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各部局等の主要な取り組み

部局名 １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）
（Ｈ29.10/23（月）～2/16（金） 職員能力開発センター２階小会議室）
２ 平成29年度高知県職員（上級）特別募集（土木９名）
（Ｈ29.12/4（月）～1/5（金））
３ 平成29年度 被災地支援に係る高知県任期付職員採用選考考査の募集
（行政３名程度）

（Ｈ29.12/15（金）～1/10（水））
４ 辞令交付式
（1/4（木）8:55～9:00 知事室）
５ 仕事始め式
（1/4（木）9:00～9:20 正庁ホール）
６ ２月補正予算編成
（1/5（金）見積書提出期限）
７ 平成29年度第３回税外未収金対策ヒアリング
（1/9（火）～1/31（水）本庁地下臨時会議室ほか）
８ 防火・防災研修会
（1/10（水）9:00～12:00 正庁ホール）
９ 平成29年度県有地等売払一般競争入札（期間入札）現地説明会
（1/10（水）10:00～ 高知市ほか）
（1/11（木）10:00～ 日高村ほか）
（1/12（金）13:00～ 室戸市）
10 第１回特別職報酬等審議会
（1/11（木）15:00～17:00 高知会館）
11 高知県安全衛生委員会
（1/12（金）15:00～17:00 正庁ホール）
12 平成30年度当初予算編成
（1/12（金）～1/15（月）総務部長協議）
（1/24（水）～1/31（水）知事査定）
13 平成29年度県有地等売払一般競争入札（期間入札）
（1/15(月）～1/26（金））
14 「高知県の公文書管理のあり方に関する検討委員会」の公募委員募集
（1/15（月）～2/15（木））
15 公益法人を対象とする研修会
（1/29（月）13:00～16:50 正庁ホール）

東京事務所 １ 品川区成人式における観光ＰＲ（龍馬関係）
（1/8（月）きゅりあん（品川区立総合区民会館））
２ 関東高知県人会新年会
（1/11（木）まるごと高知（東京都中央区））
３ 近畿日本ツーリスト有楽町店における高知県フェア
（1/12（金）、1/13（土））
４ 羽田空港第一ターミナルにおける観光ＰＲ（「志国高知 幕末維新博」関係）
（1/12（金）～1/14（日）羽田空港第１旅客ターミナル２階イベントスペース前）
５ JOIN移住・交流＆地域おこしフェア
（1/21（日）10:00～17:00 東京ビッグサイト（東京都江東区））
６ 三井住友海上「名産品フェスタin駿河台」における物販及び観光ＰＲ
（1/22（月）11:00～14:00 三井住友海上駿河台ビル（東京都千代田区））
７ 土佐二十日会平成30年前期定例会
（1/22（月）東京都港区）
８ 大田市場まつり
（1/25（木）～1/27（土）アトレ大森（東京都大田区））
９ 高知家ＩＴ・コンテンツネットワーク交流会Vol.２
（1/27（土）13:00～18:00 東京ガーデンテラス紀尾井町（東京都千代田区））
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危機管理部 １ 消防出初式
（1/6 （土） 9:00～ 大月町）
（1/6 （土）10:00～ 室戸市）
（1/6 （土）10:30～ 大川村）
（1/7 （日） 9:00～ 四万十市）
（1/7 （日） 9:00～ 三原村）
（1/7 （日） 9:30～ 宿毛市）
（1/7 （日） 9:30～ 土佐清水市）
（1/7 （日）10:00～ 土佐市）
（1/7 （日）10:00～ 本山町）
（1/7 （日）10:00～ いの町）
（1/7 （日）13:00～ 高知市）
（1/7 （日）13:00～ 安芸市）
（1/7 （日）13:00～ 香美市）
（1/7 （日）13:30～ 南国市）
（1/7 （日）13:30～ 須崎市）
（1/7 （日）14:00～ 香南市）
（1/11（木）11:00～ 嶺北広域町村事務組合）
（1/14（日） 8:30～ 黒潮町）
（1/14（日） 9:00～ 土佐町）
（1/14（日） 9:00～ 仁淀川町）
（1/14（日） 9:30～ 中芸広域連合）
（1/21（日）10:00～ 大豊町）
２ 第38回ナショナル・レジリエンス懇談会
（1/10（水）15:00～17:00 東京都）
３ 平成29年度「南海トラフ地震に備えよう！」啓発ポスター・標語コンクール
表彰式

（1/13（土）14:00～15:00 イオンモール高知南コート）
４ 平成30年防衛協力団体新年互礼会
（1/13（土）18:00～ 三翠園）
５ 平成29年度高知県高知市国民保護共同図上訓練
（1/15（月）13:00～17:00

正庁ホール、防災作戦室、高知市総合あんしんセンター）
６ 長期浸水対策高知市住民説明会
（1/18（木）18:30～20:30 江ノ口コミュニティーセンター）
（1/25（木）18:30～20:30 弥右衛門ふれあいセンター）
７ 避難所運営マニュアル作成支援
（1/21（日）8:00～12:00 四万十町）
８ 平成29年度四国４県消防ブロック会議
（1/22（月）14:00～17:00 高知会館）
９ 平成29年度四国４県消防主管課長会議
（1/23（火） 9:30～11:30 防災作戦室）
10 中国５県広域応援図上訓練（情報伝達訓練に参加）
（1/23（火）危機管理・防災課）
11 南海トラフ地震対策推進本部幹事会
（1/24（水）10:00～12:00 防災作戦室）
12 平成29年度第２回高知空港緊急計画連絡協議会
（1/31（水）14:00～15:00 南国市消防本部）



