
各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

総務部 １ ９月補正予算
（7/30（月）見積書提出期限）
（8/23（木）、8/24（金）総務部長協議）
（９月上旬（調整中）知事査定）
２ 定期健康診断

本庁・高知地区
（8/6（月）～8/10（金）、8/13（月）、8/15（水）～8/17（金）、8/20（月）
9:00～11:00、13:30～15:00 正庁ホール）
本庁・高知地区以外

（8/2 （木）14:30～15:00 安芸土木事務所室戸事務所
8/3 （金）13:30～15:30 須崎福祉保健所
8/8 （水）13:30～14:30 須崎土木事務所四万十町事務所
8/9 （木）14:00～14:30 幡多土木事務所宿毛事務所
8/17（金） 9:30～11:00 安芸総合庁舎
8/17（金）13:30～15:00 香美農林合同庁舎
8/23（木） 9:00～11:00、13:30～15:00 中村合同庁舎（幡多土木事務所））

３ 第３回高知県の公文書管理のあり方に関する検討委員会
（8/3（金）13:30～16:00 オーテピア４階研修室）
４ 第２回行幸啓本部会議
（8/3（金）16:15～17:00 第二応接室）
５ 知事定例記者会見
（8/7（火）14:00～14:30 第一応接室）
６ れんけいこうち広域都市圏担当者会議
（8/7（火）14:00～16:00 幡多総合庁舎）
（8/8（水）10:30～12:00 安芸総合庁舎

15:00～16:30 中央東土木事務所本山事務所）

７ 対話と実行行脚（第３回）

（8/8（水） 日高村）
８ 平成30年度 第１回健康づくり研修会
（8/8（水）16:00～17:00 正庁ホール）
９ 第２回高知県情報ハイウェイ契約終了後の後継ネットワークのあり方に関す
る検討会

（8/10（金）13:00～16:00 高知会館）
10 高知県職員（保健師・歯科衛生士・心理判定員・看護教員）採用選考考査
（8/18（土）9:00～17:00 正庁ホール）
11 高知県庁インターンシップ

受入人数：120名（38校）、各部局で受入れ
（受入期間：8/20（月）～8/24（金）（１週間コース）

8/27（月）～8/31（金）（ 〃 ）
9/3 （月）～9/7 （金）（ 〃 ）
8/20（月）～8/31（金）（２週間コース）
8/27（月）～9/7 （金）（ 〃 ））

→ 次項へ続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

総務部
（続き）

12 町村議会議長研修会及び県政に対する意見交換会
（8/20（月）14:00～17:15 自治会館３階第１会議室）
13 平成30年度 第２回健康づくり研修会
（8/20（月）16:00～17:00 正庁ホール）
14 情報システム担当者研修会
（8/21（火）、8/22（水）10:00～12:00 職員能力開発センター）
15 ハラスメント対策研修（一般職員向け）
（8/22（水）10:00～12:00、13:30～15:30 高知城ホール）
16 品川区との連携協定締結式
（8/23（木）13:00～13:40 品川区役所）
17 法制審議会
（8/27（月）13:15～16:00 第二応接室)
18 行幸啓宮内庁事前調査

（8/27（月）～8/29（水） 南国市、高知市、土佐市ほか）

19 高知県・高知市連携会議
（8/28（火）13:00～15:00 第二応接室）
20 交通事故防止講習会（東部ブロック）
（8/28（火）13:30～15:30 農業技術センター）
21 平成30年度 産業連関表等勉強会

（8/29（水）13:30～15:30 職員能力開発センター３F研修室）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

東京事務所 １ 埼玉西武ライオンズ高知県フェア
（8/1（水）メットライフドーム（埼玉県所沢市））
２ 薩長土肥と会津の食と地酒in江戸会議
（8/2（木）東京プリンスホテル）
３ 第32回大井よさこいひょうたん祭
（8/4（土）神奈川県大井町）
４ 第35回朝霞市民まつり「彩夏祭」
（8/4（土）、8/5（日）埼玉県朝霞市）
５ 全国戦没者追悼式
（8/15（水）日本武道館（東京都千代田区））
６ 第40回隅田川おどり
（8/18（土）墨田区役所前）
７ 多摩センター夏まつり2018「たまよさこい」
（8/18（土）、8/19（日）東京都多摩市）
８ 原宿表参道元氣祭スーパーよさこい2018
（8/25（土）、8/26（日）東京都渋谷区）
９ けやきフェスタ2018よさこいin府中
（8/26（日）東京都府中市）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

危機管理部 １ 衆議院総務委員会委員派遣（平成30年７月豪雨災害に係る意見交換）
（8/2（木）9:00～9:35 第二応接室）
２ 南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ワーキンググループ
（8/6（月）10:00～13:00 内閣府）
３ 南海トラフ地震対策推進本部幹事会
（8/13（月）～16（木）（調整中）第二応接室）
４ 少年消防クラブサマーキャンプ
（8/16（木）、8/17（金）消防学校）
５ 平成30年度高知県住家被害認定士養成研修
（8/22（水）13:30～16:30 高新文化ホール）
６ 第21回高幡消防組合総合演習

（8/26（日）9:30～15:00 中土佐町高幡消防組合訓練場）

７ 第57回南海トラフ地震対策推進本部会議
（8/27（月）9:00～12:00 第二応接室）
８ 全国瞬時警報システム（Jアラート）全国一斉情報伝達試験（第２回）
（8/29（水）11:00～ 高知県庁 他）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

