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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月議会記者発表 
（12/2（金）14:00～14:50 第一応接室） 
２ 第３回対話と実行座談会 
（12/5（月）13:45～17:00 

高知県森林組合連合会会館（南国市）、繁藤ストックヤード（香美市）） 
３ 連携中枢都市圏ビジョン懇談会 
（12/6（火）14:00～16:30 高知城ホール） 
４ 人事異動方針説明会 
（12/7（水）13:10～14:30 正庁ホール） 
５ 平成 29年度当初予算編成見積概要公表 
（12/12（月）15:00～17:00 第二応接室） 
６ 第６回対話と実行行脚 
（12/21（水）11:00～18:00 須崎市） 
７ 四国四県町村長・議長会要望活動 
（12/26（月）11:45～12:00 知事室） 
８ 副市町村長会 
（12/27（火）10:30～17:00 正庁ホール） 
９ 第２回高知県・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 
（12/27（火）16:00～16:30 正庁ホール） 
10 仕事納め式 
（12/28（水）16:30～16:45 正庁ホール） 
 
【参考】 
○12月議会日程（予定） 
 ・開会（12/8（木）） 
 ・一般質問（12/13（火）～12/15（木）） 
 ・常任委員会（12/16（金）～12/20（火）） 
 ・閉会（12/22（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 

危機管理部 
 
 
 

１ 避難所運営マニュアル作成支援 
（12/1（木）18:30～ 土佐市高石） 
（12/4（日）19:00～ 須崎市安和小学校） 
（12/8（木）18:00～ 四万十町浦越） 
（12/13（火）19:00～ 黒潮町） 
（12/15（木）19:00～ 黒潮町くじら保育所） 
（12/18（日）ＡＭ 中土佐町久礼） 
（12/20（火）19:00～21:00 黒潮町王迎） 
（12/21（水）18:30～ 日高村能津小学校） 
２ 高知県物資配送計画検討協議会 
（12/2（金）9:00～11:30 高知共済会館） 
３ 津波避難計画現地点検 
（12/2（金）9:00～17:00 室戸市羽根） 
（12/4（日）13:00～15:00 安芸市土居玉造） 
（12/7（水）15:00～ 須崎市池ノ内東、池ノ内西） 
（12/13（火）9:00～17:00 室戸市羽根 

9:00～ 須崎市池ノ内東、池ノ内西） 
４ 新型インフルエンザ等対策訓練 
（12/2（金）15:00～17:00 土佐市立土佐市民病院他） 
５ 土佐市消防署開署五十周年記念式典 
（12/2（金）18:00～ グランディール土佐市本店） 
６ 防災士養成講座 
（12/3（土）、12/4日（日）9:00～18:00 高知県立青少年センター） 
（12/10（土）、12/11日（日）9:00～18:00 高知県立大学池キャンパス） 
７ 平成 28年度幡多中央地区消防連合会総合訓練 
（12/4（日）9:00～15:00 西土佐ふれあいホール駐車場） 
８ 「南海トラフ地震に備えよう」ポスター・標語コンクール表彰式 
（12/4（日）14:00～15:00 高知市青年センター） 
９ 応急救助機関連絡会担当者会 
（12/5（月）13:30～17:00 防災作戦室） 
10 昭和南海地震から 70年シンポジウム 
（12/6（火）13:30～16:30 県民文化ホールグリーンホール） 
11 平成 28年度「防災スペシャリスト養成研修（地域別総合防災研修）」 
（12/7（水）、12/8（木）9:30～17:30 サンピアセリーズ） 
12 震災に強い人・地域・ネットワークづくり講演会 
（12/18（日）14:00～16:00 四万十市立中央公民館） 
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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 

健康政策部 
 
 
 

１ 平成 28年度食生活改善推進員リーダー中国・四国ブロック研修会 
（12/1（木）13:00～16:40 
12/2（金）9:00～15:00 三翠園） 

２ 高知県慢性腎臓病（ＣＫＤ）医療連携研修会 
（12/1（木）18:45～20:30 正庁ホール） 
３ 新型インフルエンザ等対策訓練 
（12/2（金）15:00～17:00 土佐市立土佐市民病院） 
４ 高知県歯科医師会・高知県（健康政策部・地域福祉部）協議会 
（12/2（金）18:30～ 総合あんしんセンター） 
５ 四国ブロックＤＭＡＴ実働訓練 
（12/3（土）、12/4（日）ＪＡ高知病院、株式会社アスティスほか） 
６ 平成 28年度高知県在宅歯科医療推進事業研修会 
（12/4（日）9:30～11:30 高知はたＪＡ会館） 
７ 平成 29年度高知家健康パスポート事業に関する説明会 
（12/5（月）13:30～15:30 安芸福祉保健所大会議室） 
（12/6（火）13:30～15:30 須崎市立市民文化会館大ホール） 
（12/7（水）13:30～15:30 県立ふくし交流プラザ・多目的ホール） 
８ 高知県死因究明等推進協議会 
（12/5（月）19:00～21:00 高知会館） 
９ 平成 28年度第１回食の安全・安心推進審議会 
（12/6（火）13:30～16:00 総合あんしんセンター） 
10 高知県医師会・高知県（健康政策部・地域福祉部）協議会 
（12/6（火）18:30～ ザ クラウンパレス新阪急高知） 
11 高知県県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会 