H30.1.10政策企画課

－3 / 24－

各部局等の主要な取り組み

部局名 １月の主要な取り組み予定

健康政策部 １ 広域がん検診
（1/7（日）9:00～ 高知県総合保健協会）
（1/14（日）9:30～ 高知市保健福祉センター）
（1/20（土）9:00～ 南国市保健福祉センター）
２ 難病指定医養成研修
（1/8（月）10:30～16:50、1/14（日）10:30～16:50 高知共済会館）
３ はたちの献血キャンペーン
（1/8（月）11:00～16:00 イオンモール高知南コート）
４ 第３回日本一の健康長寿県構想推進会議
（1/11（木）9:00～17:00 第二応接室）
５ 高知家健康パスポート事業参加施設向け説明会
（1/12（金）14:00～15:00 安芸総合庁舎）
（1/15（月）14:00～15:00 幡多総合庁舎）
（1/16（火）10:30～11:30 正庁ホール）
６ 第３回高知県災害医療対策本部会議災害時医療救護計画見直し検討部会
（1/12（金）18:30～20:30 第二応接室）
７ 在宅歯科人材育成研修会
（1/14（日）9:00～12:00 ＪＡはた高知）
８ 休日・譲渡見学会
・飼い方講習会
（1/14（日）10:00～12:00 わんぱーくこうち）
・譲渡見学会
（1/14（日）13:30～14:30 中央小動物管理センター）

９ 幡多地域在宅歯科連携室検討会
（1/18（木）13:30～15:30 幡多総合庁舎）
10 第２回高知県食の安全・安心推進審議会
（1/19（金）13:30～16:00 正庁ホール）
11 動物慰霊祭
（1/19（金）15:00～15:30 中村小動物管理センター）
12 第２回妊産婦救急救命基礎研修
（1/21（日）8:30～17:00 高知県立大学池キャンパス）
13 犬のしつけ方教室
（1/21（日）10:00～12:00 幡多総合庁舎）
14 小児慢性特定疾病指定医育成研修
（1/21（日）13:00～15:50 地下第５会議室）
15 平成30年度自治医科大学医学部第一次入学試験
（1/22（月）9:00～14:10
1/23（火）10:10～16:00 高知共済会館）
【参考】
・出願手続期間
（1/4（木）～1/17（水））
・第一次試験合格発表
（1/26（金）13:00）
・第二次入学試験
（2/1（木））
・第二次試験合格発表
（2/9（金）17:00）

16 県庁献血
（1/22（月）9:30～11:30、12:45～16:30 本庁舎正面玄関前）

→ 次頁へ続く
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健康政策部
（続き）

17 第２回こうち動物愛護センター（仮称）基本構想検討委員会
（1/25（木）13:15～15:45 総合あんしんセンター）
18 第63回四国公衆衛生学会総会・平成29年度四国公衆衛生研究発表会
（1/26（金）9:00～16:00 高知市文化プラザかるぽーと）
19 高知県災害薬事コーディネーター研修
（1/28（日）9:30～16:30 総合あんしんセンター）
20 第２回災害歯科保健医療対策検討会
（1/29（月）19:00～21:00 高知県歯科医師会館）
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地域福祉部 １ 第４回高知県高齢者保健福祉推進委員会
（1/9（火）18:30～20:30 高知共済会館）
２ 高知県少子化対策推進県民会議平成29年度第２回総会
（1/10（水）10:00～12:00 高知会館）
３ ひとり親家庭等就業・自立支援センター移動相談
（1/10（水）13:00～16:00 越知町保健福祉センター）
（1/17（水）13:00～16:00 佐川町健康福祉センターかわせみ）
（1/19（金）13:00～16:00 宿毛市役所）
（1/24（水）13:00～16:00 日高村保健センター）
（1/31（水）13:00～16:00 いの町役場）
４ 平成29年度第３回日本一の健康長寿県構想推進会議
（1/11（木）9:00～17:00 第二応接室）
５ 婚活サポータースキルアップ研修会
（1/13（土）13:30～16:00 高知共済会館）
６ 平成29年度あったかふれあいセンター職員スタッフフォローアップ研修
（1/16（火）10:00～15:00 ふくし交流プラザ）
（1/18（木）10:00～15:00 四万十市立中央公民館）
７ 在宅医療・介護連携推進事業と地域支援事業との一体的な推進にかかる研修
（1/17（水）13:30～16:30 県立ふくし交流プラザ）
８ 平成29年度高知県自殺未遂者支援連携体制研修会
（1/19（金）13:00～16:30 高知会館）
９ イベントサポーター養成講座
（1/21（日）9:30～12:00 安芸市民会館）
（1/27（土）9:30～12:00 四万十市立中央公民館）
（1/28（日）9:30～12:00 ちより街テラス）
10 高知県東部地域防災研修会
（1/21（日）13:00～16:00 安芸総合庁舎）
11 平成29年度第２回高知県自殺対策連絡協議会
（1/22（月）18:30～20:30 高知城ホール）
12 平成29年度高知県地域コーディネーター養成研修
・第３回基礎研修
（1/23（火）13:00～17:00 高知城ホール）
・第３回スキルアップ研修
（1/24（水）13:00～17:00 須崎商工会議所）
（1/25（木）13:00～17:00 高知会館）

13 イベントサポータースキルアップ研修
（1/27（土）14:00～16:00 四万十市立中央公民館）
（1/28（日）14:00～16:00 ちより街テラス）
14 平成29年度第３回高知県障害者施策推進協議会
（1/29（月）14:00～16:30 高知城ホール）
15 平成29年度高知県障害者サポート研修
（1/30（火）9:40～16:00 土佐乃國二十四万石）
16 平成29年度第２回あったかふれあいセンター推進連絡会
（1/31（水）13:00～16:00 ふくし交流プラザ）
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文化生活スポーツ
部