健康政策部 １ 大島青松園夏祭り

（8/1（水）15:30～20:30 国立療養所大島青松園）

２ 平成30年度職場の健康づくり応援研修会（須崎ブロック）

（8/2（木）13:30～15:30 須崎市民文化会館）

３ 平成30年度大規模地震時医療活動訓練

（8/4（土）8:00～17:00 高知大学医学部等）

４ 多業種で考える地域連携緩和ケア研修会
（8/5（日）14:00～16:40 細木病院）

５ 高知県へき地医療協議会理事会・総会

（8/5（日）14:00～17:30 土佐御苑）

６ 大阪医科大学・大阪薬科大学多職種連携地域医療実習

（8/6（月）～8/10（金）嶺北中央病院等）

７ 高知県夏期地域医療実習

（8/20（月）～8/22（水）幡多地域医療機関）

（8/23（木）～8/25（土）へき地診療所等）

８ 平成30年度特定保健指導従事者育成研修会（初任者編）

（8/22（水）10:00～16:30 自治会館）

９ 犬・猫の飼い方講習会、休日・譲渡見学会

（8/26（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）

10 地域医療構想調整会議（幡多区域）

（8/27（月）18:00～20:00 幡多福祉保健所）

11 日本一の健康長寿県構想推進会議
（8/28（火）10:00～12:00 第二応接室）

（8/31（金）13:00～17:00 第二応接室）

12 第２回行政栄養士人材育成検討会

（8/29（水）13:00～16:00 本町ビル）

13 高知県思春期相談センターPRINKオープニング記念講演会
（8/30（木）13:30～15:30 塩見記念青少年プラザ）
14 平成30年度毒物劇物取扱者試験

（8/30（木）13:30～16:00 高知城ホール）

15 平成30年度大規模地震時医療活動訓練第４回関係者全体会

（8/31（金）15:00～18:00 正庁ホール）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

地域福祉部 １ 高知県介護事業所認証評価制度支援セミナー
（8/1（水）10:00～16:30 安芸商工会館）
（8/2（木）、8/10（金）、8/17（金）10:00～16:30 ふくし交流プラザ）
（8/3（金）10:00～16:30 四万十市立中央公民館）
（8/27（月）10:00～16:30 高知青少年の家）
２ 平成30年度新任民生委員・児童委員（3年目）研修
（8/1（水）10:30～15:30 須崎総合保健福祉センター）
（8/2（木）10:30～15:30 ふるさと総合センター（黒潮町））
（8/3（金）9:30～14:30 安芸市総合社会福祉センター）
（8/6（月）10:30～15:30 紙産業技術センター）
（8/7（火）9:30～14:30 高知市総合あんしんセンター）
３ 平成30年度高知県自立支援協議会専門部会（人材育成部会）
（8/2（木）17:30～20:00 県庁地下第５会議室）
４ ひとり親家庭等就業・自立支援センター移動相談
（8/3（金）10:00～15:00 宿毛市役所）
（8/7（火）10:00～15:00 いの町役場）
（8/10（金）10:00～15:00 室戸市役所）
（8/21（火）10:00～15:00 のいちふれあいセンター）
（8/24（金）10:00～15:00 四万十市役所）
（8/28（火）10:00～15:00 南国市役所）
（8/31（金）10:00～15:00 津野町役場）
５ 子ども食堂ボランティア養成講座
（8/4（土）13:00～16:25 南国市社会福祉センター）
６ 平成30年度高次脳機能障害者支援地域研修会
（8/8（水）18:30～21:00 安芸福祉保健所）
（8/20（月）18:30～21:00 南国市保健福祉センター）
（8/31（金）18:30～21:00 ふくし交流プラザ）
７ 平成30年度障害のある方々等の花火大会観覧のための県庁本庁舎屋上開放
（8/9（木）18:00～21:00 本庁舎屋上）
８ 平成30年度高知県自立支援協議会専門部会（相談支援体制づくり部会）
（8/10（金）14:00～17:00 県庁２階作業室）
９ 平成30年度全国戦没者追悼式高知県遺族団 結団式
（8/14（火）9:30～10:00 正庁ホール）
10 平成30年度全国戦没者追悼式
（8/15（水）11:51～13:00 日本武道館）
11 平成30年度認知症地域支援推進員現任者研修会
（8/16（木）10:30～16:00 高知城ホール）
12 平成30年度第1回ふくし就職フェア
（8/18（土）11:30～16:00 かるぽーと）
13 虐待防止・権利擁護推進リーダー研修会
（8/22（水）13:30～16:30 ふくし交流プラザ）
14 平成30年度高知県中堅民生委員児童委員研修会

（8/23（木）10:00～15:30 ふくし交流プラザ）

→ 次項へ続く

6/31



各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

地域福祉部
（続き）

15 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
（8/24（金）、8/25（土）9:00～17:00 ふくし交流プラザ）
16 平成30年度第１回高知県主任介護支援専門員資質向上研修
（8/27（月）10:00～16:00 共済会館）
17 平成30年度第１回高知県強度行動障害支援者養成研修
（8/28（火）、8/29（水）9:30～17:00（予定）

こうち男女共同参画センター「ソーレ」）
18 第２回日本一の健康長寿県構想推進会議
（8/28（火）10:00～12:00、8/31（金）13:00～17:00 第二応接室）
19 平成30年度第１回あったかふれあいセンター推進連絡会
（8/30（木）13:30～16:30 自治会館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

