
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 高知県職員（獣医師、薬剤師、歯科衛生士、社会福祉（心理判定員）、看護教

員）採用選考考査

（12/2（日）8:30～ 職員能力開発センター）

２ 選挙出前授業
（12/2（日）16:10～17:00 高知北高校）
（12/14（金）時間未定 芸西中学校）
（12/18（火）時間未定 山田高校）
３ 平成30年度情報セキュリティ研修
（［中央ブロック］12/3（月）10:00～12:00 人権啓発センター）
（［安芸ブロック］12/12（水）13:30～15:30 安芸総合庁舎）
（［須崎ブロック］12/13（木）13:30～15:30 須崎総合庁舎）
（［幡多ブロック］12/14（金）10:00～12:00 幡多総合庁舎）
（［中央ブロック］12/18（火）10:00～12:00 ぢばさんセンター）
４ 耐震改修優秀建築表彰現地審査
（12/4（火）9:30～11:30 第二応接室）

５ 異動方針説明会

（12/4（火）13:10～14:50 正庁ホール）
６ 高知県の公文書管理のあり方に関する検討委員会からの報告
（12/4（火）16:15～16:30 知事室）
７ 対話と実行行脚（第６回）
（12/7（金）梼原町）

８ 日本一の健康長寿県構想テレビ特別番組（高知放送）
「つなぐ！高知家の健康長寿 ～高知版地域包括ケアシステムの構築～」
（12/9（日）17:00～17:30 本放送、12/15（土）16:30～17:00 再放送）

９ 平成30年度 採用３年目職員心とからだの健康づくり研修
（12/10（月）13:30～15:00
12/12（水）10:00～11:30
12/14（金）15:00～16:30 全日程 正庁ホール）

10 平成31年度当初予算編成見積概要公表
（12/10（月）15:00～17:00 第二応接室）
11 四国四県町村長・町村議会議長大会決議の要望活動
（12/17（月）11:45～12:00 知事室）

12 対話と実行行脚（第７回）
（12/18（火） 三原村）

13 2020年農林業センサス調査準備市町村説明会
（12/18（火）13：30～15：30 正庁ホール）
14 Let's トライ!!健康度ＵＰ大作戦表彰式
（12/19（水）13:30～14:30 正庁ホール）
15 平成30年度 第３回健康づくり研修会
（12/19（水）15:00～16:30 正庁ホール）
16 高知県安全衛生委員会
（12/25（火）13:30～15:30 正庁ホール）
17 副市町村長会

（12/26（水）10:30～16:00 正庁ホール）

→ 次頁に続く
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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

総務部
（続き）

18 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（水） 時間未定 正庁ホール）

19 第19回高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議
（12/27（木）13:30～15：30 正庁ホール）

20 仕事納め式

（12/28（金）16:30～16:45 正庁ホール）

【参考】
○12月議会日程（予定）
・開会（12/6（木））
・一般質問（12/11（火）～12/13（木））
・常任委員会（12/14（金）～12/18（火））

・閉会（12/20（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 平成30年度第２回四国ブロック観光情報交換会

（12/4（火）都道府県会館）

２ 東海大学ＵＩターン就職説明会

（12/5（水）東海大学湘南キャンパス）

３ 青山学院大学就職相談会

（12/7（金）青山学院大学）

４ ふるさとワーキングホリデー説明会

（12/8（土）ＮＳスカイカンファレンス（新宿））

５ 高知暮らしフェア

（12/9（日）東京交通会館）

６ 専修大学ＵＩターンフェア

（12/10（月）専修大学生田サテライトキャンパス）

７ 土佐寮祭

（12/16（日）東京土佐寮（吉祥寺））

８ 明治大学ＵＩターンセミナー

（12/19（水）明治大学駿河台キャンパス）
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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 第１回平成31年度高知県総合防災訓練及び地域防災フェスティバルに係る
市町村・消防本部打合せ会
（12/4（火）11:00～12:00 南国市消防本部）

２ 第45回ナショナル・レジリエンス懇談会
（12/5(水) 13:00～15:00 東京都)