１ TOKUSHIMAサイクルフェスタ（４県連携事業）

（1/6（土）11:00～17:00

1/7（日）10:00～15:00 鳴門・大塚スポーツパーク）

２ 年始の交通安全運動街頭啓発

（1/9（火）7:30～8:20 附属小学校前交差点）

３ 第３回高知県スポーツ振興県民会議

・生涯スポーツ推進部会

（1/9（火）9:00～12:00 正庁ホール）

・スポーツツーリズム振興部会

（1/9（火）13:30～16:30 正庁ホール）

・競技力向上部会

（1/11（木）13:30～16:30 人権啓発センター６階ホール）

・本会議
（1/19（金）13:30～16:30 高新文化ホール）

４ 安全安心まちづくり功労団体等表彰審査会
（1/9（火）14:00～16:00 職員能力開発センター202会議室）

５ 第４回全国漫画家大会議チケット発売、体験イベント参加者募集開始

（1/9（火）～）

６ 人権と民主主義・教育と自治を守る高知県共闘会議との話し合い

（1/10（水）10:00～12:00 職員能力開発センター202会議室）

７ フィリピン・ベンゲット州農業実習生と文化生活スポーツ部長との懇談

（1/11（木）10:00～10:30 文学館ホール）

８ 部落解放同盟高知県連合会2018年荊冠旗びらき

（1/12（金）18:00～ 三翠園ホテル）

９ 「まんがで読む！幕末維新展」
・内覧会

（1/12（金）横山隆一記念まんが館）

・開幕

（1/13（土）～3/4（日）横山隆一記念まんが館）

10 高知くろしおキッズちゃれんじ２
（1/13（土）10:00～15:30 須崎市立スポーツセンター）
（1/14（日）10:00～15:30 高知県教育センター分館）

11 第３回こうち男女共同参画会議

（1/16（火）10:00～12:00 高知城ホール）

12 Ｊ２徳島ヴォルティス春季キャンプ

（1/16（火）～1/21（日）春野総合運動公園）

13 三菱電機四国支社長による知事表敬訪問

（1/17（水）11:45～12:00 知事室）

14 Ｊ２アルビレックス新潟春季キャンプ

（1/17（水）～2/10（土）春野総合運動公園）
15 私学要望
（1/18（木）11:30～12:00 第二応接室）

16 ミクロネシア大統領来高

（1/18（木）～1/20（土）牧野植物園ほか）

→ 次頁へ続く
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文化生活スポーツ
部
（続き）

17 市町村消費生活相談員研修

（1/19（金）9:30～16:30 県立消費生活センター）
18 平成29年度人権啓発研修ヒューマンパワー育成講座

・講演会「いろいろなハラスメントへの対応と最新情報」
講師:三木 啓子氏

（1/19（金）14:00～16:00 高知県立人権啓発センター６階ホール）

19 Ｊ２カマタマーレ讃岐春季キャンプ

（1/20（土）～1/23（火）春野総合運動公園）

20 四国４県消費者行政担当課長会議等

（1/23（火）13:00～16:10 とくしま消費者行政プラットフォーム）
21 第３回サイクルパーツ合同展示会（１小間出展予定）
（1/24（水）12:00～17:00
1/25（木）10:00～16:00 東京都立産業貿易センター・台東館）

22 2017年度高知県市町村じんけん行政連絡協議会・高知県隣保館協議会合同研

修会

（1/25（木）13:30～15:30 高知市立朝倉総合市民会館）

23 平成29年度地方消費者フォーラム～中国・四国ブロック～

（1/25（木）13:30～16:15 ホテル日航高知旭ロイヤル）
24 ファミリー・サポートセンター事業アドバイザー研修
（1/25（木）13:30～16:30 県立文学館）

25 まんが王国・土佐推進協議会第５回事業推進部会

（1/25（木）18:30～20:00 地下室第３、第４会議室）
26 平成29年度人権啓発研修ハートフルセミナー

・講演会「母親を介護して思うこと～高齢者の人権～」
講師:綾戸 智恵氏

（1/26（金）14:00～16:00 高知県立人権啓発センター６階ホール）
27 高知県公立大学法人経営審議会
（1/31（水）14:00～16:00 高知県立大学法人永国寺キャンパス）
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産業振興推進部 １ 高知家の「○○家族」募集
（6/7（水）～）
２ 高知家学講座作品展示
（1/5（金）～1/22（月）よさこい情報交流館）
３ 高知県とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社との「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

（1/9（火）15:00～15:20 第一応接室）
４ GO GO FOODS香港輸出促進セミナー＆香港販路開拓商談会
・輸出促進セミナー
（1/10（水）14:00～17:00 四国銀行本店）
・販路開拓商談会
（1/11（木）9:00～17:00 高知会館）

５ 高知家のうまいもの大賞2018
・展示販売会
（1/13（土）10:00～17:00 イオンモール高知）
・表彰式
（1/13（土）11:00～11:30 イオンモール高知）

６ 高知が好きやねん！大阪ナイト
（1/13（土）18:00～21:00 わらやき屋北新地大阪本店）
７ 第５回産業振興推進本部会議
（1/15（月）9:00～17:00
1/16（火）9:00～11:30 第二応接室）
８ ＨＡＣＣＰ研修
（1/15（月）、1/16（火）10:00～17:00 総合あんしんセンター）
９ 第３回商品力アップ相談会
（1/17（水）13:00～16:50
1/18（木）9:30～16:50 工業技術センター）
10 第２回産業振興計画フォローアップ委員会連携テーマ部会
（1/18（木）13:30～15:30 高知会館）
11 ｢移住・交流＆地域おこしフェア｣への出展

主催:一般社団法人移住・交流推進機構
（1/21（日）東京ビッグサイト）
12 四国４県連携四国産品ＰＲイベント
（1/20（土）、1/21（日）ハノイ（ベトナム））
13 第２回産業振興計画フォローアップ委員会
（1/22（月）13:30～17:00 高知サンライズホテル）
14 土佐ＭＢＡ貿易実務講座（英文契約書編）
（1/23（火）10:00～17:00 ココプラ）
15 平成30年度中部高知県人会定期総会
（1/27（土）17:30～20:00 ローズコートホテル（名古屋市））
16 移住体験ツアー「暮らすように旅する」の開催
（1/27（土）、1/28（日）須崎市、高知市（ＪＲ大阪駅発））
17 カルビー株式会社代表取締役社長伊藤秀二氏による知事表敬訪問
（1/29（月）14:00～14:15 第一応接室）
18 食材発掘！産地視察
（1/30（火）9:30～15:30
1/31（水）8:30～15:10 県内各所）