・第 11回財政・保険料（税）作業部会 
（12/8（木）13:00～ 保健衛生総合庁舎） 
・第９回給付・保健事業作業部会 
（12/22（木）13:00～ 保健衛生総合庁舎） 
・第５回幹事会 
（12/27（火）13:00～ 保健衛生総合庁舎） 

12 平成 28年度第２回高知県歯と口の健康づくり推進協議会 
（12/8（木）19:00～21:00 総合あんしんセンター） 
13 在宅酸素療法者の災害時支援のための基礎研修会 
（12/9（金）13:30～16:30 高知城ホール） 
14 医師を対象とした災害医療研修（セクション３） 
（12/9（金）19:00～21:00 あき総合病院 やまのホール） 
（12/13（火）19:00～21:00 すこやかセンター伊野） 
15 第２回合同輸血療法委員会 
（12/10（土）10:30～12:00 高知大学医学部付属病院） 
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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 

地域福祉部 １ 第５回農福連携マルシェ in高知龍馬空港 
（12/1（木）～12/25（日）7:00～19:00（12/1のみ 11:00～） 高知龍馬空港） 
２ 民生委員・児童委員委嘱状伝達式 
（12/1（木）11:00～11:45 県庁正庁ホール） 
３ 平成 28年度高知県地域コーディネーター養成研修（第２回） 
（12/1（木）13:00～17:00 高知会館） 
（12/2（金）13:00～17:00 須崎商工会議所） 
４ 平成 28年度地域包括支援センター等支援事業事例検討会 
（12/1（木）13:30～16:00 中央西福祉保健所） 
（12/8（木）13:30～16:00 須崎福祉保健所） 
（12/12（月）13:30～16:00 幡多福祉保健所） 
５ 第３回アディクション・フォーラム高知 
（12/3（土）10:00～16:00 こうち男女共同参画センターソーレ） 
６ 平成 28年度「障害者週間の集い」 
（12/3（土）13:00～15:30 高知追手前高等学校芸術ホール） 
７ 恋するライフプランセミナー 
（12/3（土）13:00～18:10 
12/10（土）10:30～14:50 ラ・ヴィータ） 

８ 高知オレンジリボンキャンペーンたすきリレー 
（12/4（日）9:00～15:30 ヤ・シィパーク（香南市）～中央公園（高知市）） 
９ 平成 28年度市町村社協地域支援事例研究会 
（12/5（月）9:00～12:00 安芸市総合社会福祉センター） 
（12/8（木）9:00～12:00 プラザ八王子内 香美市立美術館アトリエ） 
（12/12（月）9:00～12:00 すこやかセンター伊野） 
（12/13（火）9:00～12:00 須崎市立市民文化会館） 
（12/22（木）9:00～12:00 四万十市中央公民館） 
10 平成 28年度生活支援コーディネーター養成研修 
（12/5（月）10:25～15:40 ふくし交流プラザ） 
11 平成 28年度第２回高知県自殺対策連絡協議会 
（12/7（水）10:00～12:00 高知城ホール） 
12 子どもの居場所づくりネットワーク会議 
（12/8（木）9:45～11:45 高知県立県民文化ホール） 
13 乳幼児の発達に関する研修会 
（12/8（木）19:00～21:00 高知城ホール） 
14 デザートパーティーinベイシャトー 
（12/10（土）13:30～16:30 ベイシャトー） 
15 第 59回手をつなぐ育成会高知県大会 
（12/11（日）9:30～16:00 のいちふれあいセンター） 
16 平成 28年度高知県障害者虐待防止・権利擁護研修 
（12/12（月）、12/13（火）10:00～17:00 ふくし交流プラザ） 
17 平成 28年度はたのあったかふれあいセンター合同作品展 
（12/13（火）～12/21（水）10:00～17:00 ヨンデンプラザ中村１階ギャラリー） 
18 平成 28年度高知県認知症地域支援推進員ネットワーク研修 
（12/15（木）10:30～16:00 ふくし交流プラザ） 
19 第６回農福連携マルシェ in大橋通り 
（12/15（木）～12/21（水）大橋通り商店街） 
20 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.３」 
（12/17（土）10:30～15:00 高知市文化プラザかるぽーと） 

→ 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） 
 
 

21 キッズバリアフリーフェスティバル 
（12/17（土）13:00～17:30 
12/18（日）10:00～16:00 ふくし交流プラザ） 

22 平成 28年度災害時要配慮者対策研修会 
（12/19（月）13:30～16:30 日高村 特別養護老人ホーム コスモスの里） 
23 星に願いをパーティ 2016「Ｘｍａｓ直前交流会」 
（12/20（火）18:30～21:30 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
24 高知県少子化対策推進県民会議 

・平成 28年度第３回結婚支援部会 
（12/21（水）10:00～12:00 高知県民文化ホール） 
・第３回子育て支援部会 
（12/21（水）14:00～16:00 高知県民文化ホール） 
・平成 28年度第３回ワーク・ライフ・バランス推進部会 
（12/22（木）10:00～12:00 高知県立文学館） 
・平成 28年度第３回広報啓発部会 
（12/22（木）14:00～16:00 高知県立文学館） 
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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 