文化生活

スポーツ部

１ 韓国全羅南道への高校生訪問団派遣

（7/31（火）～8/5（日）韓国）

２ 第26回公立大学法人評価委員会

（8/1（水）13:30～16:30 高知会館）

３ 西武ライオンズ高知県フェアにおける知事始球式

（8/1（水）18:00～ 埼玉メットライフドーム）

４ ＪＡＬと連携した韓国木浦共生園との児童生徒交流（小中学生訪問団派遣）

（8/1（水）～8/4（土）韓国）

５ 平成30年度高知県パスウェイシステム事業「高知くろしおジュニア」認定式

（8/3（金）13:00～17:10 青少年センター）

６ 部長表敬（海外技術研修員（中南米））

（8/3（金）16:00～ 部長室）

７ ソフト女子世界選手権における豪州招致活動（調整中）

（8/3（金）～8/5（日）千葉県）
８ 第27回まんが甲子園
・本選大会
（8/4（土）、8/5（日）かるぽーと）
・香港、台湾、韓国メディアによる本選大会及びまんが関連施設等の取材
（8/4（土）、8/5（日）高知市ほか）
・県内ツアー
（8/6（月）県内）
９ 人権教育基礎講座
（8/6（月）9:00～12:00 学芸中学高等学校）
10 人権啓発活動地方委託 法務局実施調査
（8/7（火）10:00～ 土佐市)
11 まんが教室
（8/7（火）13:30～15:00 芸西村）
（8/9（木）14:00～15:30 室戸市）
12 部長表敬（ＪＩＣＡよさこい研修員）
（8/7（火）14:30～15:00 部長室）
13 県立大学学生団体「ＣＯＭＥ☆ＲＩＳＨ」食育活動大臣表彰の受賞報告
（8/7（火）16:00～16:15 知事室）

14 女子プロ野球公式戦「愛知ディオーネVS埼玉アストライア」

（8/7（火）18:00～ 高知市営球場）

15 中国駐大阪総領事来高

（8/9（木）、8/10（金）調整中）
16 部長表敬（協力交流研修員（フィリピン・ベンゲット州））
（8/16（木）10:00～10:30 調整中）
17 高知県交通安全母の会連合会正副会長会・常任理事会
（8/17（金）14:30～16:30 本町ビル）
18 シマノ鈴鹿ロードレースへのブース出展
（8/18（土）、8/19（日）三重県鈴鹿サーキット）

→ 次項へ続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

文化生活

スポーツ部
（続き）

19 全国アマチュアオーケストラフェスティバル高知大会

（8/19（日）14:00～17:00 かるぽーと）

20 台湾新竹県「客家（はっか）義民祭」への県内高校生の訪問
（現地高校生との交流）

（8/20（月）～8/23（木）台湾）

21 全日本バドミントンＵ19合宿（シンガポール参加）

（8/20（月）～8/25（土）春野総合運動公園 ほか）

22 安徽省林業訪問団来高

（8/21（火）、8/22（水）調整中）

23 スポーツ振興推進本部会議

（8/22（水）15:00～18:00 第２応接室）

24 ミクロネシア連邦国交樹立30周年記念訪問団派遣

（8/23（木）～8/26（日）ミクロネシア）

25 平成30年度子育て支援員研修（ファミリー・サポート・センターコース）

（8/26（日）9:00～17:15 正庁ホール）

26 隣保館運営状況調査等

（8/27（月）13:00～16:30 竜串福祉センター、土佐清水市役所）

（8/28（火） 9:00～14:00 布福祉センター、大岐福祉センター、

松崎福祉センター）

27 第53回消費生活審議会

（8/27（月）13:30～15:30 高知共済会館）

28 コンテンツ創造教育教材活用研修会
（8/27（月）高知会館）

29 第２回まんが王国・土佐情報発信拠点整備基本構想検討委員会

（8/28（火）16:00～18:00 本町ビル）

30 第３回まんが王国・土佐推進協議会事業推進部会

（8/28（火）18:30～20:30 地下第５会議室）

31 タイのサイクリングインフルエンサー（ワンワーン氏）による県内ライド及
びプロモーション動画撮影

（8/28（火）～8/30（木）県内各地）

32 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

（8/29（水）10:00～12:00 職員能力開発センター）

33 第27回公立大学法人評価委員会

（8/29（水）13:30～15:30 高知会館）

34 人権施策連絡会議

（8/30（木）13:30～15:30 人権啓発センター）

35 高齢者交通事故防止キャンペーン開始式及び高齢者１万人訪問活動出発式
ならびに啓発活動

（8/31（金）10:00～12:00 県警察本部・帯屋町アーケード ほか）

36 文化人材育成プログラム・アートビジネス講座

（8/31（金）14:00～16:00 ココプラ）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

産業振興推進部 １ 一般衛生管理研修（実践編）
（8/2（木）10:00～17:00 高知新聞放送会館）
２ こうち人づくり広域連合主催研修「移住からまちづくりを考える」
（8/2（木）13:30～16:30 高知県自治会館）
３ ドバイ食品セミナー～中東のビジネスチャンスを探る～
（8/3（金）13:30～17:25 高知会館）
４ 幡多地域合同企業説明会
（8/12（日）13:00～15:00 高知はたＪＡ会館大ホール（四万十市））
５ ローカルベンチャー創出プログラム
・ナリワイスタートアップサロン①
「地域の課題や資源等を見える化するイベント」
（8/18（土）高知市土佐山地域）
６ 食品表示研修（栄養成分表示作成）
（8/24（金）13:30～17:00 高知県立大学）
７ こうちスタートアップパーク
・ステップアッププログラム①
「アイデアの生み出しかた、カタチにする力を身につける」
（8/25（土）13:00～17:00 ココプラ）
８ 第３回産業振興推進本部会議

