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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １２月の主要な取り組み予定 

総務部 １ 12月県議会定例会知事記者発表 
（12/1（金）9:00～9:50 第一応接室） 
２ 国民大運動高知県実行委員会との意見交換会 
（12/1（金）10:00～12:00 第二応接室） 
３ 大川村議会維持対策検討会議 
（12/1（金）16:00～17:00 大川村山村開発センター） 
４ 平成 29年度  高知県職員（研究職（農業）、薬剤師）採用選考考査 
（12/2（土）8:30～ 職員能力開発センター） 
５ 第３回高知県行政不服審査会 
（12/5（火）10:00～ 高知会館４階会議室「やまもも」） 
６ 人事異動方針説明会 
（12/5（火）13:10～14:50 正庁ホール） 
７ 公益認定等審議会 
（12/8（金）9:30～ 本庁地下第３・第４会議室） 
８ 平成 30年度当初予算編成見積概要公表 
（12/11（月）15:00～17:00 第二応接室） 
９ 第６回対話と実行行脚 
（12/19（火）奈半利町） 
10 第２回債権管理推進部会 
（12/20（水）10:00～12:00 職員能力開発センター） 
11 平成 29年度 第５回健康づくり研修会 
（12/22（金）14:00～15:30 高知城ホール） 
12 Let'sトライ!!健康度 UP大作戦表彰式 
（12/22（金）16:00～17:00 高知城ホール） 
13 副市町村長会 
（12/26（火）10:30～16:15 正庁ホール） 
14 高知県・市町村 2020年東京オリンピック・パラリンピック活用協議会 
（12/26（火）16:15～16:45 正庁ホール） 
15 仕事納め式 
（12/28（木）16:30～16:45 正庁ホール） 
16 平成 29年度高知県県民世論調査 最終報告 
（12月下旬） 
 
【参考】 
○12月議会日程（予定） 
 ・開会（12/7（木）） 
 ・一般質問（12/12（火）～12/14（木）） 
 ・常任委員会（12/15（金）～12/19（火）） 
 ・閉会（12/21（木）） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １２月の主要な取り組み予定 

東京事務所 
 

１ 高知家学講座～よさこいチームをつくろう at TechShop～ 
（12/2（土）9:30～16:30 TechShop Tokyo（東京都港区）） 
２ 立教大学Ｕ・Ｉ ターン就職相談会 
（12/4（月）15:30～18:30 立教大学池袋キャンパス（東京都豊島区）） 
３ 高知県メディア情報交換会 
（12/5（火）19:00～21:00 まるごと高知（東京都中央区）） 
４ まちてん～地方創生まちづくりフォーラム～ 
（12/8（金）、12/9（土）渋谷ヒカリエ（東京都渋谷区）） 
５ 東洋大学ふるさと就職ガイダンス 
（12/9（土）12:10～13:00 東洋大学白山キャンパス（東京都文京区）） 
６ 高知暮らしフェア 
（12/16（土）11:00～16:30 新宿エルタワー（東京都新宿区）） 
７ 大田市場まつり 
（12/18（月）～12/21（木）アトレ大森（東京都大田区）） 
８ 明治大学Ｕターン／Ｉターン就職セミナー 
（12/20（水）14:00～16:30 明治大学駿河台キャンパス（東京都千代田区）） 
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部局名 １２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 

（12/2（土）9:00～ 仁淀川町） 

（12/20（水）18:30～ 須崎市） 

２ 平成 29年度高知県防災士養成講座 

（12/2（土）、12/3（日）9:20～18:30 高知商工会館） 

（12/9（土）、12/10（日）9:20～18:30 四万十町農村環境改善センター） 

（12/16（土）、12/17（日）9:20～18:30 安芸市総合社会福祉センター） 

３ 宿毛市広域避難所運営訓練 

（12/2（土）、12/3（日）宿毛市平田小学校体育館） 

４ 津波避難計画現地点検 

（12/5（火）13:30～15:30 安芸市矢の丸２丁目、４丁目） 

５ 高知県殉職隊員追悼式 

（12/10（日）14:00～15:15 陸上自衛隊高知駐屯地） 

６ 平成 29年度第２回高知空港保安委員会 

（12/11（月）14:00～15:00 高知空港事務所） 

７ 震災に強い人・地域・ネットワークづくり講演会 

（12/17（日）13:15～15:15 越知町民会館） 

８ 平成 29年度高知県・高知市国民保護共同図上訓練説明会 

（12/19（火）10:00～15:00 高知城ホール） 
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健康政策部 
 
 
 