文化生活部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 市町村消費生活相談員研修 

（12/1（木）、12/19（月）9:30～16:30 県立消費生活センター） 
２ 私立学校長会 
（12/1（木）16:30～17:00  高知会館） 
３ ＪＩＣＡフィリピン青年研修員と部長との懇談 
（12/2（金）9:30～9:50 高知共済会館４階 浜木綿） 

４ こうちＮＰＯフォーラム 2016 

（12/3（土）10:00～16:30ふくし交流プラザ） 

５ 平成２８年度第２回異文化理解講座 

（12/3（土）13:00～15:15 四万十市） 

６ 「教えて！熱血高知！」第２回放送 
（12/3（土）14:00～14:55 ＢＳフジ） 
（12/20（火）19:00～19:57 さんさんテレビ） 
（12/23（金）19:00～19:30 台湾 Video Land） 
７ 第 20回じんけんふれあいフェスタ 
（12/4（日）9:30～15:30 高知市中央公園） 
８ 第３回「第３次高知県ＤＶ被害者支援計画」策定委員会 
（12/5（月）18:30～20:30 高知城ホール） 
９ 年末年始における交通安全運動開始式 
（12/6（火）10:00～11:00 高知市中央公園） 
10 ミクロネシア大使館交流事業 
（12/7（水）8:30～8:50 三里小学校） 
11 アプリ開発人材育成講座【応用編】グループミーティング 
（12/7（水）、12/14（水）、12/21（水）18:30～20:30 ココプラ） 
12 まんが教室 
（12/9（金）13:40～15:20 四万十町立仁井田小学校） 
13 土佐の社会事業家に学ぶ 
（12/10（土）13:30～16:00 高知大学） 
14 ＪＥＴプログラム参加者中間期研修 
（12/14（水）教育センター分館） 
15 女性リーダー応援セミナー 
（12/15（木）13:30～16:00 高知商工会議所） 
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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 

産学官民連携セン
ター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 高知家ビジネスプランコンテスト（イノベーション部門）説明会 
（12/1（木）19:00～22:00 ビジョンズラウンジ梅田（大阪）） 
（12/7（水）19:00～22:00 Co-ba 池袋（東京）） 
（12/14（水）19:00～22:00 いいオフィス（東京）） 
２ ＭＢＡ基礎編 財務戦略 
  ・財務分析実践（飲食店） 

（12/1（木）又は 12/3（土） ココプラ） 
・財務分析実践（製造業） 
（12/1（木）又は 12/3（土） ココプラ） 

３ 高知家ビジネスプランコンテスト ブラッシュアッププログラム 集中セミ
ナー 

（12/2（金）13:00～12/4（日）12:00 ココプラ） 
４ ＭＢＡ 土佐経営塾 

・セッション 11 
（12/5（月）19:00～21:00 ココプラ） 
・セッション 12/修了式 
（12/18 （日）13:30～17:00 ココプラ） 

５ 高知家フューチャーセミナー⑤ 
 株式会社 CURIO SCHOOL 代表取締役 西山恵太氏 

  「０から１を生み出すための『デザイン思考』入門」 
（12/6（火）13:30～17:15 ココプラ） 
６ シーズ・研究内容紹介（23） 

高知工科大：ゲーム理論の射程 意思決定の研究から経済学的ものづくり
へ  

（12/7（水）18:30～20:00 ココプラ） 
７ 高知コ・クリエーションベース⑤ 
（12/8（木）13:15～18:30 ココプラ） 
８ 第４回高知を盛り上げるアイデアソン（オルトプラス×高知家） 
（12/11（日）9:30～17:00 ココプラ） 
９ ＭＢＡ 目指せ！弥太郎商人塾 第５回 
（12/12（月）～12/14（水）ココプラ） 
 ※12/14（水）商人塾中間発表会/商人祭り 
10 連続講座 地域産業創出Ⅰ⑩ 

「政策・制度の理解」 
（12/15（木）10:00～17:00 ココプラ） 
11 経営者トーク⑧ 
  丸和林業グループ[丸和林業株式会社]代表取締役社長 北岡幸一氏 
（12/16（金）18:30～20:00 ココプラ） 
12 シーズ・研究内容紹介(24) 
  高知学園短期大学：生きる力の基礎を育むための幼児教育の在り方と今後

の方向性～平成 30年幼稚園教育要領改訂から見えてくるもの～ 
（12/21（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 １２月の主要な取り組み予定 

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

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 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

表 
（11/8（火）～ 全国） 
４ 「KOCHI JAPAN FAIR」 
（12/1（木）～1/31（火）シンガポール板長寿司９店舗） 
５ 高知家のうまいもの大賞 2017最終審査会 
（12/6（火）高知市文化プラザかるぽーと） 
６ 高知家 TVCM（宗田節、ナス（エコシステム栽培）、魚、MVPP・維新博）放送 
（12/10（土）～2月 BS番組（全国）） 
７ 高知暮らしフェア 2016 