（8/29（水）9:00～17:15、8/30（木）9:00～12:00 第二応接室）

９ 第１回地域アクションプランフォローアップ会議（安芸地域）

（8/31（金）9:30～12:00 奈半利町防災センター
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８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 シーズ・研究内容紹介
・⑦高知県農業技術センター：「高知野菜を大都市に届ける鮮度保持技術の開発」

「高知県の花き生産と研究の取り組み」
（8/1（水）18:30～20:00 ココプラ）
・⑧高知工科大学：「新規機能性蛍光色素の設計と合成」
（8/29（水）18:30～20:00 ココプラ）
２ 土佐ＭＢＡ【実科】
○商人塾短期集中セミナーin幡多
・SESSION２「売り上げを計画する、マーケティング、損益分岐点と経営財務」
（8/1（水）9:00～12:00 四万十市防災センター）
・SESSION３「ビジネススキームと将来構想」
（8/29（水）13:00～17:00、8/30（木）9:00～17:00、8/31（金）9:00～12:00

四万十市防災センター）
○社内起業家（イントラプレナー）育成支援講座
・Day４「コンセプト定義：アイディアの根幹を作る」
（8/8（水）13:00～17:00 ココプラ）
・Day５「ビジネス設計」
（8/23（木）13:00～17:00 ココプラ）
○土佐経営塾
・受講者選考面接（8/26（日）、8/27（月）ココプラ）
３ 土佐ＭＢＡ【本科】
○スキルアップセミナー
・「２講 意識を変えてプレゼン力を高めよう」
（8/3（金）13:30～16:30 ココプラ）
・「３講 提案型営業力を磨こう」
（8/24（金）13:30～16:30 ココプラ）
○財務戦略コース
・「基礎講座４講 キャッシュフローで経営を見る①」
（8/5（日）13:30～15:00、8/8（水）13:30～15:00 ココプラ）
・「基礎講座５講 キャッシュフローで経営を見る②」
（8/5（日）15:20～16:50、8/8（水）15:20～16:50 ココプラ）
・「コース終了後ふり返りワーク（交流会）」
（8/22（水）15:20～16:50 ココプラ）
○会計コース
・「基礎講座５講 ビジネスゲーム」
（8/20（月）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ）
・「コース終了後ふり返りワーク（交流会）」
（8/22（水）13:30～15:00 ココプラ）
○ビジネストレンドセミナー②「フィンテック」
講師：株式会社野村総合研究所 金融イノベーション研究部

金融制度イノベーション研究室長
上級研究員 柏木亮二 氏

（8/27（月）14:00～16:00 ココプラ）
４ 第５回コーディネーター会議
（8/24（金）15:30～17:00 ココプラ）

→ 次項へ続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８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）
（続き）

５ 経営者トーク④
講師：ミタニ建設工業株式会社 代表取締役社長 三谷剛平 氏

（8/31（金）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 ８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 第20回にっぽんど真ん中祭り

（8/23（木）～8/26（日）久屋大通公園（愛知県））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８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 土佐・高知フェア 明治維新から150年
（7/1（日）～9/3（月）近鉄リテーリング運営の高速道路サービスエリア８店舗）
２ 幕末四賢侯ゆかりのアンテナショップ巡りスタンプラリー

（7/9（月）～9/8（土）福井県、鹿児島県、愛媛県、高知県アンテナショップ）

３ 四国フェア

（8/1（水）アオイサポート アオイ４店舗）

４ 第１回全国アンテナショップフェア

（8/1（水）～8/6（月）丸広百貨店川越店（埼玉県））

５ 高知フェア

（8/1（水）～8/31（金）さくら亭（東京都））

（8/13（月）～8/26（日）ベニーレベニーレ（東京都））

６ 東京メトロ「駅から始まるさんぽ道」スタンプラリー

（8/1（水）～8/31（金）京橋駅周辺エリア施設）

７ 薩長土肥フェア

（8/15（水）～8/20（月）イトーヨーカドー小田原店（神奈川県））

８ 夏フェア

（8/16（木）、8/17（金）京北スーパー（千葉県））

９ まるごと高知８周年企画・大抽選会

（8/18（土）～8/21（火）まるごと高知）

10 ＡＪＳ（オール日本スーパーマーケット協会）秋期商品展示会

（8/23（木）パシフィコ横浜（神奈川県））

11 神楽坂を今一度せんたくいたし申候

（8/25（土）瓢箪坂おいしんぼ（東京都））

12 第11回居酒屋産業展

（8/28（火）～8/30（木）東京ビッグサイト（東京都））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

産業振興推進部
（大阪事務所）

１ 夏休み2018 宿題・自由研究大作戦in大阪
（8/2（木）、8/3（金）9:00～16:00 インテックス大阪（大阪府））
２ ＣＶＩＴ2018「パワフル中四国」物産展
（8/2（木）～8/4（土）神戸国際展示場（兵庫県））
３ 2018サマーフェスタ ひょうご五国と四国の夏祭り
（8/12（日）～8/14（火）舞子ビラ神戸（兵庫県））
４ 第18回 四国４県 味と技めぐり
（8/29（水）～9/3（月）10:00～20:00、9/4（火）10:00～17:00