３ 平成30年度第２回高知県ＬＰガスお客様相談所委員会議
（12/5（水）13:30～15:30 高知会館）

４ 平成30年度中国・四国ブロック高圧ガス保安担当者会議
（12/5（水）13:30～17:00、12/6（木）9:30～12:00 高松市）

５ 火薬類保安責任者保安教育講習会
（12/7（金）13:00～14:30 高陵地区建設会館（須崎市））

６ 第７回南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ＷＧ
（12/11(火) 10:00～12:00 内閣府)

７ 津波避難とくらしワークショップ
（12/16(日) 15:30～19:00 黒潮町）

８ 陸上自衛隊第14旅団及び第50普通科連隊への感謝状贈呈
（12/17（月）10:30～10:50 善通寺駐屯地、13:00～13:20 高知駐屯地）

９ 第19回県市南海トラフ地震対策連携会議
（12/27(木) 13:30～15:30 正庁ホール）
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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30年度歯科医療安全管理体制推進特別事業研修会

（12/2（日）9:30～12:30 ザ クラウンパレス新阪急高知）

２ 介護医療院への転換に向けたセミナー

（12/2（日）14:00～17:00 高知城ホール）

３ 平成30年度第１回心血管疾患医療体制検討会議

（12/3（月）18:30～20:30 県民文化ホール）

４ 地域と医療機関等との連携体制のための意見交換会

（12/4（火）13:15～16:00 高知医療センター）

５ 県医師会と健康政策部・地域福祉部との協議会

（12/6（木）18:30～19:30 三翠園）

６ 第３回小学生用副読本改定ワーキンググループ

（12/7（金）14:00～17:00 本町ビル）

７ 犬・猫の飼い方講習会・譲渡見学会

（12/9（日）10:00～12:00 オーテピア高知図書館

13:30～14:30 中央小動物管理センター）

８ 県歯科医師会と健康政策部・地域福祉部との協議会

（12/13（木）19:00～20:00 高知会館）

９ 平成30年度第１回糖尿病医療体制検討会議

（12/13（木）18:30～20:30 高知城ホール）

10 平成30年度高知県災害透析研修会

（12/15（土）13:30～16:00 正庁ホール）

11 平成30年度高知県災害薬事コーディネーター研修（PhDLS研修）
（12/16（日）8:50～17:00 近森病院）
12 高校生のための薬学セミナー

（12/16（日）13:00～16:30 正庁ホール）

13 平成30年度総合相談窓口機能強化のためのスキルアップ研修会（後期）

（12/17（月）10:00～16:00 ちより街テラス）

14 平成30年度第１回脳卒中医療体制検討会議

（12/17（月）18:30～20:30 第二応接室）

15 平成30年度高知県小児医療体制検討会議

（12/17（月）18:30～20:30 高知共済会館）

16 平成30年度第３回高知県食品総合衛生管理認証審査会

（12/19（水）13:30～16:30 地下第４会議室）

17 新型インフルエンザ等対策訓練

（12/20（木）15:00～17:00 須崎くろしお病院）

18 平成30年度高知県医師養成奨学貸付金制度等運営会議

（12/25（火）18:30～20:00 高知大学医学部）

19 平成30年度第１回在宅医療体制検討会議

（12/26（水）18:45～20:30 第二応接室）
→ 次頁に続く
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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

健康政策部
（続き）

20 第27回高知県がん対策推進協議会

（12/26（水）19:00～21:00 正庁ホール）

21 いの町ネウボラ推進会議

（12/27（木）午後（時間未定））
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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 精神科救急情報センター業務開始
（12/1（土）12:00～）
２ 乳幼児の発達に関する研修会
（12/1（土）17:00～19:00 療育福祉センター）
３ 研修型ペアレント・プログラム
（12/3（月）、12/17（月）13:00～14:30 ＪＡ高知病院）
４ 平成30年度サービス管理責任者等研修
（就労分野：12/4（火）、12/5（水）
児童分野：12/11（火）、12/12（水）
地域生活（知的・精神）分野：12/18（火）、12/19（水）