・大阪会場 
（12/10（土）11:00～17:00 難波御堂筋ホール７Ｆ（大阪市中央区）） 
・東京会場 
（12/11（日）10:30～16:30  

東京交通会館 12Ｆダイヤモンドホール（東京都千代田区）） 
８ こうち起業サロン 
（12/17（土）14:00～17:00 ココプラ） 
９ いいね！地方の暮らしフェア 
（12/18（日）10:00～17:00  

東京国際フォーラム ホールＥ（２）（東京都千代田区）） 
          ※ 主催：日本創生のための将来世代応援知事同盟 
10 高知県地方創生アイデアコンテスト 
（12/18（日）13:00～16:40 高知会館） 
11 大阪出張移住相談 
（12/24（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１Ｆ） 
                        ※ 12月は 1日のみの開設 
 
 
１ 立命館大学ＵＩターン就職相談会 
（12/1（木）13:00～17:00  

立命館大学 大阪いばらきキャンパス Ｂ棟（大阪府茨木市）） 
２ ＪＡ・ＪＦグループ近畿商談会 
（12/2（金）12:50～17:00 マイドームおおさか（大阪市中央区）） 
３ 四国の業界研究フェア 
（12/3（土）12:00～17:00 ＯＭＭビル（大阪市中央区）） 
４ 同志社大学Ｕターン・Ｉターン相談会 
（12/5（月）12:00～18:00 同志社大学今出川キャンパス（京都市上京区）） 
（12/6（火）12:00～17:00 同志社大学京田辺キャンパス（京都府京田辺市）） 
５ 2016 韓国観光感謝の夕べ 
（12/5（月）19:00～ インターコンチネンタル大阪２Ｆ「HINOKI」（大阪市北区）） 
６ 高知県観光特使 交流会 
（12/6（火）18:00～21:00 大阪新阪急ホテル（大阪市北区）） 
７ 関西大学Ｕ・Ｉターン就職セミナー 
（12/7（水）15:30～18:00 関西大学千里山キャンパス（大阪府吹田市）） 
 

→次頁へ続く 
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部局名 １２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） 

 

 

産業推進振興部 

（地産外商公社） 

８ 甲南大学Ｕ・Ｉターン相談会 
（12/9（金）15:30～18:00 甲南大学岡本キャンパス（神戸市東灘区）） 
９ 高知暮らしフェア 2016（大阪） 
（12/10（土）11:00～17:00 難波御堂筋ホール７Ｆ（大阪市中央区）） 
10 大谷大学Ｕ・Ｉターン就職ガイダンス 
（12/12（月）13:00～15:00 大谷大学（京都市北区）） 
11 大阪学院大学Ｕターン相談会 
（12/13（火）12:20～14:40 大阪学院大学（大阪府吹田市）） 
12 大阪工業大学Ｕ・Ｉターン就職相談会 
（12/13（火）13:00～16:00 大阪工業大学（大阪市旭区）） 
13 高知県産材フェア 
（12/13（火）大阪木材相互市場（大阪市港区）） 
14 京都大学Ｕ・Ｉターン就職相談会 
（12/14（水）13:00～18:00 京都大学吉田キャンパス（京都市左京区）） 
15 神戸学院大学Ｕ・Ｉターン就職相談会 
（12/16（金）10:00～16:30 

神戸学院大学ポートアイランドキャンパス（神戸市中央区））                   
16 高知県観光展 inフーハ大阪 
（12/18（日）11:00～17:00 

ダイキンソリューションプラザ フーハ大阪（大阪市北区））                          
17 中四国業界研究・インターンシップセミナーin大阪 
（12/18（日）12:00～16:30 マイドームおおさか（大阪市中央区）） 
18 神戸大学Ｕ・Ｉターン就職相談会 
（12/19（月）12:30～16:30 神戸大学六甲台第２キャンパス（神戸市灘区）） 
 
 
１ 第 13回冬のふるさとフェア 
（11/28（月）～12/2（金）中日ビル） 

 
 

１ 高知フェア 
（9/14（水）～12/31（土）アマゾンジャパン（通販）） 
（11/26（土）～12/4（日）築地ボン・マルシェ） 
（12/7（水）～12/12（月）イトーヨーカドー八尾店） 
（12/18（日）万代 西神中央店） 
２ フロア連携プロモーション 
（11/23（水）～12/25（日）ゆずフェア） 
３ 第２回企業力アップセミナー 
（12/7（水）13:00～16:30 ちより街テラス） 
４ ＱＶＣジャパンテレビショッピング 
（12/13（火）15:00～15:30 「日本全国ぐるぐるグルメ～高知～」） 
５ 全国名産品ベストセレクション 
（12/13（火）～12/19（月）グリナード永山（東京都多摩市）） 
 
【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（金）通常営業（10:30～20:00） 
   12/31（土）10:30～18:00 
   1/1（日）休業 
 