あべのハルカス近鉄本店（大阪府））
５ 中国・四国９県観光物産展
（8/31（金）11:00～19:00、9/1（土）10:00～18:00

天神橋筋２丁目商店街（大阪府））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

中山間振興・交通
部

１ 狩猟免許更新講習
（8/1（水）13:00～ 高知県立ふくし交流プラザ）
（8/3（金）13:00～ コンベンションホールきらら大正）
（8/6（月）13:00～ 仁淀川町立中央公民館）
（8/7（火）13:00～ 安芸市民会館）
（8/9（木）13:00～ ふるさと総合センター）
（8/10（金）13:00～ 土佐清水市立市民体育館）
（8/13（月）13:00～ いの町立吾北中央公民館）
（8/23（木）13:00～ 香美市立保健福祉センター香北）
（8/24（金）13:00～ 四万十町十和体育館）
（8/26（日）13:00～ 高知県立大学池キャンパス）
（8/30（木）13:00～ 須崎市立市民文化会館）
２ 第２回高知県運輸業女性活躍推進実行委員会
（8/2（木）14:00～15:30 こうち男女共同参画センター「ソーレ」視聴覚室）
３ 平成30年度第１回中山間地域における移動手段確保対策市町村担当者会
（8/3（金）9:50～17:00 高知県自治会館）
４ 指定管理鳥獣捕獲等事業第１回検討会
（8/7（火）13:30～ 株式会社西日本科学技術研究所会議室）
５ 第２回高知龍馬空港・航空ネットワーク成長戦略検討会議
（8/8（水）14:00～ 高知城ホール２階「くすのき」）
６ 狩猟免許試験
（8/11（土）10:00～ わな猟 四万十市立中央公民館）
（8/12（日）10:00～ 銃猟 四万十市立中央公民館）
（8/31（金）10:00～ わな猟 高知県立大学池キャンパス）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

商工労働部 １ 高知家IT・コンテンツネットワーク 第３回ミニ交流会

（8/4（土）18:00～21:00 東京都渋谷区））

２ 平成30年度採石パトロール

（8/6（月）～8/7（火）幡多地域６採石場）

３ 第２回コーディネーターミーティング

（8/6（月）15:00～17:00 高知県商工会連合会）

４ 高知県ＩｏＴ推進ラボ研究会現場視察（漁協入札現場事務作業効率化）

（8/7（火）12:45～17:15 黒潮町「高知県漁協佐賀統括支所」）

５ 平成30年度ＩｏＴ技術人材育成講座（土佐ＭＢＡ専科）

（8/7（火）、8/8（水）、8/22（水）、8/23（木）9:00～17:00

高知県産学官民連携センター）

６ 一般社団法人日本災害看護学会第20回年次大会での防災製品ＰＲ

（8/10（金）9:30～17:00 神戸国際会議場）

（8/11（土）9:00～16:00 神戸国際会議場）

７ 企業研究セミナーin高知

（8/17（金）9:45～18:00 こうち男女共同参画センター「ソーレ」）

８ 県庁ロビー展

・第11回全国土佐和紙はがき絵展

（8/18（土）～8/22（水）終日 正庁ホール前ロビー）

・紙とあそぼう作品展

（8/23（木）～8/30（木）終日 正庁ホール前ロビー）

９ OFF TOKYO DEEP Development

（8/24（金）19:30～22:00 東京都千代田区「Think Lab」）

10 アプリ開発人材育成講座＜アドバンスコース＞

IT・プログラミングキャンプ

（8/24（金）～8/26（日） 高知工科大学 香美キャンパス）

11 原宿表参道元氣祭スーパーよさこい2018での海洋深層水PR

（8/25（土）10:00～20:00 原宿表参道）

（8/26（日）10:00～17:00 原宿表参道）

12 第13回高知県ＩｏＴ推進ラボ研究会セミナー（水産業ＩｏＴ）

（8/28（火）13:30～16:20 サンピアセリーズ）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８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特別巡回展「幕末維新写真展」