9:00～17:00 ふくし交流プラザ）
５ 平成30年度高知県心とからだの健康講座
・高齢者心の健康出前講座
（12/4（火）13:30～14:30 集落活動センター加茂の里（佐川町）
12/7（金）15:00～16:00 越知町保健福祉センター
12/20（木）13:30～14:30 あったかふれあいセンターとかの（佐川町））
・アルコール健康講座
（12/6（木）13:30～14:30 あったかふれあいセンター大崎（仁淀川町））
６ 平成30年度少子化の現状と対策についての市町村勉強会
（12/4（火）15:00～17:00 オーテピア）
７ 第３回高知家子どもの居場所づくりネットワーク会議
（12/6（木）13:30～16:30 県民体育館大会議室）
８ 平成30年度地域子育て支援センタースタッフ現任者研修
（12/7（金）9:00～17:00 高知ぢばさんセンター）
（12/8（土）9:00～17:00 ふくし交流プラザ）
９ 平成30年度発達障害に関するセミナー
（12/7（金）13:30～16:00 県民文化ホール）
10 障害者週間の集い
（12/9（日）9:30～15:30 高知市中央公園）
11 平成30年度はたのあったかふれあいセンター合同作品展
（12/10（月）～12/14（金）9:00～17:00 四万十市立中央公民館）
※ 10日は13:00開始、14日は12:00終了

12 第５回アディクション・フォーラム高知
（12/15（土）10:00～16:00 こうち男女共同参画センター「ソーレ」）
13 平成30年度高知県障害者虐待防止・権利擁護研修
（12/17（月）10:00～16:30 ふくし交流プラザ）
14 日本赤十字社高知県支部による庁内募金活動 ※調整中
（12/18（火）ＰＭ 本庁・西庁・北庁）
15 平成30年度高知県医師会かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会
（12/22（土）14:00～17:00 ちより街テラス）
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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

スポーツ部

１ 全日本女子ソフトボール代表チーム高知県合宿

（11/26（月）～12/4（火）春野総合運動公園）

２ 「トンガ応援プロジェクト」に伴うトンガ王国内の高校へのラグビーボール

寄贈

（11/28（水）～12/4（火）トンガ王国）

３ 新中校舎落成記念式典

（12/1（土）10:00～ 土佐女子中高等学校）

４ こうちNPOフォーラム2018

（12/1（土）10:00～16:30 高知市南部健康福祉センター）

５ 平成30年度子育て支援員研修（ファミサポコース）

（12/2（日）9:00～17:15 正庁ホール）

６ 高知くろしおキッズちゃれんじ１

（12/2（日）県立青少年センター）

（12/8（土）西南大規模公園）

７ 知事表敬訪問（西武ライオンズ社長）

（12/3（月）10:00～10:15 知事室）

８ 安徽省池州市行政訪問団受入

（12/4（火）、12/5（水）県内）

９ 平成30年度DV対策連携支援ネットワーク会議

（12/5（水）13:30～16:30 こうち男女共同参画センターソーレ）

10 年末年始の交通安全運動開始式及び街頭啓発パレード

（12/6（木）10:00～11:30 丸ノ内緑地、帯屋町アーケード）

11 「まんがを活かしたコンテンツ創造教育」教材を使ったまんが授業の取材

（12/6（木）清水ヶ丘中学校）

12 文化人材育成プログラム・アートビジネス講座

（12/7（金）14:00～16:00 ココプラ）

13 高知県スポーツ推進委員研修会

（12/8（土）9:00～15:30 青少年センター（野市））

14 第22回じんけんふれあいフェスタ

（12/9（日） 9:30～15:30 高知市中央公園）

15 高知県芸術祭（9/15（土）～12/16（日））

・メインイベント「チェコ・フィルのヴィルトゥオーゾ競演」

（12/11（火）19:00開演 県立美術館ホール）

・芸術祭閉幕（文芸賞表彰式）

（12/16（日）10:00～11:00 文学館ホール）

16 まんが教室
（12/14（金） 14:40～15:30 佐川中学校）

（12/17（月） 13:40～14:30 佐川中学校）

（12/18（火） 11:50～12:40 佐川中学校）

→ 次頁に続く
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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