→次頁へ続く 
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部局名 １２月の主要な取り組み予定 

産業推進振興部 
（地産外商公社） 
（続き） 

1/2（月）～1/4（水）10:30～18:00 
   1/5（木）～ 通常営業 
 
・飲食：2階レストラン TOSA  DINING「おきゃく」 

 （～12/29（木）通常営業 
  12/30（金）11:30～15:00（ランチのみ） 
  12/31（土）～1/4（水）休業 
  1/5（木）17:30～23:00（ディナーのみ） 
  1/6（金）～ 通常営業 
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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 

理事（中山間対
策・運輸担当） 
 
 
 

１ 高知ふるさと応援隊ステップアップ研修会 
（12/1（木）9:00～16:30 土佐山夢産地パーク交流館かわせみ） 
２ 高知龍馬空港利用促進・活性化連絡調整会議 
（12/2（金）13:30～15:30 高知空港事務所） 
３ 中津川集落活動センター「こだま」活動拠点施設落成式 
（12/3（土）12:00～ 四万十町中津川） 
４ よさこいジビエ調理教室 
（12/5（月）14:00～16:00 ＲＫＣ調理製菓専門学校） 
５ 狩猟免許試験 

・わな猟 
（12/5（月）13:00～ のいちふれあいセンター） 
（12/11（日）10:00～ 四万十市立中央公民館） 

・銃猟 
（12/10（土）10:00～ 四万十市立中央公民館） 

６ 第３回中山間対策関係部局等会議 
（12/6（火）9:00～12:00 第二応接室） 
７ 集落活動センター連絡協議会エリア別情報交換会（幡多エリア） 
（12/6（火）11:00～15:00 三原村集落活動センターやまびこ） 
８ 鳥獣被害対策専門員研修会 
（12/7（水）、12/8（木）兵庫県森林動物研究センターほか） 
９ 第２回特定鳥獣保護管理計画検討会 
（12/9（金）13:30～ 高知会館） 
10 とさでん交通モニタリング会議 
（12/9（金）13:30～ とさでん交通本社） 
11 わな猟技術講習会 
（12/17（土）13:00～ 土佐西南大規模公園ふるさと総合センター） 
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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 

商工労働部 
 
 
 

１ 四国の業界研究フェア 
（12/3（土）12:00～17:00 ＯＭＭビル（大阪市）） 
２ 美作大学高知県人会ＯＢ・ＯＧ会との交流会 
（12/4（日）12:00～14:00 ザ クラウンパレス新阪急高知） 
３ 第２回新卒者等就職・採用応援本部会議 
（12/5（月）9:30～11:30 ちより街テラス） 
４ 高知県戦略産業雇用創造プロジェクト推進協議会 
（12/5（月）13:30～15:00 オリエントホテル高知） 
５ ＩoＴ農業（施設園芸）ワークショップ 
（12/5（月）13:30～17:00 四万十町） 
６ 第２回高知県防災関連製品認定審査会 
（12/7（水）13:30～16:30 高知城ホール） 
７ 関西大学Ｕ・Ｉターン就職セミナー 
（12/7（水）15:30～18:00 関西大学千里山キャンパス（大阪府吹田市）） 
８ 高知県Ｕ・Ｉターン就職相談会 

・大阪会場 
（12/10（土）11:00～17:00 難波御堂筋ホール７Ｆ（大阪市中央区）） 

  ・東京会場 
（12/11（日）10:30～16:30  

東京交通会館 12Ｆダイヤモンドホール（東京都千代田区）） 
９ 中四国図書館協会 高知大会 
（12/15（木）13:30～16:30 高知城ホール） 
10 四万十市チャレンジショップＴＪＢ 運営委員会 
（12/16（金）10:30～12:00 チャレンジショップＴＪＢ） 
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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 

観光振興部 
 
 
 

１ 「高知県推奨サイクリングコース」の愛称募集(郵便、ファックス、メール） 
（11/16（水）～12/16（金）） 
２ ＪＴＢ協定旅館ホテル連盟 四国地区合同宿泊増売連絡会議・意見交換会 
（12/1（木）14:00～19:30 城西館） 
３ ゴルフでインバウンド（四国運輸局 中国・韓国旅行会社招請ゴルフツアー

造成事業） 
（12/2（金）～12/6（火）（韓国）） 
※高知県 12/2（金）～12/4（日）南国市、高知市、香南市、安芸市、芸西村） 

４ 高知ファイティングドッグスを応援する県民会議総会 
（12/5（月）18:30～20:00（予定） 高知共済会館３Ｆ「藤の間」） 
５ 日本旅行「食彩高知」商品設定会議 
（12/6（火）16:00～ 高知市ホテル南水） 
６ 高知県観光特使交流会（関西） 
  ・第一部 県の取組紹介や観光特使の活動報告 

（12/6（火）18:00～18:50 大阪新阪急ホテル２Ｆ「星の間」） 
・第二部 交流会 
（12/6（火）19:00～21:00 大阪新阪急ホテル２Ｆ「宙の間」） 

７ 土佐の観光創生塾 西部地域 第６回 
（12/8（木）13:00～17:00 幡多クリーンセンター） 
８ 訪日外国人旅行者の受入れに向けた四国ブロック連絡会 
（12/12（月）午後 香川県高松市（調整中）） 
９ へんろ Wi-Fi整備推進協議会 
  ・現地視察 
  （12/15（木）13:00～17:15  