産学官民連携セン

ター（こうち起業

サロン含む）

１ トサベン2017起業家育成塾

・セミナー、合宿

（1/6（土）～1/8（月）10:00～17:00 コリビングスペース「ОＵＣＨＩ」）

→ 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）

２ 土佐ＭＢＡ実科「目指せ！弥太郎商人塾」
・SESSION５「組織マネジメントと販売拡大手法」
（1/16（火）13:00～17:00
1/17（水）、1/18（木）9:00～17:00 ココプラ）
・地域版商人塾（幡多地域）
（1/19（金）14:00～16:00 四万十市防災センター）
・地域版商人塾（高幡地域）
（1/23（火）14:00～16:00 須崎市立市民文化会館）

３ シーズ・研究内容紹介⑰
高知学園短期大学
「がん患者における食欲低下の要因と食事摂取支援に関する研究」

（1/17（水）15:30～17:00 ココプラ）
４ 第10回コーディネーター会議
（1/18（木）16:30～17:30ココプラ）
５ 土佐ＭＢＡ実科「新事業創出講座」⑤
（1/19（金）13:00～17:00 ココプラ）
６ 経営者トーク⑨
「スポーツによるひとづくりは、会社でのひとづくりと同じ
～Ｊリーグクラブができると高知はどのように変わるのか～」
講師:宮地電機株式会社代表取締役社長 宮地 貴嗣氏）

（1/19（金）18:30～20:00 ココプラ）
７ こうち起業サロン「KOCHI START UP PARK」
・ステップアッププログラム①
（1/20（土）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）
・ステップアッププログラム②
（1/27（土）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）

８ Issue Design Lab（イシュー デザイン ラボ）
（1/21（日）10:00～13:00 高知県立大学法人永国寺キャンパス地域連携棟）
９ 土佐ＭＢＡ本科「ビジネストレンドセミナー」④
「シェアリングエコノミーと地方創生の可能性」
講師:一般社団法人シェアリングエコノミー協会事務局渉外部長

内閣官房シェアリングエコノミー伝道師 石山 アンジュ氏）
（1/23（火）14:00～16:00 ココプラ）
10 土佐ＭＢＡ実科「ＭＢＡアドバンス」
・成果報告会
（1/24（水）13:30～17:00 ココプラ）

11 土佐ＭＢＡ実科「高知コ・クリエーションベース」⑤
・成果発表会
（1/26（金）13:15～18:00 ココプラ）

12 NARIWAI Start up Salon（ナリワイ スタートアップ サロン）
（1/28（日）嶺北地域）
13 土佐ＭＢＡ本科「ビジネストレンドセミナー」⑤
「ダイバーシティ～労働人口減少時代の地方中小企業における新しい雇用と活
躍の活路～」
講師:東洋大学理工学部生体医工学科准教授 小島 貴子氏

有限会社まるみ取締役社長 三鴨 岐子氏
パナソニックヘルスケア株式会社モノづくりセンター技術企画部

小林 真里氏
（1/29（月）18:30～20:30 高知県立大学法人永国寺キャンパス教育研究棟１階）
14 シーズ・研究内容紹介⑱

高知県立大学
「地域保健活動におけるＣＢＰＲ～地域母子保健活動の推進、大腸がん精密
検査受診行動～」

（1/31（水）18:30～20:00 ココプラ）
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名古屋事務所 １ 高知フェア
（1/11（木）～1/16（火）アピタ桑名店（三重県））
２ 中日ビル移住相談デスク
（1/18（木）中日ビル（名古屋市））
３ 平成30年度中部高知県人会定期総会
（1/27（土）17:30～20:00 ローズコートホテル（名古屋市））

地産外商公社 １ まるごと高知 鏡開き＆振る舞い酒
（1/2（火）、1/3（水）13:00～）
２ アンテナショップ連動企画「天皇盃全国男子駅伝応援スタンプラリー」
（1/6（土）～1/21（日）都内23アンテナショップ）
３ 日本全国ぐるぐるグルメ～高知～
（1/7（日）16:00～16:30 テレビショッピングＱＶＣジャパン）
４ 高知の伝統野菜ＰＲ試食会
（1/9（火）まるごと高知おきゃく）
５ AKOMEYA TOKYO商談会
（1/11（木）、1/12（金）高知ぢばさんセンター）
６ まるごと高知出張商談会及び商品開発・外商活動相談会
（1/18（木）13:30～16:00 須崎総合庁舎）
７ 加藤産業 第40回2018春＆夏の新製品発表会
（1/18（木）、1/19（金）神戸国際展示場）
８ 日本アクセス春季フードコンベンション2018
（1/24（水）、1/25（木）インテックス大阪）
９ 旭食品フーデム2018
（1/25（木）、1/26（金）神戸国際展示場）
10 まるごと高知「冬の酒まつり」
（1/27（土）、1/28（日））
【参考:まるごと高知 年始の営業】
＜物販:１階「とさ市」・地下１階「とさ蔵」＞
1/1（月）休業
1/2（火）、1/3（水）
・鏡開き・振る舞い酒
（1/2（火）～1/4（木）10:30～18:00）
1/5（金）10:30～20:00（通常営業）
＜飲食:２階レストラン TOSA DINING おきゃく＞
Ｈ29.12/31（日）～1/4（木）休業
1/5（金）17:30～22:00（ディナーのみ）
1/6（土）10:30～22:00（通常営業）

大阪事務所 １ Ｕターン・Ｉターン就職相談会
（1/9（火）12:50～16:05 大阪経済大学）
（1/10（水）13:00～16:00 京都橘大学）
（1/15（月）11:30～17:00 大阪商業大学）
（1/16（火）12:00～16:30 大谷大学）
（1/29（月）11:00～15:00 関西外国語大学）