文化生活

スポーツ部

（続き）

17 高知龍馬マラソン2019「ランニングセミナー」（第２回）

（12/15（土）高知市陸上競技場）

18 文化人材育成プログラム・アートクリエーション講座

（12/16（日）14:00～17:00 場所未定）

19 副知事表敬訪問（JICA出発隊員）

（12/18（火）10:30～10:45 第二応接室）
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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 １ 高知暮らしフェア2018冬
（大阪 12/1（土）11:00～17:00 ハービスＯＳＡＫＡ、
東京 12/9（日）11:00～17:00 東京交通会館）

２ 高知就職・転職フェア2018冬
（大阪 12/1（土）12:00～16:00 ハービスＯＳＡＫＡ、
東京 12/2（日）12:00～16:00 ＪＲ新宿ミライナタワー）

３ 総務省主催ふるさとワーキングホリデー合同説明会
（京都 12/2（日）14:00～16:20 TKP京都四条駅前カンファレンスセンター、
東京 12/8（土）14:00～16:00 新大宗ビル フォーラムエイト）

４ 一般衛生管理（ＰＲＰ）研修
（12/6（木）10:00～17:00 高知県民文化ホール）
５ 第２回食のプラットホームセミナー
（12/8（土）15:00～17:00 オリエントホテル高知）
６ 高知家のうまいもの大賞2019 最終審査
（12/13（木）時間未定 かるぽーと）
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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

（こうちスタート

アップパークを含

む）

１ ローカルベンチャー創出プログラム
◯トサベン2018
・事業開発セミナー
（12/8（土）10:00～17:00 東京都千代田区「錦町ブンカイサン」）
・事業検証合宿
（12/26（水）～28（金）高知県内）
◯ナリワイスタートアップサロン
（12/9（日）13:00～17:00 土佐町内で調整中）
２ シーズ・研究内容紹介
・⑮高知県海洋深層水研究所
「新しい陸上養殖の可能性について」
「藻類の安定的大量培養技術の開発」
（12/12（水）13:15～15:30 高知県海洋深層水研究所）
・⑯高知学園短期大学
※テーマ調整中
（12/19（水）18:30～20:00 ココプラ）

３ 土佐ＭＢＡ【実科】
○新事業創出講座
・第３回
（12/13（木）13:00～17:00 ココプラ）
○目指せ！弥太郎 商人塾
・中間報告会及び第６回商人祭
（12/13（木）10:00～17:00 ココプラ）

４ 土佐ＭＢＡ【本科】
○エグゼクティブコース
・SESSION４
「数字が読めずにビジネスはできない～会計と財務」
（12/20（木）9:30～17:00 ココプラ）

５ 第８回コーディネーター会議
（12/20（木）15:30～16:30 ココプラ）
６ こうちスタートアップパーク
◯第２回プロトタイプ制作プログラムDay２
（12/22（土）10:30～13:00 ココプラ）
◯第２回メンター育成プログラムDay２

（12/22（土）14:30～17:00 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
（名古屋事務所）

１ ふるさとの観光と物産展in金山
（12/1（土）10:00～17:00 金山総合駅（愛知県））
２ 事務所移転
移転後の所在地：名古屋市中区栄4-16-36 久屋中日ビル4Ｆ
（電話、ＦＡＸは変更なし）

（12/17（月）～新所在地で通常勤務）
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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
（地産外商公社）

１ メディア視点によるセレクト商品棚「逸品コーナー」の設置

（10/3（水）～12/31（月）テーマ「高知の酢みかん」まるごと高知）

２ しんじょう君来店イベント

（12/1（土）まるごと高知）

３ 伊藤忠食品(株)「商品力向上セミナー商談会」

（12/6（木）、12/7（金）高知ぢばさんセンター）

４ まるごと高知ブロック別商談会・外商相談会（高幡地域）

（12/14（金）13：30～16：00 四万十町役場 会議室）

５ 吉田類さん来店イベント

（12/16（日）18：00～20：00 まるごと高知）
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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
（大阪事務所）