（7/14（土）～9/2（日） 安芸市立歴史民俗資料館）

２ 「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）

３ 平成の海援隊DeNA Games Tokyo×幕末維新博コラボキャンペーン

（7/31（火）～8/31（金） こうち旅広場 とさてらす）

４ バリアフリー観光推進事業に係る「現地研修」

（7/31（火）、8/1（水） 高知市ほか）

５ 「志国高知 幕末維新博」地域会場運営連絡会ブロック会

・中部会場

（8/1（水）10:00～12:00 いの町紙の博物館）

・幡多会場

（8/2（木）10:00～12:00 四万十市役所）

・高幡会場

（8/2（木）15:30～16:30 須崎総合庁舎）

６ 平成の海援隊記者発表会

（8/2（木）11:00～ 東京都港区赤坂 わらやき屋 赤坂店）

７ 日本ジオパークネットワーク（JGN）現地審査

（8/2（木）～8/5（日） 室戸ジオパークセンターほか）

８ 高知県観光特使委嘱状交付式

公益社団法人 日本女子プロ将棋協会 業務執行理事 島井 咲緒里 氏

（8/3（金）14:00～14:20 第一応接室）

９ VISIT JAPAN 香港向けドライブ旅行ＰＲ事業メディアファム

（8/4（土）～8/6（月） 四万十市、黒潮町、中土佐町、梼原町、大豊町）

10 台湾メディアファム

（8/5（日）～8/8（水） 越知町、仁淀川町、津野町、梼原町、須崎市、

佐川町、土佐市）

11 自然・体験型観光キャンペーン準備委員会

（8/6（月）10:00～11:30 高知城ホール）

12 よさこいアンバサダー招聘

・認定式

（8/9（木）17:00～17:15 中央公園ステージ）

・交流会

（8/9（木）18:00～20:00 ザ クラウンパレス新阪急高知）

・よさこい演舞

（8/10（金）高知市内競演場）

・競演場等体験

（8/11（土）高知市内競演場）

→ 次項へ続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

観光振興部
（続き）

13 2020よさこいで応援プロジェクト実行委員会理事意見交換会

（8/10（金）15:00～17:00 高知市内）

14 外国客船寄港（高知市中心市街地）

・「ダイヤモンドプリンセス」

（8/12（日）7:00入港～23:59出港、乗客定員：2,706名、総ﾄﾝ数：115,906t）

※外国客船の寄港 暦年22回目、年度18回目

・「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ」

（8/16（木）7:00入港～15:00出港、乗客定員：3,114名、総ﾄﾝ数：138,194t）

※外国客船の寄港 暦年23回目、年度19回目

・「ダイヤモンドプリンセス」

（8/18（土）8:00入港～18:00出港、乗客定員：2,706名、総ﾄﾝ数：115,906t）

※外国客船の寄港 暦年24回目、年度20回目

15 観光産業振興議員連盟・観光振興部・高知県観光コンベンション協会と高知

県旅館ホテル生活衛生同業組合との懇談会

（8/16（木）15:30～ 城西館）

16 新足摺海洋館建築工事起工式 ※調整中

（8/23（木）11:00～11:30 足摺海洋館）

17 香港情報交換会

（8/23（木）香港）

18 第20回にっぽんど真ん中祭り

（8/23（木）～8/26（日） 名古屋市）

19 上海商談会

（8/24（金）上海）

20 スーパーよさこい2018

（8/25（土）～8/26（日） 東京都原宿）

21 台湾旅行会社（四国パック）ファム

（8/28（火）～8/29（水） 高知市、土佐市、四万十町、大月町）

22 第30回全国龍馬ファンの集い第7回部会長会

（8/29（水）13:30～16:30 高知県東京事務所）

23 VISIT JAPAN 田舎体験コンテンツＰＲ事業メディアファム

（8/29（水）～8/31（金） 梼原町、黒潮町、中土佐町）

24 外国人観光客受入研修

（8/30（木）9:00～12:00 香南市）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

観光コンベンショ
ン協会

１ 埼玉西武ライオンズ高知県フェア
（8/1（水）、8/2（木） 埼玉メットライフドーム）
２ 旅行会社個別セールス（メディア系旅行会社）
（8/2（木）、8/3（金） 東京都内）
３ 女子プロ野球公式戦「愛知ディオーネＶＳ埼玉アストライア」
（8/7（火）18:00～ 高知市営球場）
４ 臨時観光案内所設置
・南国ＳＡ
（8/10（金）～8/15（水）7:00～13:00）
・豊浜ＳＡ
（8/13（月）、8/14（火）8:00～12:00）

５ 第35回シマノ鈴鹿ロードレース
（8/18（土）、8/19（日） 三重県鈴鹿サーキット）
６ ＭＩＣＥ個別セールス（高知県ゆかりの企業）
（8/21（火）～8/23（木） 東京都内） ※日程最終調整中
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

農業振興部 １ 獣医師養成確保修学資金貸与事業募集（高校生対象：３年生２名）
（7/17（火）～9/14（金））
２ 平成30年度オランダウェストラント市先進農業視察研修

（7/29（日）～8/5（日）オランダウェストラント市ほか）

３ 平成31年度農業大学校推薦入試
・出願期間
（8/1（水）～8/15（水））
４ 平成30年度農業経営力向上セミナー
（8/1（水）13:30～15:30、8/9（木）13:30～15:30 ホテルＴＡＭＡＩ）

（8/2（木）13:30～15:30 中央西農業振興センター、中央東農業振興センター）

（8/7（火）13:30～15:30 須崎市立市民文化会館）
５ 平成30年度高知県農村女性リーダー及び青年農業士合同認定証授与式並びに
知事と新認定者との意見交換会

（8/3（金）13:00～15:00 高知城ホール）
６ 平成30年度新嘗祭献穀田抜穂式
（8/7（火）10:00～ 土佐市岩戸）
７ 市町村合同就農相談会inイオンモール高知

（8/14（火）10:00～19:00 イオンモール高知）

８ 産地提案型農業体験ツアーin土佐町

（8/18（土）11:00～8/19（日）12:30 土佐町）

９ 平成30年度土佐酒振興プラットフォーム酒米部会現地検討会

（8/21（火）9:00～11:30 四万十町）

（8/21（火）13:30～15:30 土佐市）

（8/23（木）9:00～11:30 農業技術センター）
（8/23（木）13:30～16:00 本山町、土佐町）

10 こうちアグリスクール土曜昼間コース東京会場

（8/25（土）14:00～18:00 東京農業大学）
11 スーパーよさこい出展による「高知ゆず」及び「グロリオサ」のＰＲ

（8/25（土）、8/26（日）代々木公園（東京））

12 マイナビ就農フェスト

（8/26（日）13:00～17：00 ミライナタワー（東京））

13 研修受入機関等指導力向上研修

（8/27（月）13:30～16:30 幡多農業振興センター）

（8/28（火）13:30～16:30 安芸農業振興センター）

（8/29（水）13:30～16:30 こうち男女共同参画センター「ソーレ」）

14 ６次産業化セミナー実践コースⅢ

（8/28（火）10:00～17:00 すこやかセンター伊野）

→ 次項へ続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

農業振興部
（続き）

15 地区別ＧＡＰ研修会

（8/28（火）14:00～16:30 須崎農業振興センター）

（8/29（水）13:30～16:00 中央西農業振興センター）

（8/30（木）14:00～16:30 中央東農業振興センター）

（8/31（金）13:30～16:00 安芸農業振興センター）

16 平成30年度第３回農業機械研修（女性限定）

（8/29（水）9:30～17:00 農業担い手育成センター）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