２ 高知が好きやねん！大阪ナイト
（1/13（土）18:00～21:00 わらやき屋北新地大阪本店）
３ 明治維新150年「薩長土肥」観光・物産展
（1/20（土）10:00～16:00 京橋ドーム（大阪市））
４ 四国うまいもの市
（1/23（火）、1/24（水）10:00～18:00 愛媛県大阪事務所）
５ 平成29年度高知県観光説明会
（1/30（火）15:00～20:30 大阪新阪急ホテル）
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中山間振興・交通
部

１ よさこいジビエシンポジウム
（1/12（金）13:00～16:00 ちより街テラス）
２ わな猟技術講習会
（1/13（土）13:00～ 地域活力センターゆすはら・夢・未来館）
３ 冬の親子愛鳥教室
（1/14（日）10:00～12:00 高知市鏡川河畔みどりの広場ほか）
４ よさこいジビエフェア
（1/15（月）～3/14（水） 県内40店舗）
５ JOIN移住・交流＆地域おこしフェア
（1/21（日）10:00～17:00 東京ビッグサイト）
６ 第1回高知県特定鳥獣保護管理計画検討会
（1/23（金）13:30～ 高知城ホール）
７ 高知ふるさと応援隊現場訪問ツアー第３弾in四万十町
（1/25（木）13:00～17:00 四万十町内）
８ 狩猟免許試験
・銃猟
（1/27（土）10:00～ 高知県立ふくし交流プラザ）
・わな猟
（1/28（日）10:00～ 高知県立ふくし交流プラザ）
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商工労働部 １ 高知商工会議所新年祝賀会
（1/4（木）17:30～ 高知商工会館）
２ 2018年新春旗開き（情報労連高知県協議会）
（1/4（木）18:00～ 城西館）
３ 立地企業進出表明
（1/9（火）10:30～10:50 第一応接室）
４ 株式会社セントメディア企業説明会・面接会
（1/9（火）13:00～17:00 ハローワーク高知
1/11（木）13:00～17:00 セントメディア）
５ 高知県ＩｏＴ推進ラボ研究会「高知家健康パスポート」アプリ検討会
（1/10(水)13:30～15:30 県立ふくし交流プラザ）
６ 平成29年度高知県・高知労働局一体的実施事業運営協議会
（1/10（水）13:30～14:30 高知会館４階やまもも）
７ 平成29年度第２回高知県雇用対策協定運営協議会
（1/10（水）14:45～16:45 高知会館４階やまもも）
８ 連合高知2018年「旗開き」
（1/10（水）18:00～ 城西館）
９ 就活キックオフセミナー
（1/11（木）15:00～17:00高知工科大学香美キャンパス)
10 株式会社コムニコ会社説明会・面接会
（1/12（金）13:00～17:00
（1/13（土））13:00～17:00 高知城ホール）
11 四国地域海外展開応援フォーラムin高知
（1/12（金）13:30～17:25 高知会館）
12 知的財産セミナー
「ブランドってなぁに？～基礎からの商標権とブランディング戦略～」

（1/12（金）18:00～19:45 土佐町「町の自習室あこ」）
13 県労連・2018年新春旗びらき
（1/12（金）18:30～ 高知城ホール４階）
14 株式会社シンフィールド会社説明会・面接会
（1/14（日）13:30～17:00 高知市役所たかじょう庁舎）
（1/15（月）13:30～17:00 高知県民文化ホール多目的室）
15 四万十市チャレンジショップＴＪＢ運営会議
（1/16（火）10:30～12:00 チャレンジショップＴＪＢ）
16 高知県ＩｏＴ推進ラボ研究会会員による現場視察（林業現場）
（1/16（火）13:00～17:00 仁淀川町役場、仁淀川林産協同組合佐川集材センター）
17 第２回産業振興計画フォローアップ委員会商工業部会
（1/17（水）13:30～16:00 高知会館）
18 平成29年度高知県コンテンツビジネス起業研究会第５回個別相談会及び情報
交換会

（1/19(金)13:30～17:00 高知共済会館）
19 土佐ＭＢＡ「アプリ開発人材育成講座＜応用編＞」
（1/20（土）10:00～17:00
1/24（水）18:30～20:30
1/31（水）18:30～20:30 産学官民連携センター）

20 タイ・ベトナム副知事トップセールス
（1/21（日）～1/25（木）バンコク（タイ）、ハノイ（ベトナム））
21 第10回ＩｏＴ推進ラボ研究会セミナー
「シェアリングエコノミーと地方創生の可能性」
共催：産学官民連携センター

（1/23（火）14:00～16:00 産学官民連携センター）
→ 次頁へ続く
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商工労働部
（続き）

22 第３回高知県働き方改革推進会議
（1/23（火）14:00～16:00 ちより街テラス）
23 四国うまいもの市（深層水ＰＲ）
（1/23（火）、1/24（水）愛媛県大阪事務所）
24 経営革新審査会
（1/23（火）職員能力開発センター）
25 平成29年度第２回高知県雇用対策本部幹事会
（1/24（水）9:00～10:00 防災作戦室）
26 ものづくり産業強化事業費補助金審査会（試作開発・製品改良）
（1/26（金）13:00～17:00 工業技術センター）
27 高知県工業会講演会・新年賀詞交勧会
（1/26（金）17:00～ 城西館）
28 高知家ＩＴ・コンテンツネットワーク交流会Vol.２
（1/27（土）13:00～18:00 Yahoo!JAPAN「LODGE」）
29 土佐和紙書き初め大会表彰式
（1/28（日）13:00～14:30 いの町紙の博物館）