１ ＤＭＡＴの出動に関する協定調印式 
（12/1（金）11:00～11:30 いずみの病院） 
２ 献血・献眼・献腎・骨髄提供推進キャンペーン 
（12/2（土）13:45～15:40 帯屋町商店街ほか） 
３ 健康パスポートイベントヘルシーポイントラリー 
（12/3（日）10:00～14:00 春野総合運動公園） 
４ 高知県救急医療協議会 
（12/4（月）18:30～20:30 県庁３階防災作戦室） 
５ 第２回高知県健康づくり推進協議会 
（12/5（火）18:30～20:30 第二応接室） 
６ 医師を対象とした災害医療研修 
  ・セクション３   
  （12/5（火）19:00～21:00 すこやかセンター伊野） 
７ 第３回高知県看護管理者研修会（幡多地区） 
（12/6（水）9:00～16:00 幡多けんみん病院） 
８ 市町村献血主管課長会議 
（12/6（水）13:30～15:30 高知県民文化ホール） 
９ 高知県とアクサ生命保険株式会社との「健康づくり推進のための連携に関す

る協定」締結式 
（12/6（水）14:30～15:00 第一応接室） 
10 第２回高知県周産期医療災害ワーキング 
（12/6（水）19:00～21:00 第二応接室） 
11  不妊治療等に関する研修会 
（12/14（木）13:30～15:30 自治会館） 
12  医療勤務環境改善研修会 
（12/18（月）15:00～17:00 新ロイヤルホテル四万十） 
（12/19（火）13:00～15:00 サンピアセリーズ） 
13  第 24回高知県がん対策推進協議会 
（12/18（月）19:00～21:00 第二応接室） 
14 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 
（12/25（月）10:00～ 総合あんしんセンター） 
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地域福祉部 １ 全国子育てひろば実践交流セミナーin高知 
（12/2（土）13:00～17:30 
12/3（日）9:00～12:30 高知市文化プラザかるぽーと） 

２ 第 15回唇裂・口蓋裂の療育相談会 
（12/3（日）8:30～15:00 療育福祉センター） 
３ こうち出会いサポートセンター出張登録会 
（12/3（日）10:00～17:00 夜須町西町集会所） 
（12/10（日）10:00～17:00 越知町民会館） 
４ 平成 29年度高知県子ども食堂支援事業 
「第３回高知家の子どもの居場所づくりネットワーク会議」 

（12/4（月）13:00～15:30 県立ふくし交流プラザ） 
５ 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 

・分野別演習:介護 
（12/5（火）、12/6（水）9:00～17:00 県立ふくし交流プラザ） 
・分野別演習:児童（児童発達支援管理責任者） 
（12/12（火）、12/13（水）9:00～17:00 県立ふくし交流プラザ） 
・分野別演習:地域生活（知的・精神） 
（12/19（火）、12/20（水）9:00～17:00 県立ふくし交流プラザ） 

６ 平成 29年度新任民生委員・児童委員（２年目）研修 
（12/5（火）13:30～16:00 ふるさと総合センター（黒潮町）） 
７ 高知ひとり親家庭等就業・自立支援センター移動相談 
（12/6（水）13:00～16:00 プラザ八王子（香美市）） 
（12/11（月）10:00～12:00、13:30～15:30 スマイルあき（安芸市）） 
（12/20（水）13:00～16:00 のいちふれあいセンター（香南市）） 
８ 平成 29年度障害者相談員研修会 
（12/7（木）13:30～16:00 須崎福祉保健所） 
（12/8（金）13:30～16:00 すこやかセンター伊野（いの町）） 
（12/12（火）13:30～16:00 幡多福祉保健所） 
９ 婚活サポーター知事感謝状贈呈式 
（12/7（木）15:00～15:30 第二応接室） 
10 第４回アディクション・フォーラム高知「依存症の本人と家族への支援」 
（12/9（土）10:00～16:00 こうち男女共同参画センター「ソーレ」） 
11 障害者週間の集い 
（12/10（日）9:30～15:30 高知市中央公園） 
12 平成 29年度高知県障害者虐待防止・権利擁護研修（施設等従事者向け研修） 
（12/11（月）10:00～16:00 県立ふくし交流プラザ） 
13 高知県主催出会い交流イベント「星に願いをパーティー」 
（12/13（水）18:30～21:30 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
14 ひだまりの会～自死遺族の分かち合いの会～ 
（12/14（木）14:00～16:00 こうち男女共同参画センター「ソーレ」） 
15 平成 29年度幡多地域自殺対策連絡会議 
（12/15（金）13:30～16:00 四万十市立中央公民館） 
16 第７回キッズ☆バリアフリーフェスティバル 
（12/16（土）13:00～17:30 
12/17（日）10:00～16:00 県立ふくし交流プラザ） 

17 マッチングサポーター養成講座 
（12/16（土）13:30～16:00 四万十市立中央公民館） 
（12/17（日） 9:30～12:00 安芸市民会館 

14:30～17:00 高知会館） 
 

→ 次頁へ続く 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １２月の主要な取り組み予定 

地域福祉部 
（続き） 

18 高知県介護事業所認証評価事業スタートアップセミナー 
（12/20（水）14:00～16:30 安芸商工会議所） 
（12/21（木）14:00～16:30 四万十市立文化センター） 
（12/22（金）14:00～16:30 ちより街テラス） 
19 平成 29年度認知症初期集中支援チーム員研修会 
（12/21（木）18:30～20:30 県立ふくし交流プラザ） 
20 婚活サポーター相談者交流パーティー「デザートパーティーinベイシャトー」 
（12/23（土）13:30～16:30 ドリーマーベイシャトー） 
21 平成 29年度第２回少子化対策推進本部会議 
（12/25（月）10:00～12:00 第二応接室） 
22 平成 29年度須崎福祉保健所・中央西福祉保健所管内市町村自殺対策研修会 
（12/25（月）13:30～16:30 須崎市立市民文化会館） 
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文化生活スポーツ
部 
 