林業振興・環境部 １ 環境審議会自然環境部会
（8/2（木）14:00～ 高知共済会館）
２ 高知県地球温暖化防止県民会議 行政部会
（8/8（水）13:30～17:00 高知共済会館）

３ こうちフォレストスクール

（8/26（日）13:30～16:30 森林研修センター研修館）

４ 製材事業体経営力向上セミナー～中小製材事業体が生き抜くために～
（8/27（月）13:00～17:00 高知県森林組合連合会）

５ 林道施設災害復旧事業の現地査定（第２回）

（8/27（月）～31日（金） 県内）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

水産振興部 １ 輸出証明書制度説明会
（8/1（水）四万十市）
（8/2（木）高知市）
２ 海洋堂 森・川・海ジオラマ展
（8/2（木）～8/21（火） 高知よさこい情報交流館）
３ 高知県漁港漁場協会総会・研修会
（8/6（月）14:00～17:20 高知会館）
４ カツオ文化日本遺産認定推進ＷＧ
（8/7（火）13:00～ 中土佐町立文化館）
（8/13（月）13:00～ 中土佐町立文化館）
５ 高知県Ｕ・Ｉターン就職相談会
（8/13（月）13:00～16:00 高知会館）
６ 第２回平成30年度漁協合併推進協議会
（8/17（金）13:00～15:00 水産会館）
７ 海区漁業調整委員会
（8/20（月）14:00～ 共済会館）
８ 高知県養殖魚輸出促進協議会海外展示会出展
（8/22（水）～8/24（金）VIETFISH2018）
９ 第20回「ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」
（8/22（水）～8/24（金）東京ビッグサイト）
10 内水面漁場管理委員会
（8/23（木）13:30～ 高知会館）
11 ミクロネシア連邦・日本国国交樹立30周年記念訪問
（8/23（木）～8/26（日）ミクロネシア）
12 平成30年度第１回水産業生産性向上ＰＴ会議
（8/24（金）15:00～17:00 西庁舎７階）
13 クロマグロの漁獲管理についての説明会
（8/27（月）14:00～ 四万十市）
（8/28（火）14:00～ 高知市）
14 「明治150年記念第３８回全国豊かな海づくり大会～高知家大会～事前調査
（8/27（月）～8/29（水））
15 高知県水産振興部生産性向上プロジェクトチーム特別講演＆第13回高知県

ＩｏＴ推進ラボ研究会セミナー
（8/28（火）13:30～16:20 サンピアセリーズ）
16 高知カツオ県民会議消費漁業分科会
（8/31（金）15:00～ 市内）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

土木部 １ 高知県木造住宅耐震診断士新規登録者実務講習会及び登録証交付式
（8/2（木）13:00～ 高知城ホール）
２ 平成30年度四国国道協会総会

（8/2（木）15:00～ 徳島市）

３ 職員向けコンプライアンス研修

（8/2（木）～8/3（金）中村合同庁舎）

（8/6（月）安芸総合庁舎）

（8/7（火）県民文化ホール（グリーンホール））

（8/9（木）須崎市立市民文化会館）

（8/23（木）県民文化ホール（グリーンホール））

４ 早明浦湖水祭
（8/4（土）11:00～16:30 土佐町）

５ 四国横断自動車道整備促進大会

（8/7（火）15:00～ 新ロイヤルホテル四万十）

６ 早明浦ダム再生事業費等監理委員会
（8/9（木）13:30～ 早明浦ダム）

７ 四国地方公共工事品質確保推進協議会（第１回幹事会）

（8/10（金）14:00～16:00 高松サンポート合同庁舎）

８ 外国客船高知新港寄港
・「ダイヤモンド・プリンセス」
（8/12（日）7:00入港～23:59出港）
・「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ」
（8/16（木）7:00入港～15:00出港）
・「ダイヤモンド・プリンセス」
（8/18（土）8:00入港～18:00出港）

９ 永瀬ダム関係物故者慰霊祭
（8/14（火）香美市役所物部支所）
10 第２回木造住宅耐震補強工事実務講習会

（8/23（木）ポリテクセンター高知）

11平成30年度第１回高知県入札・契約監視委員会

（8/27（月）13:30～15:30 高知城ホール）

12 応急仮設住宅及び災害公営住宅に関する説明会
（8/28（火）13:00～16:30高知県自治会館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