香川県内 72番曼荼羅寺、74番甲山寺、86番志度寺） 
  ・第３回会議 
  （12/16（金）9:15～11:45 サンポート高松 55会議室） 
10 ジョン万次郎ＮＨＫ大河ドラマ化実現の要望（土佐清水商工会議所） 
（12/20（火）14:00～ ＮＨＫ高知放送局） 
11 2016奥四万十博 クロージングイベント 
（12/23（金）13:00～18:30 四万十町旧庁舎跡地（メイン会場）） 
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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 

農業振興部 １ 第 20回全国農業担い手サミット inこうちプレ大会 
（12/1（木）8:30～13:05 高知市内（現地視察）） 
２ 第２回高知県新食肉センター整備検討会 
（12/1（木）10:00～12:00 高知城ホール４階 多目的ホール） 
３ 農業系大学版アグリスクール 
（12/1（木）16:20～19:30 東京農業大学農学部） 
４ 土佐の料理伝承人による郷土料理伝承講座 
（12/4（日）10:00～13:30 すこやかセンター伊野） 
（12/11（日）10:00～14:00 大豊町総合ふれあいセンター） 
５ 第３回四国４県花き振興協議会 
（12/5（月）13:30～15:30 徳島県庁） 
６ 第３回農業振興部課長・出先機関長会議 
（12/6（火）13:30～16:30 人権啓発センター６階） 
７ 土佐茶サポーター養成講座 
（12/7（水）12:00～16:30 土佐茶カフェ） 
８ 農業後継者・従業員育成研修会 
（12/7（水）13:00～17:00 びすた保育園３階会議室） 
９ 複合経営拠点等取組現地視察研修 
（12/8（木）10:00～16:30 

大豊ゆとりファーム、れいほく未来、本山町農業公社） 
（12/19（月）13:30～16:30 

三原村集落活動センターやまびこ、三原村農業公社） 
10 酒米品評会審査会 
（12/9（金）10:00～12:00 工業技術センター５階会議室） 
11 高知ワークスタイルサミット 2016 
（12/10（土）13:00～16:@00 パソナグループ東京本部） 
12 高知暮らしフェア 2016 

・大阪会場 
（12/10（土）11:00～17:00 難波御堂筋ホール７Ｆ（大阪市中央区）） 

  ・東京会場 
（12/11（日）10:30～16:30  

東京交通会館 12Ｆダイヤモンドホール（東京都千代田区）） 
13 松屋銀座「土佐あかうし」販促イベント 
（12/10（土）、12/11（日）東京都松屋銀座本店地下２階） 
14 農業経営研修会 
（12/12（月）14:00～17:00 高知共済会館３階） 
15 経営能力向上研修会 
（12/13（火）13:00～17:00 びすた保育園３階会議室） 
16 指導農業士等研修受入農家研修会 
（12/15（木）13:00～16:30 グレース浜すし） 
17 農商工連携「土佐茶プロジェクト」 
（12/15（木）15:30～ 四国銀行木屋橋支店） 
18 高知青果フェア 
（12/17（土）いたがき（宮城県）） 
19 高知オーガニックフェスタ 
（12/18（日）9:00～18:00 サンピア・セリーズ） 
20 ウェルカムフラワーの展示 
（12/19（月）～12/25（日）高知龍馬空港） 
21 農業法人等交流会 
（12/21（火）10:00～17:00 高知会館他） 

→ 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 

農業振興部 
（続き） 
 
 

22 高知県農商工連絡協議会担当者会 
（12/21（水）15:00～17:00 ＪＡビル１階「ＪＡフォーラム」） 
23 高知県都市計画審議会 
（12/22（木）13:30～17:00 県民文化ホール） 
24 高知県ＪＡ統合契約調印式 
（12/22（木）15:00～16:00 ザ クラウンパレス高知新阪急ホテル） 
25 高知県農業再生協議会第１回臨時総会 
（12/27（火）10:00～11:30 ＪＡビル６階） 
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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 

林業振興・環境部 
 
 
 

１ 木質バイオマス利用促進協議会主催の勉強会 
（12/2（金）13:30～16:30 ふくし交流プラザ） 
２ 木材市場連絡協議会 
（12/2（金）高知会館） 
３ 林業学校選考試験（一般前期） 
（12/3（土）10:00～15:00 四国森林管理局大会議室） 
４ 非住宅建築物木造化促進事業第４回検討会 
（12/6（火）ちより街テラス） 
５ 森林審議会保全部会 
（12/7（水）13:15～15:00 高知共済会館） 
６ エコプロ 2016環境とエネルギーの未来展 
（12/8（木）～12/10（土）東京ビックサイト） 
７ 第３回災害廃棄物処理検討会 
（12/9（金）14:30～16:30 高知共済会館） 
８ 第 27回日本ウミガメ会議室戸大会 
（12/9（金）～12/11（日）室戸市保健福祉センターやすらぎ、海の駅とろむ） 
９ 協働の森づくり事業交流活動 
  ・電源開発㈱ 