１ 高知暮らしフェア2018冬

（12/1（土）11:00～17:00 ハービスＯＳＡＫＡ）

２ 高知就職・転職フェア2018冬

（12/1（土）12:00～16:00 ハービスＯＳＡＫＡ）

３ Ｕ・Ｉ・Ｊターン相談会

（12/3（月）、12/4（火）12:30～17:00 同志社大学（京都府））

（12/5（水）、12/6（木）11:30～13:30 大阪体育大学（大阪府））

（12/7（金）13:00～17:00 近畿大学（大阪府））

（12/11（火）10:00～16:30 神戸学院大学（兵庫県））

（12/12（水）、12/19（水）13:30～16:30 同志社女子大学（京都府））

（12/14（金）14:00～17:00 大阪学院大学（大阪府））

（12/18（火）12:30～15:30 桃山学院大学（大阪府））

（12/19（水）～12/21（金）12:30～15:30 大谷大学（京都府））

４ 四国４県観光物産展

（12/8（土）、12/9（日）10:00～17:00 三井アウトレットパーク大阪鶴見）
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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

中山間振興・交通
部

１ 狩猟免許試験
（12/1（土）10:00～ わな猟 高知はたＪＡ会館）
（12/2（日）10:00～ 銃猟 高知はたＪＡ会館）
（12/20（木）10:00～ わな猟 安芸市民会館）

２ 集落活動センター特産品販売会
（12/1（土）11:00～15:00 金高堂本店前ウッドデッキ）
（参加団体：西川地区集落活動センター）

３ 狩猟者登録促進事業研修会
（12/1（土）13:00～16:00 安芸市総合社会福祉センター）
（12/8（土）13:00～16:00 四万十町農村環境改善センター）
（12/16（日）13:00～16:00 黒潮町ふるさと総合センター）

４ 集落活動センターかきせ開所式
（12/2（日）14:00～16:30 集落活動センターかきせ（黒潮町））

５ とさでん交通株式会社 モニタリング会議
（12/4（火）13:30～ とさでん交通本社）

６ 第３回ごめん・なはり線活性化協議会総会
（12/5（水）14:00～16:00 高知県安芸総合庁舎）

７ 高知地域おこし未来会議第３回フィールド・ミーティングin四万十市
（12/11（火）13:00～17:00 GUESTHOUSEオキオカ）

８ 狩猟体験ツアーin西部地区
（12/15（土）8:30～16:00 宿毛市一生原）

９ ジェットスター高知就航式典
（12/19（水）12:25～15:20 高知龍馬空港）

10 中山間地域における移動手段確保対策に関する県外事例視察研修会
（12/19（水）13:30～16:30 徳島県上勝町）

11 県営名古屋空港キャラバンイベント
（12/22（土）終日 イオンモール高知 南コート）
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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 平成30年度高知県砕石工業組合臨時総会懇親会

（12/4（火）18:00～ 高知パレスホテル）

２ 高知県技術者協会祝賀・懇親会

（12/4（火）18:00～ 高知商工会館）

３ Manufacturing Indonesia2018（県内企業２社出展）

（12/5（水）～12/8（土）インドネシアジャカルタ「JI Expo」）

４ ジョブカフェこうち「大学生のためのブラッシュアップセミナー」

（12/5（水）14:00～16:00 高知会館）

５ 高知大学・高知県共催 地域連携講座（ITコンテンツアカデミー ～イノ

ベーションの為のデジタルマーケティング～）

（12/6（木）、12/13（木）、12/20（木）13:10～14:40 高知大学）

６ クリエイターのための著作権セミナー

（12/7（金）15:00～17:00 株式会社SHIFTPLUS bridge＋）

７ IT先端技術利活用講座「Google Cloud Platform UserGroup Kochi×スマホ

の通信を見る～なぜギガがすぐ減るのか？～」

（12/8（土）10:00～17:00 株式会社SHIFTPLUS bridge＋)