会計管理局 １ 平成30年７月豪雨高知県災害義援金の受付（高知県外被災分）

（受付期間：7/11（水）～9/28（金））

２ 会計検査

（8/1（水）室戸警察署）

（8/6（月）、8/7（火）中央東土木事務所）

（8/14（火）高知南警察署）

（8/20（月）、8/21（火）安芸土木事務所）

（8/23（木）南国警察署）

（8/27（月）檮原高等学校）

（8/30（木）、8/31（金）東京事務所）

３ コンプライアンス研修

（8/2（木）10:30～12:00、13:30～15:00 中村合同庁舎）

（8/3（金）10:30～12:00、13:30～15:00 中村合同庁舎）

（8/6（月）10:30～12:00、13:30～15:00 安芸総合庁舎）

（8/7（火）10:00～11:30、13:30～15:00 県民文化ホール グリーンホール）

（8/9（木）10:00～11:30、13:30～15:00 須崎市立市民文化会館）

（8/23（木）10:00～11:30、13:30～15:00 県民文化ホール グリーンホール）

４ 会計事務実務研修

（8/8（水）13:10～16:40 中村合同庁舎）

（8/28（火）10:10～17:05 正庁ホール）

５ 銀行検査

（8/23（木）9:30～ 四国銀行三里支店）

６ 現金出納検査（対面）

（8/31（金）13:30～ 北庁舎南監査室）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

公営企業局 １ 再生可能エネルギーへの関心を深める出前授業
（8/3（金）10:30～ 高知市立一ツ橋小学校）
（8/10（金）10:00～12:00 高知市立横内小学校）
２ 会計事務検査
（8/6（月）、8/７（火）幡多けんみん病院）
（8/29（水）、8/30（木）あき総合病院）
３ 平成30年度高知県公営企業局技術研究会発表会
（8/22（水）9:40～14:40 総合制御所待機宿舎会議室）
（8/23（木）9:40～14:40 杉田待機宿舎会議室）
４ 第17回全国病院事業管理者・事務責任者会議
（8/30（木）、8/31（金）立川グランドホテル）
５ 現金出納検査
（8/31（金）13:30～ 北庁舎２階南監査室）
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 ８月の主要な取り組み予定

教育委員会 １ 第44回全国高等学校総合文化祭生徒実行委員会 韓国全羅南道派遣プログラ

ム参加

（7/30（月）～8/5（日） 韓国・全羅南道）

２ 平成30年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会

（8/1（水）～8/6（月）三重県伊勢市）

３ 第44回全国高等学校総合文化祭生徒実行委員会 第43回全国高等学校総合

文化祭（2019さが総文）１年前イベント「国際交流コンサート」及びプレパ

レードの視察調査

（8/2（木）～8/4（土） 佐賀県佐賀市）

４ 第56回四国中学校総合体育大会
（8/4（土）、8/5（日）くろしおアリーナ ほか）
５ 第34回高知県学校 医・歯・薬・保健 研究大会
（8/5（日）9:30～ 総合あんしんセンター）
６ 第44回全国高等学校総合文化祭生徒実行委員会 第42回全国高等学校総合
文化祭（2018信州総文祭）視察調査

（8/6（月）～8/8 長野県松本市）

７ 第69回高知県中学野球選手権大会
（8/12（日）8:00～（11日間） 春野総合運動公園野球場 ほか）

８ 夏休みふるさとフィールドワーク（「志・とさ学びの日」明治150年記念人材

育成プラン）

（8/16（木）、8/17（金）坂本龍馬記念館ほか県内各地

９ 平成30年度相談支援体制の充実（チーム学校）に向けた連絡協議会

・東部ブロック

（8/20（月）13:00～17:00 田野町ふれあいセンター）

・香美・香南ブロック

（8/21（火）13:00～17:00 香南市香我美市民館）

・高知①ブロック

（8/22（水）13:00～17:00 高知県立青少年の家）

・高知②ブロック

（8/24（金）13:00～17:00 高知県立ふくし交流プラザ）

・高吾ブロック

（8/27（月）13:00～17:00 須崎市立市民文化会館）

・幡多ブロック

（8/28（火）13:00～17:00 宿毛市立文教センター）

10 平成30年度道徳教育指導者養成研修（ブロック別指導者研修）

（8/22（水）～8/24（金）こうち男女共同参画センター「ソーレ」）

11 第１回第２期高知県教育振興基本計画推進会議

（8/23（木）13:30～15:30 共済会館）

→ 次項へ続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

教育委員会
（続き）

12 全国学力・学習状況調査結果等説明会（校長対象）

（8/24（金）13:30～16:45 県民文化ホール）

13 平成30年度ＰＴＡ・教育行政研修会
（・土長南国地区 8/25（土）13:15～16:50 グレース浜すし）

14 第２回高知県地域コーディネーター研修会

（8/27（月）9:30～12:30 土佐西南大規模公園ふるさと総合センター）

15 第３回高知県特別支援学校技能検定

（8/28（火）9:30～16:00

高知県立障害者スポーツセンター及び高知ハビリテーリングセンター）

16 平成30年度高知県人権教育推進協議会

（8/30（木）14:00～16:00 高知会館（予定））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

警察本部 １ 初任科生に対するライフプランセミナー
（８/１（水）12:40～15:30 県警察学校）
２ 警察官Ｂ採用試験申込み受付開始
（８/20（月）～９月５日（水））
３ 警察学校オープンキャンパス
（８/23（木）13:00～16:00 県警察学校）
４ 第57回南海トラフ地震対策推進本部会議
（８/27（月）9:00～12:00 県庁第二応接室）
５ 高齢者交通安全キャンペーン出発式
（８/31（金）警察本部）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ８月の主要な取り組み予定

産業振興センター １ よさこい祭り練習場貸出
（～8/8（水） ぢばさんセンター）
２ ネットショップの売上・収益アップ実践セミナー
（8/2（木）10：00～16：30 ぢばさんセンター）
３ 近畿・四国合同広域商談会（京都）第１回担当者会
（8/2（木） 京都市）
４ よろず支援拠点はじめてのFacebookセミナー
（8/8（水） 13：30～14：30 ぢばさんセンター）
５ e商人養成塾定例勉強会
（8/21（火）13：30～16：00 ぢばさんセンター）
６ よろず支援拠点ビジネス活用！Facebookページ作成セミナー
（8/22（水）13：30～15：00 ぢばさんセンター）
７ 【見本市】ジャパン・インターナショナル・シーフードショー東京
（8/22（水）～8/24（金） 東京ビッグサイト）
８ 第５回事業戦略支援会議
（8/27（月）13：30～15：30 サンピアセリーズ）
９ 地域版事業戦略普及啓発セミナー（幡多地域）
（8/28（火）13：30～15：30 スワロー会館）
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