 

１ 安芸市ファミリーサポートセンター開所式 
（12/1（金）10:00～10:15 安芸市社会福祉協議会） 
２ 高知くろしおキッズちゃれんじ１ 
（12/2（土）10:00～15:30 須崎市立スポーツセンター） 
（12/9（土）10:00～15:30 県立青少年体育館）  
３ 安芸・室戸パシフィックライド 2017 

（12/3（日）7:00～16:40 安芸タイガース球場ほか) 

４ さくらサイエンスプランによる安徽大学学生来高 
（12/3（日）～12/9（土）高知工科大学ほか） 

・文化生活スポーツ部長表敬訪問 
（12/5（火）10:30～11:00 職員能力開発センター３階会議室） 

５ まんが甲子園出版社（御礼）訪問 
（12/5（火）～12/7（木）東京） 
６ 年末年始の交通安全運動開始式及び街頭啓発 
（12/6（水）10:00～11:00 丸ノ内緑地、帯屋町アーケード） 

７ 市町村消費生活相談員研修 

（12/6（水）、12/20（水）9:30～16:30 県立消費生活センター） 

８ VISIT JAPAN サイクリング・アイランド四国ＰＲ事業（ファムトリップ） 
（12/6（水）、12/7（木）（室戸岬～四万十市（宿泊）～宿毛市）） 
９ 高知龍馬マラソン実行委員会 第３回企画運営委員会 
（12/7（木）14:00～15:30 正庁ホール） 
10 龍馬マラソンランニングセミナー 
（12/9（土）9:00～12:00  春野総合運動公園陸上競技場） 
11 第 21回じんけんふれあいフェスタ 

（12/10（日）9:30～15:30 高知市中央公園） 

12 高知ユナイテッドサンクスパーティ 
（12/11（月）18:30～20:00 ホテル日航高知旭ロイヤル） 
13 まんが教室 
（12/12（火）9:45～11:35 いの町立伊野南中学校） 

14 高知県芸術祭閉幕（文芸賞表彰式） 

（12/17（日）10:00～11:00 文学館ホール） 
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産業振興推進部 
 
 
 
 
 
 

１ 高知家の「○○家族」募集 
（6/7（水）～） 
２ 高知県産素材を使用した商品「野菜生活 100土佐文旦＆ゆずミックス」の発売 
（11/8（水）～ 中国四国限定） 
３ 高知家学講座～よさこいチームをつくろう at TechShop～ 
（12/2（土）9:30～16:30 TechShop Tokyo（東京都港区）） 
４ 食のプラットホーム第３回セミナー 
（12/2（土）15:00～17:20 高知城ホール） 
５ 平成 29年度「ふるさとワーキングホリデー」参加者説明会 
（12/2（土）南近代ビル（福岡市）） 
（12/3（日）渋谷フォーラムエイト（東京都）） 
（12/9（土）大阪商工会議所（大阪市） 
（12/10（日）渋谷フォーラムエイト（東京都）） 
６ 香港・土佐酒プロモーション 
（12/3（日）、12/4（月）香港） 
７ 第３回外商力アップ勉強会  
（12/11（月）13:30～15:30 高知会館） 
８ 料理体験を通じた日本の地方の魅力発信事業（ＡＢＣクッキングスタジオ） 
（12/11（月）～Ｈ30.1/5（金）シンガポール） 
９ 高知家のうまいもの大賞 2017最終審査 
（12/13（水）かるぽーと） 
10 高知暮らしフェア 
（12/16（土）新宿エルタワー30階「サンスカイルーム」（東京都）） 
（12/17（日）グランフロント大阪「コングレコンベンションセンター」（大阪市）） 

産学官民連携セン
ター（こうち起業
サロン含む） 
 

１ Nariwai Start up Salon（ナリワイ スタートアップ サロン） 
・ナリワイ作りパーティーin宿毛 
（12/2（土）10:00～16:00  幡多ゼミナール館） 
・ナリワイ作りパーティーin室戸 
（12/3（日）10:00～16:00 ニューサンパレスむろと） 

２ 土佐ＭＢＡ本科・応用講座「土佐経営塾」 
・SESSION６「『夢』の再構築」 
（12/3（日）13:00～17:00 ココプラ） 
※10/22（日）に実施予定であったが台風の影響により日程を変更 

・SESSION12「リーダー行動の枠組みを考える」・修了式 
（12/23（土）13:30～17:00 ココプラ） 

３ シーズ・研究内容紹介⑯ 
森林総合研究所四国支所:「林業におけるニホンジカ問題を考え直す」 

（12/6（水）15:30～17:00 ココプラ） 
４ 「立志アイデアソン－知財×域学共生－」 
（12/12（火）18:00～21:00 高知県立大学池キャンパス） 
５ こうち起業サロン「KOCHI START UP PARK」 

