） 
19 高知県建設業協会各支部との意見交換会 
（11/11（金）10:00～12:00 中村・宿毛・土佐清水） 
（11/11（金）14:30～16:30 南国・嶺北） 
（11/16（水）10:30～12:30 高知） 
（11/16（水）14:30～16:30 伊野・高吾北） 
（11/18（金）10:00～12:00 室戸・安芸） 
（11/18（金）15:00～17:00 高陵・高幡） 
20 大規模土砂災害対応訓練 
（11/13（日）9:00～15:00 四万十町江師） 
21 横瀬川ダム本体工事起工式 
（11/13（日）10:00～12:00 宿毛市現地会場） 
22 住宅耐震出前講座 
（11/13（日）四万十町大正地区） 
23 応急仮設住宅に関する説明会 
（11/14（月）10:00～12:00 高知共済会館） 
24 奈半利港ＢＣＰ情報伝達訓練 
（11/14（月）14:00～ 奈半利町役場） 
25 高知建労支部代表者会議（住宅耐震セミナー開催） 
（11/15（火）10:00～ 高知県立地域職業訓練センター） 
26 全国治水砂防協会促進大会 
（11/15（火）10:30～12:00 砂防会館） 
27 住マ展（住宅耐震セミナー開催） 
（11/19（土）ちより街テラス） 
28 こども防災キャンプｉｎ七里 
（11/20（日）9:00～15:00 四万十町七里小学校） 
29 高知県震災復興都市計画指針全体訓練 
（11/21（月）10:00～17:00 
11/22（火） 8:45～15:30 高知城ホール） 

30 安田川分水連絡協議会 
（11/22（火）14:30～17:00 安田町） 
 

→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 

土木部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 高知県屋外広告物講習会 
（11/29（火）9:00～17:00 高知城ホール） 
32 平成 28年度高知県優良建設工事施工者表彰発表会 
（11/30（水）14:00～16:30 高知県立ふくし交流プラザ） 
33 第６２９回建設技術講習会 

（11/30（水）～12/2（金）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 

会計管理局 
 
 
 

１ 平成２８年度高知県町村出納員研修会 
（11/2（水）11:00～ 共済会館） 
２ 会計検査 
（11/2（水）消防学校） 
（11/7（月）工業技術センター） 
（11/9（水）女性相談支援センター） 
（11/15（火）窪川高等学校） 
（11/17（木）中村警察署） 
（11/18（金）中村特別支援学校） 
（11/28（月）心の教育センター） 
（11/30（水）盲学校） 
３ 指定金融機関等検査 
（11/8（火）四国銀行宿毛支店） 
（11/10（木）四国銀行秦泉寺支店） 
（11/15（火）幡多信用金庫川崎支店） 
（11/17（木）四国銀行南国南支店、四国銀行香長支店） 
（11/29（火）四国銀行県庁支店） 
４ 都道府県会計管理者等に対する平成２７年度決算検査報告説明会 
（11/24（木）13:30～16:30 会計検査院） 
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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 地方公営企業連絡協議会 第 96回総会＆会員研修会 

（11/1（火）、11/2（水）兵庫県淡路市） 

２ 中国・四国ブロック工業用水道事業担当者会議 
（11/8（火）14:00～17:00 こうち勤労センター） 
３ 公営電気事業経営者会議 第 53回技術研究会 
（11/9（水）、11/10（木）秋田県） 
４ 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）  
（11/12（土）9:00～11:30 香美市立舟入小学校 4・5・6年生、保護者、教員） 
（11/16（水）14:05～15:45 高知大学付属小学校 2年生、保護者、教員） 
（11/27（日）10:35～12:15 香美市立楠目小学校 4年生） 
５ 病院機能評価受審（訪問審査） 
（11/17（木）、11/18（金）幡多けんみん病院） 
６ 会計事務検査  
（11/21（月）、11/22（火）あき総合病院） 
７ 幡多けんみん病院経営幹部会議 
（11/29（火）13:30～ 幡多けんみん病院） 
８ 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 １１月の主要な取り組み予定 

教育委員会 
 
 
 