８ 四国の業界研究フェア

（12/8（土）12:30～17:00 大阪市「難波御堂筋ホール」

９ 高知家IT・コンテンツネットワーク第５回ミニ交流会「元スクウェア社

長・武市智行氏が語る IT・コンテンツ産業×高知の未来」

（12/11（火）20:00～22:00 東京都渋谷区）

10 インターンシップセミナー

（12/19（水）9:00～17:00 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

観光振興部 １「志国高知 幕末維新博」スクラッチキャンペーン！

（7/21（土）～1/31（木） 幕末維新博全25会場）

２ 観光で西日本を元気に!!「13府県ふっこう周遊割」キャンペーン

（8/31（金）～1/31（木）※予定）

３ 「志国高知 幕末維新博」特別企画「チームラボ 高知城 光の祭」開催

（11/22（木）～1/6（日） 毎日17:30～21:30 高知城、高知公園）

４ ロイヤルホテル土佐30周年記念講演会

（12/4（火）16:00～ ロイヤルホテル土佐（芸西村））

５ 平成30年度 第３回「高知県観光ガイドタクシー」認定審査会

（12/4（火）14:00～14:45 高知交通会館（高知市））

６ 第２回ヤ・シィパーク活性化推進協議会

（12/6（木）10:00～12:00 ヤ・シィパーク（香南市））

７ 米豪市場向けアドバイザリー会議

・米豪有識者による視察（中部）

（12/8（土）～12/10（月） 仁淀川町、梼原町、高知市、土佐市）

・米豪有識者による視察（西部）

（12/8（土）～12/10（月） 四万十市、土佐清水市）

・第１回アドバイザリー会議

（12/10（月）14:30～16:30 共済会館）

８ アウトドアイノベーションサミット

（12/12（水） 東京国際フォーラム）

９ 高知県観光ガイドおもてなしアドバイザー派遣事業

（12/14（金）9:30～13:30 宿毛市）
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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

観光コンベンショ
ン協会

１ 明治維新150年記念「こうち旅広場大感謝キャンペーン」

（10/20（土）～12/31（月） ＪＲ高知駅前 こうち旅広場）

２ 平成30年度 第３回「高知県観光ガイドタクシー」認定審査会

（12/4（火）14:00～14:45 高知交通会館（高知市））

３ 高知県教育旅行モニターツアー（ＫＶＣＡ主催）
（12/5（水）～12/7（金） 高知県内：東部、中部、西部）

４ 農協観光高知県研修会（農協観光協定旅館ホテル連盟高知県支部主催）
（12/6（木）、12/7（金） 高知県内：東部・中部）

５ 土佐おもてなし海援隊スペシャルツアー第４弾

～海援隊アクティブ研究会がおすすめするモノづくり

（12/7（金）黒潮町）

６ こうち旅広場ご当地キャラ大集合

（12/8（土）10:30～16:30

12/9（日）10:00～16:00 こうち旅広場イベントスペース）

７ 日本コングレスコンベンションビューロー（ＪＣＣＢ）第２回コンベンショ
ンビューロー部会（ＪＣＣＢ主催）
（12/12（水）13:00～17:00 日本科学未来館（東京））

８ もて海クリスマススペシャルステージ（予定）

（12/23（日）、12/24（月祝）こうち旅広場イベントステージ）
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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 獣医師修学資金貸与事業募集（獣医学生対象：１年次１名）

（11/8（木）～1/31（木））

２ こうち農に就くフェア（高知暮らしフェア2018冬と同時開催）

（12/1（土）11:00～17:00 ハービスＯＳＡＫＡ、

12/9（日）11:00～17:00 東京交通会館）

３ ６次産業化セミナー実践コース フォローアップ研修

（12/4（火）10:00～17:00 すこやかセンター伊野）

４ 第３回高知県の農業紹介in東京農業大学「食と農」の博物館

「高知県の米作りと酒造り～暑い高知でおいしい米と酒を造る～」

（12/4（火）11:00～14:00 東京農業大学）

５ 四万十市新食肉センター整備検討委員会

（12/5（水）15:00～17:00、12/25（火）10:00～12:00 四万十市防災センター）

６ ピーマン品目別現地検討会

（12/6（木）13:00～16:45 土佐市宇佐町現地・ＵＳＡくろしおセンター）

７ 第３回（平成30年度）高知県酒米品評会審査会

（12/7（金）9:30～12:00 農業技術センター）

８ 東京農業大学 産官学意見交流会

（12/7（金）13:30～16:55 東京農業大学世田谷キャンパス）

９ こうちアグリ体験合宿

（12/7（金）～12/9（日）農業担い手育成センター）

10 土佐の料理伝承人による郷土料理伝承講座

（12/9（日）10:00～13:30 男女共同参画センターソーレ）

11 第54回高知県茶品評会表彰式

（12/22（土）9:30～12:00 イオンモール高知）

12 新・農業人フェア

（12/22（土）10:00～16:30 ＯＭＭ（大阪府））

13 高知県農業再生協議会第１回臨時総会

（12/26（水）14:00～15:30 ＪＡ高知ビル）
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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 林業大学校選考試験（一般前期）
（12/1（土）9:00～ 林業大学校）