・第５回スタートサロン 

（12/9（土）13:30～17:30 永国寺キャンパス地域連携棟） 

・第６回スタートサロン 

（12/23（土）13:30～17:30 永国寺キャンパス地域連携棟） 

 

 

 
 

→ 次頁へ続く 
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産学官民連携セン
ター（こうち起業
サロン含む） 
（続き） 
 
 
 

６ トサベン 2017起業家育成塾 

・アイデアソン、セミナー 

（12/10（土）10:00～13:00 コリビングスペース「ОＵＣＨＩ」 

14:00～17:00 永国寺キャンパス地域連携棟） 

・セミナー合宿 
（12/26（火）～12/28（木）10:00～17:00 コリビングスペース「ОＵＣＨＩ」） 

７ 土佐ＭＢＡ実科「新事業創出講座」④ 
（12/13（水）13:00～17:00 ココプラ） 
８ 土佐ＭＢＡ実科「目指せ！弥太郎商人塾」中間報告会・商人祭り 
（12/14（木）10:00～17:30  ココプラ） 
９ 土佐ＭＢＡ実科「ＭＢＡアドバンス」 

・SESSION10「政策・制度の理解」 
（12/15（金）10:00～17:00 ココプラ） 

10 経営者トーク⑧ 
  講師：株式会社西宮産業 代表取締役 宮田稔久 氏 
（12/15（金）18:30～20:00 ココプラ） 
11 第９回コーディネーター会議 
（12/20（水）16:30～17:30 ココプラ） 

名古屋事務所 １ 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）） 
２ ふるさとの観光と物産展 in 金山 
（12/2（土）ＪＲ金山駅（名古屋市）） 
３ 地方競馬ＰＲイベント 
（12/16（土）中京競馬場） 

地産外商公社 １ 店頭プロモーション「ゆずフェア」 
（11/1（水）～12/22（金）まるごと高知） 
２ 高知・四国フェア 
（11/1（水）～12/31（日）家族亭（大阪府）） 
３ 地方創生及び地方産品販売拡大セミナー・情報交換会 
（12/1（金）13:00～17:00 新日本スーパーマーケット協会（東京都）） 
４ まるごと高知出張商談会及び商品開発・外商活動相談会 
（12/5（火）13:30～16:00 中央東土木事務所） 
５ まるごと高知年末大抽選会 
（12/23（土）～12/25（月）まるごと高知） 
 
【参考:まるごと高知 年末年始の営業】 
 ＜物販:１階「とさ市」・地下１階「とさ蔵」＞ 
  12/30（土）通常営業（10:30～20:00） 
  12/31（日）10:30～18:00 
  Ｈ30.1/1 （月）休業 
  Ｈ30.1/2 （火）～Ｈ30.1/4（木）10:30～18:00 
  Ｈ30.1/5 （金）通常営業（10:30～20:00） 
＜飲食:２階レストラン TOSA DINING おきゃく＞ 
12/29（金）通常営業（11:30～23:00） 

  12/30（土）11:30～15:00（ランチのみ） 
  12/31（日）～1/4 （木）休業 
  Ｈ30.1/5 （金）17:30～22:00（ディナーのみ） 
  Ｈ30.1/6 （土）通常営業（10:30～22:00） 
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大阪事務所 １ Ｕターン・Ｉターン相談会 
  ・同志社大学 

（12/4（月）12:30～17:00 同志社大学今出川キャンパス） 
（12/5（火）12:30～17:00 同志社大学京田辺キャンパス） 
・同志社女子大学 
（12/14（木）15:00～18:30 同志社女子大学京田辺キャンパス） 
（12/20（水）13:30～17:00 同志社女子大学今出川キャンパス） 

２ Ｕ・Ｉターンガイダンス 
・大阪体育大学 
（12/6（水）、12/7（木）11:30～13:30 大阪体育大学） 

３ Ｕ・Ｉターン就職相談会 
・近畿大学 
（12/8（金）13:00～17:30 近畿大学東大阪キャンパス） 
・神戸学院大学 
（12/11（月）10:00～16:30 神戸学院大学有瀬キャンパス） 
（12/12（火）10:00～16:30 神戸学院大学ポートアイランドキャンパス） 
・京都大学 
（12/13（水）13:00～18:00 京都大学吉田キャンパス） 
・大阪工業大学 
（12/18（月）13:00～16:00 大阪工業大学大宮キャンパス） 

４ 平成 29年度「ふるさとワーキングホリデー」説明会 
（12/9（土）大阪商工会議所（大阪市） 
５ 大阪木材相互市場における土佐材フェア 
（12/12（火）10:00～12:00 株式会社大阪木材相互市場） 
６ ＵＩＪターン相談会 

・神戸大学 
（12/15（金）13:00～16:30 神戸大学六甲台第２キャンパス） 

７ 高知暮らしフェア 2017 
（12/17（日）11:00～16:30 グランフロント大阪） 
８ 四国の業界研究フェア（大阪会場） 
（12/23（土）12:30～17:00 ＯＭＭビル（大阪市中央区）） 
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中山間振興・交通
部 
 