１ 幼児教育の推進体制シンポジウム 
（11/1（火）10:30～12:30 県民文化ホール） 
（11/1（火）14:00～16:30 高知会館） 
（11/2（水）9:30～15:30 高知県立ふくし交流プラザ） 
２ 第１回高知県学校保健課題解決協議会 
（11/1（火）18:30～20:30 教育委員室） 
３ 第７回高知県社会教育委員会 
（11/2（水）13:30～16:30 教育委員室） 
４ 新図書館等複合施設「オーテピア」に関する説明会 
（11/4（金）18:30～20:30 高知城ホール） 
（11/5（土）14:00～16:00高知はたＪＡ会館） 
（11/6（日）14:00～16:00安芸総合庁舎） 
５ 県民スポーツフェスティバル 
（11/4（金）パークゴルフ） 
（11/23（水）ボッチャ） 
（11/27（日）軟式野球） 
６ 放課後児童支援員認定資格研修 
 ・東部（１日目） 
（11/6（日）9:20～16:50 青少年センター） 

 ・東部（２日目） 
（11/20（日）9:30～16:50 青少年センター）  
・東部（３日目） 
（11/27（日）9:30～16:50 青少年センター） 

７ 高知県いじめ問題対策連絡協議会第３回幹事会 
（11/7（月）14:00～15:30 県庁西庁舎 地階会議室） 
８ 成長曲線研修会 
（11/8（火）13:20～16:20 高知県民文化ホール グリーンホール） 
９ 第２回第２期高知県教育振興基本計画推進会議 
（11/9（水）10:00～12:00 高知サンライズホテル） 
10 地域をつなぐ！子どもが伸びる！ユニバーサルデザインによる学校はぐくみ

プロジェクト事業 
・四万十町立窪川中学校区研究発表会 
（11/10（木）13:15～16:45 四万十町立窪川中学校） 
・日高村立日高中学校区研究発表会 
（11/22（火）12:40～16:45 日高村立日高中学校） 

11 若者はばたけプログラム活用研修会（初級講座）講座Ⅲ 
・中部 
（11/11（金）10:30～17:00 高知青少年の家） 
・東部 
（11/18（金）10:30～17:00 田野町ふれあいセンター） 
・西部 
（11/28（月）10:30～17:00 四万十市中央公民館） 

12 第４回スクールカウンセラー等研修講座 
（11/13（日） 10:00～16：30 教育センター分館）  
13 第２回高知県総合教育会議 
（11/14（月）13:00～15:00 人権啓発センター） 
14 志育成型学校活性化事業公開授業研修会 
（11/15（火）12:50～17:00 香南市立野市中学校） 
（11/18（金）13:00～17:00 高知市立潮江中学校） 
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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） 
 
 

15 高知県障害者教育支援委員会教育相談委員等連絡会 
（11/16（水）13:30～16:30 高知県教育センター分館） 
16 学校支援地域本部推進事業（ブロック別研修会） 

・しばてん大学 in高幡 
（11/23（水）13:30～16:00 須崎市立市民文化会館） 
・しばてん大学 in幡多 
（11/26（土）13:30～16:00 四万十市立中央公民館） 

17 第２回高知県いじめ問題対策連絡協議会 
（11/24（木）10:00～12:00 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
18 青少年教育施設のあり方を考える懇話会（第３回） 
（11/25（金）9:00～12:00 教育センター分館） 
19 「世界津波の日」高校生サミット in黒潮 
（11/25（金）16:20～18:15 
11/26（土）8:20～20:10 県立土佐西南大規模公園体育館（黒潮町）他） 

20 高知龍馬マラソン２０１７ランニングセミナー 
（11/26（土）9:30～12:00 高知市陸上競技場） 
21 高知県教育委員会・高知県小中学校長会教育懇談会 
（11/28（月）14：30～16:45 教育センター分館) 
22 高知県・高知市教育長連絡会 
（11/30（水）9:00～11:00 たかじょう庁舎） 
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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 高知県深夜スーパー等防犯対策会議・総会及び理事会 
（11/1（火）13:30～15:00 警察本部 403会議室） 
２ 高知県殉職警察職員慰霊祭 
（11/2（水）10:00～ 警察本部講堂） 
３ 第 49回南海トラフ地震対策推進本部会議 
（11/4（金）9:00～11:00 第二応接室） 
４ 平成 28年度大規模津波防災総合訓練（国交省主催） 
（11/5（土）9:00～12:00 高知新港ほか） 
５ 第 16回よさこいネットワークセキュリティセミナー 
（11/6（日）9:00～15:30 ポリテクカレッジ高知） 
６ 平成 28年度全国警察逮捕術、拳銃射撃大会 
（11/8（火）9:30～ 警視庁術科センター） 
７ 秋の勲章伝達式 
（11/10（木）14:00～15:00 警察本部講堂） 
８ 平成 28年第４回県下署長会議 
（11/11（金）13:30～17:15 警察本部講堂） 
９ 四国ブロック暴力追放運動推進センター連絡協議会 
（11/15（火）14:00～17:00 四国管区警察局） 
10 第 55回交通安全高知県民大会 
（11/17（木）13:30～15:30 高知市文化プラザかるぽーと） 
11 平成 28年高知県警察表彰式 
（11/22（火）14:00～16:30 警察本部講堂） 
12 平成 28年度第２回高知県いじめ問題対策連絡協議会 
（11/24（木）10:00～12:00 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
13 高知県被害者支援連絡協会定例会・被害者支援講演会 
（11/29（火）13:30～ 警察本部講堂） 
14 全国暴力追放運動中央大会 
（11/29（火）14:00～16:30 明治記念会館） 
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部局名 １１月の主要な取り組み予定 