（12/9（金）安田町） 
  ・住友大阪セメント㈱ 

（12月中予定 須崎市） 
10 高知県Ｕ・Ｉターン就職相談会 

・大阪会場 
（12/10（土）11:00～17:00 難波御堂筋ホール７Ｆ（大阪市中央区）） 

  ・東京会場 
（12/11（日）10:30～16:30  

東京交通会館 12Ｆダイヤモンドホール（東京都千代田区）） 
11 土佐材展示会 
（12/13（火）大阪府） 
12 四国地区林業用種苗需給調整協議会 
（12/19（月）13:00～ 徳島市） 
13 優良土佐材展示即売会 素材の部 
（12/19（月）高知県林材（株）） 
14 森林審議会 
（12/26（月）13:00～15:00 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 １２月の主要な取り組み予定 

水産振興部 
 
 
 

１ 出前料理教室 
（12/8（木）高知市立介良小学校） 
２ 高知県Ｕ・Ｉターン就職相談会 

・大阪会場 
（12/10（土）11:00～17:00 難波御堂筋ホール７Ｆ（大阪市中央区）） 

  ・東京会場 
（12/11（日）10:30～16:30  

東京交通会館 12Ｆダイヤモンドホール（東京都千代田区）） 
３ 漁協合併総会 
（12/19（月）上ノ加江漁協、高知県漁協） 
４ 内水面漁場管理委員会委員辞任交付式・組織委員会 
（日時未定） 
５ 高知海区漁業調整委員会 
（日時未定） 



H28.12.5 政策企画課 

－18 / 24－ 

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 平成 28年度災害８次査定 
（11/28（月）～12/2（金）県、黒潮町ほか１３市町） 
２ 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） 
３ 須崎港長期構想検討委員会（第２回） 
（12/1(木) 13:00～15:00 須崎総合保健福祉センター） 
４ 日本赤十字社旭分区出前講座（住宅の耐震化について） 
（12/2（金）11:00～11:30 湯の川温泉会議室） 
５ 治水事業促進全国大会 
（12/2（金）13:00～15:30 砂防会館） 
６ 職員向けコンプライアンス研修（補講） 
（12/5（月）10:00～12:00 

13:30～15:00 高知県民文化ホール グリーンホール） 
７ 事業者登録推進のための意見交換会 
（12/6（火）18:00～20:00 須崎市立市民文化会館） 
８ 全国防災キャラバン（住宅耐震相談窓口） 
（12/11（日）イオンモール高知） 
９ のいち動物公園イベント 
  ・写生コンテスト表彰式＆作品展開始 
  （12/11（日）～2/19（日）） 
  ･「おさかなクリスマス in高知・ものべ川」及び「ものべ川のおいしい屋台」 

（12/23（金）10:00～16:00） 
･動物園のクリスマスデイ 

  （12/25（日）） 
10 大規模土砂災害対応訓練 
（12/18（日）9:00～15:00 佐川町） 
11 須崎市防災訓練（住宅耐震相談窓口） 
（12/18（日）10:00～12:30 須崎市桐間） 
12 大規模土砂災害防災訓練勉強会（住宅耐震講座） 
（12/18（日）13:00～15:00 佐川町） 
13 平成 28年度災害９次査定 
（12/19（月）～12/22（木）県、四万十町ほか７市町） 
14 事業者向けコンプライアンス研修（補講） 
（12/21（水）13:00～15:10 四万十市立文化センター） 
（12/22（木）9:45～11:55 ＪＡ南国市 

14:30～16:40 高知城ホール） 
15 第 139回高知県都市計画審議会 
（12/22（木）13:30～17:00 県民文化ホール第６多目的室） 
16 住宅耐震化促進に関する意見交換会（県・市・事業者） 
（12/22（木）14:30～17:00 職員能力開発センター） 
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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（木）須崎農業振興センター） 
（12/14（水）須崎工業高等学校） 
（12/16（金）中央児童相談所） 
（12/19（月）中央西林業事務所） 
（12/20（火）宿毛工業高等学校） 
（12/21（水）食肉衛生検査所） 
（12/22（木）図書館） 
（12/26（月）須崎福祉保健所） 
２ コンプライアンス研修 
（12/5（月）10:00～11:30、13:30～15:00  

高知県立県民文化ホール グリーンホール） 
３ 県立学校事務職員研修会 
（12/7（水）10:30～12:00 教育センター分館） 
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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 

公営企業局 
 
 
 

１ 第 11回クリスマスコンサート（出演：高知大学医学部管弦楽団） 
（12/3（土）14:30～ あき総合病院） 
２ 第 35回幡多ふれあい医療公開講座 
（12/4（日）13:30～16:00 四万十市社会福祉センター） 
３ 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） 
（12/16（金）19:00～ 幡多けんみん病院） 
４ あき総合病院経営幹部会議 
（12/22（木）16:00～ あき総合病院） 
５ 幡多けんみん病院経営幹部会議 
（12/27（火）13:30～ 幡多けんみん病院） 
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部局名 １２月の主要な取り組み予定 

教育委員会 
 
 
 