２ 高知暮らしフェア in大阪
（12/1（土）11:00～17:00 ハービスOSAKA）

３ 林業就業ガイダンス
（12/1（土）13:30～16:00 四国森林管理局）

４ 非住宅木造建築物（美馬旅館）落成式
（12/2（日）10:30～ 美馬旅館（四万十町)）

５ 第37回高知県公害審査会
（12/4（火）14:00～15:00 高知共済会館）

６ 平成30年度第１回木質バイオマスエネルギー利用促進協議会
（12/6（木）14:00～16:30 ちより街テラス（高知市））

７ エコプロ2018
（12/6（木）～12/8（土） 東京ビッグサイト）

８ 第２回森林環境保全基金運営委員会
（12/7（金）13:30～17:00 高知城ホール）

９ 高知暮らしフェア in東京
（12/9（日）11:00～17:00 東京交通会館）

10 林道施設災害復旧事業第７次災害査定（２班）
（12/10（月）～12/14（金） 大豊町、安芸市ほか）

11 ＣＬＴフォーラム2018
（12/12（水）13:30～17:00 ベルサール神田（東京都））

12 嶺北森林管理署ＣＬＴ新庁舎披露式
（12/13（木）10:30～12:00 嶺北森林管理所（本山町））

13 四国地区林業用種苗需給調整会議
（12/13（木）13:00～17:00 愛媛県）

14 平成30年度第２回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
絡協議会

（12/18（火）13:00～16:00 サンピアセリーズ）
15 高知県森林審議会
（12/25（火）13:30～15:30 高知共済会館）

16 第２回南海トラフ巨大地震の発生に伴う災害廃棄物処理検討委員会
（12/26（水）13:30～15:30 ちより街テラス）
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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 高知就職転職フェア大阪

（12/1（土）12:00～16:00 ハービスホール）

２ 第20期第12回高知県内水面漁場管理委員会

（12/3（月）14:00～ 高知共済会館）

３ 水産関係土木施設等災害査定

（12/3（月）～12/7（金）東洋町ほか）

４ 食育推進事業

（12/4（火）10:35～12:45 四万十市立大用小学校）

５ 消費地市場販売促進事業「長浜鮮魚市場市民感謝デー」

（12/8（土）9:00～12:00 福岡市場）

６ 高知暮らしフェア東京

（12/9（日）11:00～17:00 ダイヤモンドホール）

７ 中西部太平洋まぐろ類委員会（ＷＣＰＦＣ）年次会合

（12/11（火）～12/15（土）ハワイ）

８ 第21期第21回高知海区漁業調整委員会

（12/19（水）14:00～ 高知共済会館）

９ 「さかな屋 高知家」県産水産物ＰＲ

（12/30（日）、12/31（月） 東京都築地）
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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 被災建築物応急危険度判定コーディネーター連絡会及び震前判定計画作成説
明会
（12/1（土）13:00～14:10 高知県建設会館）
２ こうち健康・省エネ住宅及び長期優良住宅技術者講習会
（12/3（月）13:00～17:00 ちより街テラス)

３ 高知県被災宅地危険度判定士養成講習会
・高知会場
（12/5（水）13:30～16:15 高知県民文化ホール）
・幡多会場
（12/6（木） 9:00～12:00 四万十市立中央公民館）
４ 木造住宅耐震補強工事実務講習会
（12/13（木）8:45～17:00 ポリテクセンター高知）

５ 平成30年度第11次災害査定
（12/17（月）～12/21（金）調整中）
６ 平成30年度第２回ｉ-Construction講座
（12/19（水）13:30～15:30 オーテピア高知図書館）
７ 高知海岸保全フォローアップ委員会
（12/25（火）13:00～16:00 国土技術政策総合研究所）