東京事務所 
 
 
 

１ 四国遍路展～遍路の見た風景Ⅱ～ 
（11/2（水）～11/8（火）千代田区・東京交通会館） 
２ 大田市場まつり 
（11/3（木）～11/5（土）大森とうきゅう） 
３ 第 15回ドリーム夜さ来い祭り 
（11/4（金）前夜祭／お台場） 
（11/5（土）お台場） 
（11/6（日）お台場、東京丸の内、秋葉原） 
４ 高知県Ｕ・Ｉターン就職セミナー（東京） 
（11/5（土）13:30～17:00  

フクラシア東京ステーション（千代田区朝日生命大手町ビル６Ｆ） 
５ 2016キラリ☆まちだ祭 
（11/5（土）、11/6（日）東京都町田市） 
６ 「活き・生き・スキルＵＰ」起業塾（東京） 
（11/5（土）、11/6（日）（株）玄セミナーハウス（台東区谷中）） 
７ 山陰・山陽・四国の物産展 
（11/9（水）～11/14（月）埼玉県川越市・丸広百貨店川越本店） 
８ ＪＴＢ首都圏トラベルゲート上野店における高知県観光フェア 
（11/12（土）） 
９ 東京龍馬会創立 30周年記念式典 
（11/23（水）13:30～18:00 千代田区・アルカディア市ヶ谷） 
10 明治大学Ｕターン／Ｉターンセミナー 
（11/24（木）14:00～16:30 明治大学駿河台キャンパス） 
11 第 68回関東高知県人大懇親会 
（11/25（金）18:00～ 墨田区・東武ホテルレバント東京） 
12 四国若者 1000人会議 2016 
（11/27（日）14:00～19:00 千代田区・アーツ千代田 3331） 
13 首都圏で頑張る高知県企業交流会 
（11/28（月）19:00～ 港区新橋） 
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部局名 １１月の主要な取り組み予定 

産業振興センター 
 

１ 【見本市】産業交流展 
（10/31（月）～11/2（水） 東京ビッグサイト） 
２ よろず支援拠点 第１回地域連携フォーラム 
（11/4（金）13:20～17:20 ぢばさんセンター） 
３ 四国合同広域商談会 第４回担当者会 
（11/4（金）14:00～17:00 松山市） 
４ ものづくり地産地消出前相談会 
（11/6（日）10:00～15:30 四万十市「幡多山もりフェス」） 
５ セグメント別セミナー（研究開発・設計） 
（11/9（水）13:30～ ぢばさんセンター） 
６ 第１回高知県地域支援ネットワーク会議 
（11/9（水）14:00～16:00 ぢばさんセンター） 
７ 四国ビジネスマッチング２０１６（下請商談会） 
（11/16（水）9:00～17:00 アイテムえひめ） 
８ 下請受注拡大商談会 
（11/17（木）11:00～17:00 サンピア高知） 
（11/18（金）9:00～17:00 県内企業訪問） 
９ ものづくり総合技術展 
（11/17（木）～11/19（土）ぢばさんセンター） 
10 ミニ展示相談会 
（11/20（日）ＪＡ土佐くろしお） 
11 第７回事業戦略支援会議 
（11/22（火）ぢばさんセンター） 
12 【見本市】タイＭＥＴＡＬＥＸ 
（11/23（水）～11/26（土）タイ・バンコク） 
13 ものづくり地産地消出前相談会 
（11/27（日）越知町「ＪＡまつり」） 
14 セグメント別セミナー（サービス） 
（11/28（月）13:30～ ぢばさんセンター） 
 