 
 

１ 狩猟免許試験 
・わな猟  
（12/2（土）10:00～ 四万十市立中央公民館） 
（12/21（木）10:00～ 安芸市総合社会福祉センター） 
・銃猟  
（12/3（日）10:00～ 四万十市立中央公民館） 

２ Hi-Six 42.195kmリレーマラソン in高知春野総合運動公園 公共交通ブース 
出展 

（12/3（日）10:00～14:00 高知県立春野総合運動公園） 
３ わな猟捕獲技術向上事業研修会 
（12/7（木）13:00～16:00 四万十町農村環境改善センター） 
（12/10（日）13:00～16:00 黒潮町ふるさと総合センター） 
４ とさでん交通モニタリング会議 
（12/11（月）13:30～ とさでん交通本社） 
５ 高知ふるさと応援隊第３回ファシリテーター養成研修会 
（12/13（水）10:00～17:30 

高知県立大学・高知工科大学永国寺キャンパス地域連携棟４階多目的ホール） 
６ わな猟技術講習会 
（12/16（土）13:00～ 四万十町窪川四万十会館） 
（12/23（土）13:00～ 香美市奥物部ふれあいプラザ） 
７ 集落活動センターであいの里蜷川開所式 
（12/23（土）12:00～ 集落活動センターであいの里蜷川） 
８ 高知地域おこし未来会議フィールドミーティング in 四万十町 
（12/23（土）13:00～17:00 四万十町大正駅前にぎわい拠点） 
９ 集落活動センター分野別研修会 
（12/26（火）14:30～17:15 高知共済会館） 
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商工労働部 
 
 
 

１ 第 62回全国発明振興会議 
（12/1（金） 9:00～12:00  株式会社技研製作所、工業技術センター） 
２ 日本海水学会西日本支部秋季見学会 
（12/1（金）13:00～16:00 室戸市） 
３ 高知県職業能力開発促進大会 
（12/4（月）13:30～15:00 高知県立地域職業能力開発センター） 
４ 土佐ＭＢＡ 「アプリ開発人材育成講座＜応用編＞」 
（12/6 （水）18:30～20:30 
12/9 （土）10:00～17:00 
12/13（水）18:30～20:30 
12/20（水）18:30～20:30 
12/23（土）10:00～17:00 産学官民連携センター） 

５ 従業員のキャリアアップセミナー  集合型研修⑥「ビジネスマナー研修」 
（12/7（木）13:30～16:30 ちより街テラス） 
６ 第２回防災関連製品認定審査会 
（12/8（金）9:30～16:30 高知共済会館） 
７ 四万十市チャレンジショップＴＪＢ運営会議 
（12/8（金）10:30～12:00 チャレンジショップＴＪＢ） 
８ 平成 29年度 事業継続計画策定講座 

・中央開催 
（12/8（金）17:00～20:00 高知共済会館） 
・西部開催 
（12/9（土）9:30～12:30 須崎商工会議所） 

９ お母さんのための再就職準備イベント 
（12/11（月）10:00～15:30 スマイルあき） 
10 平成 29年度第２回高知労働局新卒者等就職・採用応援本部会議 
（12/20（水）10:00～12:00 高知労働局） 
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観光振興部 
 
 
 
 

１ 高知県観光ガイド連絡協議会 
・全体研修交流会 
（12/2（土）13:30～16:30 高知市立自由民権記念館） 
・西部地区研修交流会 
（12/7日（木）13:00～16:00 すさきまちかどギャラリー） 

２ 「志国高知 幕末維新博」関連企画展 
・「その後の海援隊士たち」 
（12/2（土）～Ｈ30.3/25（日）安田まちなみ交流館「和」） 
・「志士たちの遺墨Ⅲ～田中光顕の想い～」 
（12/2（土）～Ｈ30.2/25（日）佐川町立青山文庫） 
・「新時代の幕開け～土佐人の見た欧羅巴（ヨーロッパ）～」 
（12/30（土）～Ｈ30.3/5（月）高知城歴史博物館） 

３ 安芸・室戸パシフィックライド 2017 
（12/3（日）7:00～17:00 安芸市ほか東部地域） 
４ 土佐の観光創生塾 モニターツアー 
（12/4（月）中芸地域） 
（12/20（水）大月町） 
５ 首都圏メディアとの情報交換会 
（12/5（火）17:00～21:00 まるごと高知おきゃく（東京都）） 
６ 土佐の観光創生塾 