H30.1.10政策企画課

－14 / 24－

各部局等の主要な取り組み

部局名 １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」明治維新150年記念年越しイベントin桂浜

（Ｈ29.12/31（日）23:00～1/1（月）1:00 高知市桂浜公園 坂本龍馬像周辺）

２ 「志国高知 幕末維新博」特別巡回展

・「幕末維新写真展」

（1/2（火）～2/18（日） いの町紙の博物館）

・「坂本龍馬書簡『新国家』巡回展」

（1/20（土）～2/12（日） 高知城歴史博物館）

３ 「志国高知 幕末維新博」関連企画展

・「お正月展示」

（1/4（木）～1/28（日） 絵金蔵）

・「高知の近代画人展～土陽美術を中心に～」

（1/6（土）～2/4（日） 高知市立龍馬の生まれたまち記念館）

・「龍馬さんと数珠つなぎ！幕末を彩った絵師たち」

（1/20（土）～4/15（日） 創造広場「アクトランド」）

・「堺事件-150年の時を経て-」

（1/20（火）～3/25（日） 県立歴史民俗資料館）

・「絵金の見た四季展（仮称）」

（1/30（火）～4月上旬 絵金蔵）

４ 第２回香南市三宝山観光拠点化基本計画検討委員会
（1/10（水）13:30～15:30 のいちふれあいセンター）
５ 羽田空港第一ターミナルにおける観光ＰＲ（「志国高知 幕末維新博」関係）
（1/12（金）～1/14（日）羽田空港第１旅客ターミナル２階イベントスペース前）
６ 台湾・香港現地商談会
（1/15（月）～1/17（水）香港、台北市・高雄市（台湾））
７ 第２回産業振興計画フォローアップ委員会観光部会
（1/18（木）10:00～12:00 共済会館）
８ 天狗高原・四万十川源流点活性化プロジェクト協議会

（1/18（木）13:30～ 津野町役場）

９ 第30回全国龍馬ファンの集い（明治維新150年記念東京大会）実行委員会

第５回部会長会

（1/20（土）13:30～16:30 龍馬の宿「南水」）

10 おかみさん会意見交換会・新年会

（1/25（木）15:00～）
11 志国高知幕末維新博推進協議会
・第９回誘致・広報部会
（1/29（月）10:00～12:00）

・第９回受入部会

（1/29（月）13:30-15:30）

12 外国客船「コスタ・ネオロマンチカ」高知新港寄港
（1/29（月）9:00入港～17:00出港、乗客定員:1,572名、総ﾄﾝ数:56,769t）

※外国客船の寄港 暦年1回目、年度30回目
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観光コンベンショ
ン協会

１ もて海ステージショー＆バラエティショー
（1/1（月）～1/3（水）こうち旅広場）
２ 三山ひろし氏の新曲「いごっそ魂」発売記念イベント
（1/10（水）15:00～ こうち旅広場）
３ 高知県の観光と物産展
（1/10（水）～1/15（月）北海道北見市コミュニティプラザ パラボ）
４ メディア系旅行会社個別セールス
（1/11（木）、1/12（金）福岡、名古屋）
５ 坂本龍馬 書簡貸出セレモニー＆トークショー
（1/14（日）14:00～ こうち旅広場）
６ 台湾・香港現地商談会及び台湾エージェント訪問
・商談会
（1/15（月）～1/17（水） 香港、台北市・高雄市（台湾））
・台湾エージェント訪問
（1/18（木）、1/19（金）台湾）

７ サッカーＪ２徳島ヴォルティス春季キャンプ
（1/16（火）～1/21（日）春野総合運動公園）
８ サッカーＪ２アルビレックス新潟春季キャンプ
（1/17（水）～2/10（土）春野総合運動公園）
９ 第３回高知県スポーツ振興県民会議
（1/19（金）13:30～16:30 高新文化ホール）
10 サッカーＪ２カマタマーレ讃岐春季キャンプ
（1/20（土）～1/23（火）春野総合運動公園）
11 高知ゆかりの企業セールス
（1/29（月）～1/31（水）関西エリア）
12 高知県観光説明会・大阪
（1/30（火）15:00～20:30 大阪新阪急ホテル）
13 パーソナル・メディア系旅行会社への個別セールス
（1/31（水）大阪）
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農業振興部 １ ウエルカムフラワーの展示
（Ｈ29.12/28（木）～1/3（水）、1/6（土）～1/8（月）高知龍馬空港）
２ 就農相談会inこうち
（1/5（金）10:00～16:30 イオンモール高知専門店街１階セントラルコート）
３ 「土佐の料理伝承人」による郷土料理伝承講座

（1/11（木）10:00～14:00 四万十町十和地域振興局）

（1/26（金）13:00～15:00 すこやかセンター伊野）

４ 平成29年度第２回高知県産業振興計画フォローアップ委員会農業部会

（1/16(火）9:30～12:00 高知城ホール）

５ 高知の花展示商談会「よさこい華まつり in Osaka」

（1/17（水）13:00～17:00 城見ホール（大阪府））
６ 高知青果フェア
（1/17（水）～1/23（火）西宮阪急ほか）
７ ６次産業化セミナー実践コース成果発表会

（1/19（金）13:00～17:00 ちより街テラス）

８ マイナビ就農FEST（東京会場）

（1/20（土）13:00～17:00 ＪＲ新宿ミライナタワー）
９ 水稲新品種「高育76号」命名式
（1/20（土）14:00～15:30 城西館）
10 平成29年度多面的機能支払中国四国シンポジウムin志国高知
（1/25(木）14:00～17:00 高知県民文化ホール）
11 高知のやさい・くだもの・花フェスタ
（1/27（土）9:00～16:00、1/28（日）9:00～15:00 ぢばさんセンター）
12 新・農業人フェア
（1/27（土）10:30～16:30 大阪マーチャンダイズマート）
13 第６回こうちアグリスクール
（1/27（土）、1/28（日） 農業担い手育成センター）
14 平成29年度高知県農林業基本対策審議会
（1/30（火）9:30～12:00 高知共済会館）
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林業振興・環境部 １ 平成30年新年祝賀名刺交換会（土佐緑友会）
（1/4（木）11:00～13:30 ザ クラウンパレス新阪急高知）
２ Ｈ30林業大学校入校説明会
（1/7（日）13:00～14:30 林業大学校）
３ 森林環境税（仮称）等に係る都道府県林務関係部局長等会議
（1/11（木）東京都 農林水産省）
４ 「協働の川づくり事業」株式会社伊藤園との協定締結式
（1/15（月）13:00～13:30 第一応接室)
５ 第２回産業振興計画フォローアップ委員会林業部会
（1/18（木）9:30～12:00 高知城ホール）
６ ミクロネシア大統領来高に伴う記念植樹（国際交流課調整中）
（1/18（木）牧野植物園）