８ 高知県建設業協会との意見交換会
（ 12/26（水）16:00～ 高知県建設会館）

22/27



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

（12/4（火）須崎工業高等学校、地域福祉政策課、商工政策課、新エネルギ

ー推進課、地域農業推進課）

（12/5（水）宿毛工業高等学校、消防政策課、南海トラフ地震対策課、人権

課、議会事務局）

（12/6（木）食肉衛生検査所）

（12/13（木）須崎農業振興センター）

（12/17（月）中央児童相談所）

（12/18（火）中央西林業事務所）

（12/19（水）高知県立図書館）

（12/20（木）須崎福祉保健所）

２ 銀行検査

（12/18（火）四国銀行東京支店）

（12/26（水）四国銀行県庁支店）

23/27



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 がんの学び舎“みんな知りたい がんの話”

（12/9（日）10:00～11:30 中筋老人憩の家・四万十市）

（12/16（日）10:00～11:30 城辺保健福祉センター・愛南町）

２ 第47回幡多ふれあい医療公開講座
（12/9（日）13:30～16:00 三原村農業構造改善センター）

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）
（12/12（水）18:30～ 幡多けんみん病院）

４ がんの訪問授業（東中筋小学校５、６年生24名）
（12/14（金）14:00～15:40 東中筋小学校）

５ 県立病院職員採用試験

（12/15（土）、12/16（日）9:00～ 職員能力開発センター）

６ 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）

７ 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 第３回高知県総合教育会議

（12/4（火）13:30～15:30 高知共済会館）

２ 第51回高知県小中学校長研究大会教育問題研究協議会

（12/7（金）10:20～16:40 高知会館）

３ 高知県高校生津波サミット

（12/15（土）10:00～16:30 県立高知追手前高等学校ほか）

４ 第７回高知県社会教育委員会

（12/19（水）13:30～16:00 教育委員室）

５ 平成30年度第３回第２期高知県教育振興基本計画推進会議

（12/26（水）10:00～12:00 高知会館）

６ 平成30年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の公表

（12月下旬）※スポーツ庁の公表に合わせて行う予定
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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 女性警察職員キャリアアップセミナー
（12/4（火）13:30～15:50 警察本部）

２ 女性地域警察官研修会
（12/6（木）9:30～17:00 警察本部）

３ 高知県警察・高知県歯科医師会連絡協議会役員会
（12/6（木）17:00～18:00 高知共済会館）

４ 年末年始の交通安全運動
・年末の実施期間
（12/6（木）～12/15（土）県下）
・（参考）年始の実施期間
（1/8（火）～1/17（木）県下）

５ ライフサイクルプランセミナー（資産形成）
（12/7（金）13:30～17:15 警察本部）

６ 高知県警察仕事体験セミナー
（12/9（日）、12/29（土）13:00～16:00 警察本部）

７ 愛媛県警察との直轄警察犬合同訓練
（12/13（木）、12/14（金）愛媛県警察学校等）

８ 警察官Ｂ採用前説明会
（12/15（土）10:00～17:00 高知県警察学校）
９ 高知県サイバーテロ対策協議会総会
（12/20（木）14:00～ 警察本部）
10 初日の出暴走取締り
（12/31（月）、1/1（火）県下）
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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 働き方改革推進支援セミナー

（12/4（火）9：00～10:00 須崎商工会議所

12/12（水）14:30～15:00 佐川町商工会

２ よろず支援拠点 ホームページ活用セミナー
（12/5（水）13:30～15:00 ぢばさんセンター）
３ 【見本市】マニュファクチャリング・インドネシア
（12/5（水）～12/8（土） インドネシア)
４ よろず支援拠点 ホームページ作成セミナー
（12/12（水）13:30～15:00 ぢばさんセンター）
５ よろず支援拠点 はじめてのグーグルアナリティクスセミナー
（12/19（水）13:30～15:30 ぢばさんセンター）
６ 働き方改革推進セミナー
（12/19（水）13:15～15:15 高知会館）

７ 第９回 事業戦略支援会議
（12/21（金）13:30～15:30 ぢばさんセンター）
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