・第５回西部地域 
   （12/6（水）13:30～17:30 土佐西南大規模公園ふるさと総合センター） 

・第５回東部地域 
（12/7（木）13:00～17:00 安芸商工会議所） 

７ 教育旅行関東セールス 
（12/11（月）、12/12日（火）東京都ほか） 
８ 外国客船高知新港寄港 

・「クァンタム･オブ･ザ･シーズ」 
  （12/11（月）10:00入港～17:00出港、乗客定員:4,180名、総ﾄﾝ数:168,666t） 

※外国客船の寄港 暦年 30回目、年度 25回目 
・「コスタ・ネオロマンチカ」 

  （12/22（金）8:00入港～22:00出港、乗客定員:1,572名、総ﾄﾝ数:56,769t） 
※外国客船の寄港 暦年 31回目、年度 26回目 

・「マジェスティック・プリンセス」 
  （12/24（日）8:00入港～17:00出港、乗客定員:3,560名、総ﾄﾝ数:143,000t） 

※外国客船の寄港 暦年 32回目、年度 27回目 
・「セブンシーズ・ボイジャー」 

  （12/24（日）10:00入港～19:00出港、乗客定員:700名、総ﾄﾝ数:42,363t） 
※外国客船の寄港 暦年 33回目、年度 28回目 

・「ノルウェージャン・ジョイ」 
（12/28（木）8:00入港～17:00出港、乗客定員:3,883名、総ﾄﾝ数:167,725t） 

※外国客船の寄港 暦年 34回目、年度 29回目 
９ 「志国高知 幕末維新博」特別巡回展 

・「坂本龍馬書簡『新国家』巡回展」 
（12/15（金）～Ｈ30.1/14（日）創造広場「アクトランド」（香南市）） 

10 香川・高知連携ＦＩＴ（個人旅行者）向け観光セミナー 
（12/16（土）香港） 
11 足摺海洋館 クリスマスイベント 
（12/23（土）～12/25（月）足摺海洋館（土佐清水市）） 
12 一般社団法人仁淀ブルー観光協議会臨時総会 
（12/26（火）14:00～15:30 佐川町健康福祉センターかわせみ） 
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観光コンベンショ
ン協会 
 
 
 
 

１ こうち旅広場クリスマスイルミネーション 

（12/1（金）～12/25（月）こうち旅広場） 

２ 高知県高知港外国客船受入協議会 

（12/1（金）10:30～ 高知城ホール） 

３ 安芸・室戸パシフィックライド 2017 

（12/3（日）7:00～17:00 安芸市ほか東部地域） 

４ 第 13回国内観光活性化フォーラム第４回地元実行委員会 

（12/5（火）13:30～15:30 三翠園） 

５ 農協観光四国ブロック誘客部会主催現地研修 

（12/6（水）県中部エリア） 

６ ビジット・ジャパン サイクリングアイランド四国  

（12/6（水）、12/7（木）室戸岬～四万十川） 

７ 平成 29年度ＪＣＣＢ（日本コングレスコンベンションビューロー） 

第２回コンベンションビューロー部会 

（12/7（木）、12/8（金）高知会館ほか） 

８ 日本旅行対象 平成 29年度教育旅行現地研修 

（12/13（水）、12/14（木）県東部エリア） 

９ 日本観光施設協会中四国支部青年部研修会 

（12/14（木）14:00～19:30 サンビーチ岡山） 

10 おもてなし海援隊クリスマスステージ 

（12/23（土）、12/24（日）13:00～） 
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農業振興部 １ ６次産業化セミナー実践コース（フォローアップ研修） 

（12/1（金）10:00～17:00 すこやかセンター伊野） 

２ 中国四国地域食育交流会 in高知 

（12/2（土）13:00～16:30 ＲＫＣ調理製菓専門学校） 

３ ウエルカムフラワーの展示 

（12/2（土）～12/6（水）高知龍馬空港） 
（12/28（木）～1/3（水）高知龍馬空港） 
４ 大規模経営及び環境制御技術等に係る先進事例研修 

主催：青年農業士連絡協議会 
（12/4（月）15:00～17:00 安芸市内） 
５ 第６回高知県新食肉センター整備検討会 
（12/6（水）10:00～12:00 高知市文化プラザかるぽーと） 
６ 「すもも」生産現地検討会 
（12/6（水）13:30～16:00 高知市農協本所、高知市五台山地区） 
７ 第１回地域連携交流会 
（12/8（金）13:00～19:00 東京農業大学） 
８ 第３回こうちアグリ体験合宿 
（12/8（金）～12/10（日）農業担い手育成センター） 
９ 高知県農商工連携協議会平成 29年度第２回構成団体担当者会議 
（12/15（金）11:00～16:30 ＪＡ高知ビル、ＪＡコスモス） 
10 高知暮らしフェア 

・東京会場 
（12/16（土）11:00～16:30 新宿エルタワー30階「サンスカイルーム」） 
・大阪会場 
（12/17（日）11:00～16:30 

グランフロント大阪「コングレコンベンションセンター」） 
11 第２回高知オーガニックフェスタ 
（12/17（日）9:00～18:00 サンピアセリーズ） 
12 平成 29年度薬用作物産地支援栽培技術研修会 
（12/20（水）、12/21（木）高知県民文化ホール、ヒューマンライフ土佐） 
13 高知県農業再生協議会第１回臨時総会 
（12/22（金）14:00～15:30 ＪＡ高知ビル） 
14 第２回高知県酒米品評会表彰式 
（12/26（火）13:30～17:00 高知会館） 
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林業振興・環境部 
 