７ 高知県リサイクル製品等認定審査会

（1/22（月）13:30～15:30 高知共済会館）
８ ＣＬＴ建築物（北川温泉）構造見学会
（1/24（水）11:00～14:20 北川村）

９ 平成29年度全国都道府県及び政令指定都市等環境担当部局長会議

（1/25（木）10:00～16:00 環境省）
10 協働の森づくり事業交流活動
・四国電力株式会社
（1/25（木）四万十町）

11 奈半利川水系ダム検討会

（1/26（金）14:00～16:00 田野ふれあいセンター)

12 森林の仕事ガイダンス
（1/27（土）11:00～17:00 品川インターシティホール）
13 平成29年度高知県砂防・治山地方連絡調整会議
（1/29（月）13:30～16:00 高知森林管理局)

14 民有林森林整備事業担当課長等会議

（1/29（月）13:30～18:00 農林水産省７階講堂）

15 森林整備公社理事会
（1/30（火）10:00～12:00 森連会館会議室）
16 ウッドコレクション2018（東京モクコレ）
（1/30（火）10:00～17:30
1/31（水）10:00～16:30 東京ビッグサイト）
17 ＣＬＴ企画立案講習会in高知
（1/30（火）13:30～16:30 ちより街テラス）
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水産振興部 1 香港輸出促進セミナー
（1/10（水）14:00～17:00 四国銀行本店）
2 香港販路開拓商談会
（1/11（木）9:00～17:00 高知会館）
3 カツオ県民会議
・資源調査・保全分科会
（1/15（月）12:30～14:30 高知大学）
・食文化分科会
（1/16（火）14:00～16:00 株式会社丸三）

4 第２回産業振興計画フォローアップ委員会水産業部会
（1/18（木）14:00～16:00 水産会館）
5 食育事業
（1/20（土）10:45～13:00 馬路村立馬路小）
6 第８回土佐のおさかなまつり
（1/21（日）10:00～15:00 高知市中央公園）
7 会計実地検査（会計検査院第４局農林水産検査第３課）
（1/22（月）～1/26（金））
8 第21期第13回高知海区漁業調整委員会
（1/26（金）14:00～ 高知共済会館）
9 「高知家の魚応援の店」産地見学会
（1/28（日）～1/29（月）中土佐町、四万十町、四万十市、土佐清水市）
10 消費地市場合同会議
（1/30（火）17:00～20:00 ザ クラウンパレス新阪急高知）
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土木部 １ フェリー「きそ」高知新港寄港
（1/1（月）8:00入港～20:30出港）
２ のいち動物公園お正月イベント
（1/2（火）、1/3（水）高知県立のいち動物公園）
３ 高知県建設産業団体連合会新年懇談会
（1/4（木）13:00～15:00 クラウンパレス新阪急高知）
４ 平成29年度第７次災害査定
（1/9（火）～1/12（金）四万十市ほか８市町村）
５ 高知県被災宅地危険度判定士養成講習会
（1/11（木）高知県民文化ホール）
（1/12（金）四万十市立中央公民館）
６ 平成29年度第２回河川管理に関する勉強会・現地視察
（1/15（月）、1/16（火）高知会館ほか）
７ 第35回高知県地方港湾審議会
（1/16（火）10:00～ 高知共済会館）
８ 海上自衛隊高知港寄港
・掃海管制艇「くめじま」
（1/17（水）入港～1/19（金）出港）
・水中処分母船「ＹＤＴ－04」
（1/23（火）入港～1/25（木）出港）

９ 木造住宅耐震補強工事実務講習会

（1/18（木）、1/19（金）ポリテクセンター高知）

10 平成29年度高知県土木部総合評価委員会

（1/19（金）9:30～11:30 高知共済会館）

11 被災宅地危険度判定調整員養成講習会
（1/23（火）春野総合運動公園内ホテルスポーツパレス）
12 全国港湾関係団体新春賀詞交歓会
（1/24（水）18:30～ ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京）

13 平成29年度木造住宅耐震リフォーム達人塾

（1/26（金）10:00～16:00 高知城ホール）
14 平成29年度奈半利川水系ダム検討会
（1/26（金）14:00～16:00 田野町ふれあいセンター）
15 外国客船「コスタ・ネオロマンチカ」高知新港寄港
（1/29（月）9:00入港～17:00出港、乗客定員:1,572名、総ﾄﾝ数:56,769t）

※外国客船の寄港 暦年1回目、年度30回目
16 高知から発信する下水道の未来第１回シンポジウム
（1/29（月）～1/30（火）高知大学朝倉キャンパスほか）
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会計管理局 １ 会計検査
（1/11（木）嶺北林業振興事務所）
（1/12（金）須崎警察署）
（1/17（水）中部教育事務所）
（1/24（水）高知高等技術学校）
（1/25（木）農業政策課、財政課、税務課、市町村振興課）
（1/26（金）水産試験場）
（1/29（月）精神保健福祉センター）
（1/30（火）秘書課、雇用労働政策課、農地・担い手対策課、産地・流通支援課）
（1/31（水）河川課、道路課、建築課、高等学校課）
２ 収入証紙実地検査
（1/17（水）9:30～ 高知銀行本町支店