１ 子どもの育ちを支援する研修会 
・中部 
（12/1（木）9:30～12:00 県立高知青少年の家） 
・西部 
（12/6（火）9:30～12:00 四万十市立中央公民館） 
・東部 
（12/8（木）9:30～12:00 田野町ふれあいセンター） 

２ 第 49回高知県小中学校長研究大会 
（12/2（金）10:20～16:40 高知会館） 
３ 第４回 知の拠点としての新図書館サービス検討委員会 
（12/2（金）14:00～16:00 高知市文化プラザかるぽーと） 
４ 高知くろしおキッズちゃれんじ１ 
（12/3（土）10:00～ 県立青少年センター） 
５ 第４回教育・保育の質の向上委員会 
（12/4（日）13:00～16:00 教育委員室） 
６ 県民スポーツフェスティバル 
（12/4（日）、12/11（日）軟式野球 高知市東部総合運動場 他） 
７ 平成 28年度 第２回 高知県立図書館協議会・高知市立市民図書館協議会 
（12/5（月）13:30～16:00 高知市役所たかじょう庁舎） 
８ 龍馬マラソン実行委員会第３回企画運営委員会 
（12/7（水）13:30～15:00  高知市総合体育館） 
９ 中国・四国地区 図書館地区別研修 
（12/13（火）～12/16（金）高知城ホール） 
10 龍馬マラソン ランニングセミナー 
（12/18（日）9:30～12:00 高知市陸上競技場（りょうまスタジアム）） 
11 第３回幼保推進協議会 
（12/20（火）13:30～16:30 教育センター分館） 
12 第３回新中高一貫教育校体験セミナー 
（12/23（金）14:00～16:30 高知共済会館） 
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部局名 １２月の主要な取り組み予定 

警察本部 
 
 
 

１ こうち被害者支援センター犯罪被害者週間イオンモールイベント 
（12/1（木）10:00～15:00 イオンモール高知） 
２ 年末年始における警戒活動強化期間 
（12/1（木）～1/10（火）） 
３ 高知県警察・高知県歯科医師会連絡協議会役員会 
（12/1（木）17:00～18:00 高知共済会館） 
４ 警察署協議会代表者会議 
（12/5（月）14:30～ 警察本部講堂） 
５ 年末年始における交通安全運動期間 
（12/6（火）～12/15（木）） 
６ 全国警察職員生活相談員研修会 
（12/7（水）13:30～17:50 警察庁） 
７ 平成 28年度高知県警察災害警備訓練 
（12/8（木）13:00～ 高知新港） 
８ 平成 28年度高知県警察拳銃射撃競技大会 
（12/16（金）9:00～16:00 警察学校） 
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部局名 １２月の主要な取り組み予定 

東京事務所 
 
 
 

１ 東京黒潮会定例会 
（12/1（木）17:30～ 東京都目黒区上目黒） 
２ 都道府県別Ｕ・Ｉターン就職相談会 
（12/5（月）13:00～16:30 東海大学） 
３ 商工中金本店における高知県ＰＲ 
（12/5（月）～1/13（金）東京都中央区八重洲） 
４ 四国ブロック観光情報交換会 
（12/6（火）都道府県会館） 
５ Ｕ・Ｉターン就職相談会 
（12/8（木）青山学院大学） 
６ 地方創生マルシェ及び地方創生物産展 
（12/9（金）9:30～15:00 損保ジャパン日本興亜株式会社本店（東京都新宿区）） 
７ 地方創生まちづくりフォーラム“まちてん” 
（12/9（金）、12/10（土）渋谷ヒカリエ（東京都渋谷区）） 
８ 高知暮らしフェア 2016（東京）及び高知県Ｕ・Ｉターン就職相談会 
（12/11（日）10:30～16:30  

東京交通会館 12Ｆダイヤモンドホール（東京都千代田区） 
９ 全国名産品ベストセレクションにおける高知県ＰＲ 
（12/13（火）～12/19（月）グリナード永山（東京都多摩市）） 
10 いいね！地方の暮らしフェア 
（12/18（日）10:00～17:00  

東京国際フォーラム ホールＥ（２）（東京都千代田区）） 
※ 主催：日本創生のための将来世代応援知事同盟 

11 大田市場まつり 
（12/19（月）～12/21（水）大森とうきゅう（東京都大田区）） 
12 ＪＡＬ本社ビルにおける高知県フェア 
（12/21（水）東京都品川区東品川） 
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部局名 １２月の主要な取り組み予定 

産業振興センター 
 

１ 価格交渉サポートセミナー 
（12/6（火）14:00～16:00 ぢばさんセンター） 
２ 従業員に支持される会社づくりセミナー 
（12/7（水）13:30～15:30 ぢばさんセンター） 
３【見本市】エコプロダクツ 
（12/8（木）～12/10（土） 東京ビッグサイト） 
４ 第１回農商工セミナー 
（12/9（金）13:30～17:00 ぢばさんセンター） 
５ よろず支援拠点決算書活用セミナー 
（12/15（木）13:30～15:00 中土佐商工会） 
６ 第３回ものづくり企業外商支援会議 
（12/19（月）13:30～15:00 ぢばさんセンター） 
７ 第８回事業戦略支援会議 
（12/21（水）ぢばさんセンター） 
 
 