 
 

１ 林業大学校一般選考試験（前期） 
（12/2（土）9:00～ 四国森林管理局会議室） 
２ 平成 29年度第２回森林環境税基金運営委員会 
（12/5（火）13:30～16:00 共済会館） 
３ ＣＬＴ建築物（馬路村森林組合新事務所）完成見学会 
（12/6（水）11:00～14:20 馬路村） 
４ 第５回新たな管理型最終処分場候補地選定委員会 
（12/6（水）13:00～16:30 オリエントホテル高知） 
５ エコプロ 2017 環境とエネルギーの未来展 
（12/7（木）～12/9（土）10:00～17:00 東京ビッグサイト） 
６ 土佐材まつり 
（12/12（火）10:00～ 大阪） 
７ 移住・就職相談会「高知暮らしフェア」 
（12/16（土）11:00～16:30 新宿エルタワー） 
（12/17（日）11:00～16:30 グランフロント大阪） 
８ 林道施設災害復旧事業第６次査定 
（12/18（月）～12/21（木）四万十市ほか５市町） 
９ 四国地区林業用種苗需給調整協議会 
（12/21（木）13:30～17:00 高知会館） 
10 森林審議会 
（12/25（月）13:30～15:30 高知共済会館） 
11 平成 29年度第３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 
（12/26（火）14:30～16:30 高知城ホール） 
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水産振興部 
 
 
 

１ 株式会社伊藤商店車屋（高知家の魚応援の店）の産地招へい 
（12/1（金）7:00～15:00 四万十市、土佐清水市、中土佐町） 
２ 食育推進事業 
（12/1（金）10:00～12:30 高知市立介良潮見台小） 
３ 中西部太平洋まぐろ類委員会（ＷＣＰＦＣ）年次会合 
（12/3（日）～12/7（木）マニラ） 
４ 株式会社Ｋ・ＨＯＵＳＥ ＪＡＰＡＮ（輸出関連企業）の産地視察 
（12/6（水）、12/7（木）宿毛市、大月町、須崎市、高知市） 
５ 高知暮らしフェア 

・東京会場 
（12/16（土）11:00～16:30 新宿エルタワー） 
・大阪会場 
（12/17（日）11:00～16:30 グランフロント大阪） 

６ 高知海区漁業調整委員会 
（12/20（水）15:00～ 高知市内） 
７ 高知カツオ県民会議拡大幹事会 
（12/25（月）16:00～18:00 高知市内） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １２月の主要な取り組み予定 

土木部 
 
 
 

１ 高知県高知港外国客船受入協議会 
（12/1（金）13:30～15:00 高知城ホール） 
２ 横瀬川ダム定礎式 
（12/3（日）10:00～ 宿毛市） 
３ 第３回はりまや町一宮線（はりまや工区）まちづくり協議会 
（12/5（火）18:00～ 高知市立中央公民館） 
４ 維持管理エキスパート研修会 
   ・橋梁分野、トンネル分野、のり面・擁壁分野（上級） 

（12/5（火）～12/6（水）高知県建設技術公社） 
（12/12（火）～12/13（水）高知県建設技術公社） 

５ 南海トラフ地震対策に関する内閣府との勉強会 
（12/8（金）13:30～16:00 高知県自治会館） 
６ 外国客船高知新港寄港 

・「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」 
（12/11（月）10:00入港～17:00出港） 
・「コスタ・ネオロマンチカ」 
（12/22（金）8:00入港～22:00出港） 
・「マジェスティック・プリンセス」 
（12/24（日）8:00入港～17:00出港） 
・「セブンシーズ・ボイジャー」 
（12/24（日）10:00入港～19:00出港） 
・「ノルウェージャン・ジョイ」 
（12/28（木）8:00入港～17:00出港） 

７ 第３回高知港海岸景観・利便性等検討会 
（12/14（木）10:30～12:00 サウスブリーズホテル） 
８ コンプライアンス研修 

（12/20（水）四万十市立文化センター） 

（12/21（木）ＪＡ南国市、高知城ホール） 
９ 雨水公共下水道事業による西浦ポンプ場起工式 
（12/22（金）14:00～15:00 いの町枝川） 
10 のいち動物公園のＸmasデイ 
（12/24（日）高知県立のいち動物公園） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １２月の主要な取り組み予定 

会計管理局 １ 会計検査 
（12/1（金）少子対策課、福祉指導課、水産政策課、漁業振興課） 
（12/4（月）危機管理・防災課、医師確保・育成支援課、医事薬務課、 
      まんが王国土佐推進課） 
（12/5（火）国際交流課、県民生活・男女共同参画課、計画推進課、 
      地産地消・外商課） 
（12/6（水）国保指導課、移住促進課、統計課、木材増産推進課、治山林道課） 
（12/7（木）幡多福祉保健所） 
（12/8（金）幡多児童相談所） 
（12/12（火）春野高等学校） 
（12/14（木）環境研究センター） 
（12/15（金）青少年センター） 
（12/19（火）茶業試験場） 
（12/21（木）須崎林業事務所） 
２ 指定金融機関等検査 
（12/7（木）9:30～ 四国銀行県庁支店） 
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各部局等の主要な取り組み 
部局名 １２月の主要な取り組み予定 