13:00～ 四国銀行県庁支店）
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公営企業局 １ 県立病院職員（薬剤師）採用選考試験募集
（Ｈ29.12/27（水）～1/29（月））
２ 第79回がんの勉強会
（1/12（金）18:00～ 幡多けんみん病院）
３ 第16回全国病院事業管理者・事務責任者会議
（1/18（木）、1/19（金）ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー）
４ 高知家総合診療専門研修管理委員会
（1/28（日）13:00～14:00 高知大学医学部内レジデントハウス南風）
５ 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）

６ あき総合病院経営幹部会議

（日程調整中 あき総合病院）

７ 「公営企業局震災対応マニュアル」に基づく点検訓練、情報収集及び伝達

訓練

（日程調整中 発電管理事務所ほか）
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教育委員会 １ 平成29年度高等学校産業教育生徒研究発表会
（1/6（土）9:10～16:10 高知県立大学法人永国寺キャンパス）
２ 第３回社会教育主事等研修
（1/12（金）13:30～16:40 県立高知青少年の家）
３ 平成29年度高知県新任市町村教育委員・教育長合同研修会
（1/12（金）14:00～16:45 高知会館）
４ 「高知家の親の育ちを応援する学習プログラム」を活用した講座
（1/15（月）10:00～11:00 吉川みどり保育所子育て支援センター）
５ 平成29年度西部教育事務所管内学校支援地域本部事業研修会
（1/15（月）13:30～16:30 黒潮町ふるさと総合センター）
６ 第５回教育委員会協議会（高吾地域）
（1/15（月）18:00～20:00 四万十町農村環境改善センター）
７ 平成29年度第３回多様な学習支援推進事業に関する検討会議
（1/16（火）9:20～15:40 岡豊高等学校）
８ 若者はばたけプログラム活用研修会初級講座Ⅳ
（1/19（金）10:30～17:00 高知青少年の家）
９ 平成29年度高知県町村教育長会秋季研修会
（1/19（金）14:30～17:30 土佐町保健福祉センター）
10 平成29年度放課後児童支援員認定資格研修（追加日程の開催）
（1/20（土）、1/21（日）9:30～16:50 県立高知青少年の家）
11 第２回高知県特別支援学校技能検定
（1/20（土）9:30～15:30 高知県立障害者スポーツセンター）
12 第２回高知県市町村人権教育・啓発担当者連絡協議会
（1/22（月）13:00～16:00 教育センター分館）
13 平成29年度高知県地域による教育支援活動研修会（中部ブロック）
（1/22(月)13:00～16:50 高知県青少年の家）
14 第３回第２期高知県教育振興基本計画推進会議
（1/23（火）9:30～11:30 高知会館）
15 第６回教育委員会協議会（幡多地域）
（1/24（水）18:00～20:30 四万十市立中央公民館）
16 第３回高知県社会教育委員会
（1/24（水）13:30～16:00 遊分舎）
17 第44回全国高等学校総合文化祭高知大会第３回開催準備委員会
（1/25（木）15:00～17:00 県立高知城歴史博物館ホール）
18 第２回公立中学校夜間学級設置検討委員会
（1/26（金）9:00～12:00 高知会館）
19 平成29年度県立学校長事業等説明会
（1/26（金）13:30～17:00 教育センター分館）
20 高知県社会教育実践交流会
（1/27（土）10:00～16:00 高知県立農業高等学校）
21 地域学校協働活動推進フォーラムin南国市
（1/28（日）13:30～16:45 南国市立稲生小学校）
22 第３回グローバル教育推進委員会
（1/29（月）13:30～16:00 高知共済会館）
23 平成29年度都市教育長協議会定例会
（1/29（月）14:00～17:00 室戸市保健福祉センターやすらぎ）
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警察本部 １ 年始の交通安全運動
（1/9（火）～1/18（木））
２ 平成30年高知県警察年頭視閲式
（1/12（金）10:30～12:00 城西公園グラウンド）
３ 平成29年度高知県警察拳銃射撃競技大会
（1/19（金）9:00～16:00 警察学校射撃場）
４ 高知県被害者支援連絡協力会定例会
（1/22（月）13:30～15:00 警察本部講堂）
５ 平成29年度高知県警察災害警備訓練
（1/26（金）11:00～15:00 須崎市立スポーツセンター）
６ 県下警察署長会議
（1/26（金）13:05～17:15 警察本部講堂）
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産業振興センター １ 仕事始め式
（1/4（木）8:30～ ぢばさんセンター）
２ よろず支援拠点 ＩｏＴ実践セミナー
（1/10（水）14:00～16:00 ぢばさんセンター）
３ ぢばさん大賞審査会
（1/12（金）、1/13（土） ぢばさんセンター）
４ 四国地域海外展開応援フォーラムin高知
（1/12（金）13:30～17:25 高知会館）
５ よろず支援拠点 フェイスブックセミナー（アカウント開設編）
（1/15（月）13:30～14:30 ぢばさんセンター）
６ 第３回近畿・四国合同広域下請商談会担当者会議
（1/15（月）14:00～17:00 京都市）
７ 農商工連携セミナー
（1/16（火）13:00～16:00 ぢばさんセンター）
８ ネットショップ成功者から学ぶセミナー
（1/17（水）13:30～16:00 ぢばさんセンター）
９ 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
（1/17（水）14:00～16:00 ぢばさんセンター）
10 タイ・ベトナム副知事トップセールス
（1/21（日）～1/25（木）バンコク（タイ）、ハノイ（ベトナム））
11 よろず支援拠点 ウェブ活用法勉強会
（1/24（水）13:00～15:30 ぢばさんセンター）
12 高知県工業会賀詞交歓会
（1/26（金）17:00～ 城西館）
13 よろず支援拠点 フェイスブックセミナー（フェイスブックページ作成編）
（1/29（月）13:30～15:00 ぢばさんセンター）
14 第10回 事業戦略支援会議
（1/30（火）13:30～15:30 ぢばさんセンター）
15 よろず支援拠点 ＩｏＴ体感セミナー
（1/31（水）14:00～16:00 ぢばさんセンター）