公営企業局 
 
 
 

１ 物部川清流保全推進協議会幹事会 
（12/1（金）のいちふれあいセンター） 
２ 電気工水業務連絡会 
（12/6（水）10:00～  発電管理事務所） 
３ 県立病院職員採用試験 
（12/9（土）、12/10（日）9:00～ 職員能力開発センター） 
４ 第 41回幡多ふれあい医療公開講座 
（12/10（日）13:30～ 四万十市立中央公民館） 
５ 幡多けんみん病院クリスマスコンサート 

出演:中村交響楽団 
（12/15（金）19:00～ 幡多けんみん病院） 
６ 第 12回クリスマスコンサート 

出演:高知大学医学部管弦楽団 

（12/16（土）14:30～ あき総合病院） 

７ 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） 

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 １２月の主要な取り組み予定 

教育委員会 
 
 
 

１「高知県いじめ防止基本方針」の改定に関する説明会 
（12/1（金）14:00～15:30 教育センター本館） 
２ 高知県小中学校長会研究大会 
（12／1(金) 10:20～16:40 高知会館） 
３ 高知県実践的防災教育推進事業第２回推進委員会 
（12/1(金)14:00～16:45 教育センター分館） 
４ 高知県青年団協議会 50周年記念行事 
（12/2(土)13:00～18:00 高知県青年会館） 
５ 平成 29年度高岡地区ＰＴＡ研修大会 
（12/3(日)13:00～16:40 津野町福祉交流センター） 
６ 第４回教育委員会協議会 
（県立高等学校再編振興計画後期実施計画） 

（12/4（月）18:00～20:30 高知共済会館） 
７ 国際バカロレア・ワークショップ in Kochi 2017 
（12/6（水）～8（金） 高知西高等学校） 
８ 「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 
（12/6(水)13:30～16:30 教育センター分館） 
９ 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～」 
（中部・西部） 

（12/7(木) 9:30～11:45 窪川四万十会館） 
10 若者はばたけプログラム活用研修会指導者・アドバイザー養成講座Ⅳ 
（12/8（金）10:30～17:00 教育センター分館） 
11 平成 29年度東部教育事務所管内学校支援地域本部事業研修会 
（12/11(月)13:30～16:30 香美市立大栃中学校） 
12 高知県高校生津波サミット 
（12/16（土）10:00～16:00  

高知県立大学法人永国寺キャンパス、高知追手前高等学校） 
13 第２回森の子ども会議 
（12/17（日）9:30～16:00 土佐山夢産地パーク交流館かわせみ） 
14 留学フェア 2017 
（12/17（日）13:30～16:50 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 １２月の主要な取り組み予定 

警察本部 
 
 
 

１ 平成 29年度県下逮捕術大会 
（12/1（金）9:00～16:00 県立武道館） 
２ 犯罪被害者週間パレード 
（12/1（金）13:30～15:30 帯屋町アーケード） 
３ 年末年始の交通安全運動出発式及び街頭啓発 
（12/6（水）10:00～11:00 丸ノ内緑地ほか） 
４ 年末年始の交通安全運動 
（12/6（水）～12/15（金）） 
５ 県下警察署協議会代表者会議 
（12/7（木）14:00～ 警察本部講堂） 
６ 会計検査院会計実地検査 
（12/11（月）～12/14日（木）警察本部講堂ほか） 
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各部局等の主要な取り組み 

 

部局名 １２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 ホームページ作成セミナー 
（12/4（月）13:00～15:30 ぢばさんセンター） 
２ よろず支援拠点 写真の撮り方セミナーin東洋町 
（12/6（水）13:30～15:30 東洋町商工会） 
３ 農商工連携セミナー 
（12/6（水）13:30～15:30 ぢばさんセンター） 
４ よろず支援拠点 ＩoＴ実践セミナー 
（12/6（水）14:00～16:00 ぢばさんセンター） 
５ インドネシア Manufacturing Expo（見本市） 
（12/6（水）～12/9（土） インドネシア） 
６ よろず支援拠点 ウェブ活用法勉強会 
（12/13（水）13:00～15:30 ぢばさんセンター） 
７ よろず支援拠点 写真の撮り方セミナーin香南市 
（12/13（水）13:00～15:30 香南市商工会） 
８ 個人プランディングセミナー＆相談会 
（12/18（月）13:15～16:40 サンピアセリーズ） 
９ 農商工連携セミナー 
（12/18（月）13:30～15:00 ぢばさんセンター） 
10 よろず支援拠点 ＩoＴ＋クラウド体感セミナー 
（12/20（水）14:00～17:00 須崎市商工会議所） 
11 第９回 事業戦略支援会議 
（12/20（水）13:30～15:30 ぢばさんセンター） 
12 よろず支援拠点 ＩoＴ体感セミナー 
（12/27（水）14:00～16:00 ぢばさんセンター） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


