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各部局等の今週の動き 
平成 29年 2月 20日～2月 26日 

部局名 今週の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程 

総務部 
 
 
 

＜課題１＞ 
 国の動向把握及び適切な対応 
＜取り組みの内容＞ 
①ＴＰＰに関する情報収集 
②平成 28年度政府予算の情報収集 
③知事の政策提言の全体調整 

 
＜課題２＞ 
 2020年東京オリンピック・パラリンピック対応 
＜取り組みの内容＞ 
 ○各部局において、取り組みを強化している事業

や、ホストタウン事業に向けた取り組みについて
協議を行う。 

 
＜課題３＞ 

  職員の創造性の発揮と業務の質の向上 
＜取り組みの内容＞ 
 ①既存事業のスクラップアンドビルドに取り組み、

優先順位の低い事業の廃止又は休止を徹底する。 
 ②民間の力を活用できる業務について、積極的に外

部委託を推進する。 
 ③これらの取り組みを通して時間外勤務の縮減に

もつなげていくよう、管理職員等を中心とした取
り組みを徹底する。 

 
＜課題４＞ 
 「対話と実行」の姿勢強化 
＜取り組みの内容＞ 
 ○知事が直接地域を訪問し、地域の方々との率直な

対話を行うことで地域の実情を把握するととも
に、地域の声を庁内で共有して県政に反映させ
る。 

 
＜課題５＞ 
 マイナンバー制度の確実な運用 
＜取り組みの内容＞ 
 ○平成 29 年７月からのマイナンバーの情報連携に

向けて、庁内各課との連携、市町村支援等を実施
する。 

(1)公益認定等審議会 
（2/20（月）9:30～ 地下会議室） 
(2)市町村総務財政担当課長会議 
（2/22（水）10:00～17:00 高知城ホール） 
(3)2020 年東京オリンピック・パラリンピッ

ク関連事業推進プロジェクトチーム会議 
（2/22（水）13:15～14:15 第二応接室） 
(4)第９回対話と実行行脚 
（2/23（木）10:30～17:30 土佐町） 
(5)プラチナ構想ネットワーク第10回シンポ

ジウム 
（2/24（金）14:00～17:30  

虎ノ門ヒルズフォーラム） 
(6)高知県町村会・町村議長大会 
（2/24（金）15:15～19:15 

ザ クラウンパレス新阪急高知） 
 
〔参考〕 
○２月議会日程（予定） 
 ・開会（2/21（火）） 
 ・一括質問（2/28（火）～3/3（金）） 
 ・一問一答（3/6（月）、3/7（火）） 
 ・常任委員会（3/8（水）～3/15（水）） 
 ・閉会（3/17（金）） 

危機管理部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
 南海トラフ地震対策の推進 
＜取り組みの内容＞ 
①第３期行動計画の実施 

  内容：熊本地震の教訓を踏まえ、第３期行動計画
を見直すとともに、目標達成に向けて対策
を着実に実施する。 

②地域地域での津波避難対策の実効性の確保 
  内容：津波避難計画の現地点検を進め、課題の洗

い出しを行うなど、地域本部が地域と連携
した取り組みを展開し、津波避難対策の実
効性の確保に努める。 

 → 次頁へ続く 

(1)平成28年度高知県防災行政無線運営協議
会実務担当者会 

（2/20（月）10:00～12:00 高知城ホール） 
(2)高知市長期浸水対策（シミュレーション）

の打合せ 
（2/20（月）13:00～15:00 

 高知サンライズホテル） 
(3)平成 28年度危機管理・防災担当職員等災

害対応研修 
（2/20（月）13:30～15:45 高知城ホール） 
 
 

→ 次頁へ続く 
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部局名 今週の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程 

危機管理部 
（続き） 

＜課題２＞ 
｢世界津波の日｣高校生サミット｢黒潮宣言｣の実現 

＜取り組み内容＞ 
 ○具体的な取組の検討 
  内容：11月 25日、26日に黒潮町で開催した「『世

界津波の日』高校生サミット」で採択され
た「黒潮宣言」（学ぶ・行動する・創る）
の実現に向けた取り組みを進める。 

 
＜課題３＞ 
 災害対処能力の向上 
＜取り組みの内容＞ 
 ○実践的な訓練の企画 
  内容：南海トラフ地震をはじめ風水害や危機事象

への対処能力の向上を図るために、様々な
訓練を企画するとともに、関係機関と連携
した実践的な訓練に取り組む。 

 
＜課題４＞ 
 危機事象への対応 
＜取り組みの内容＞ 
 ○鳥インフルエンザに備えた体制確保 
  内容：高病原性鳥インフルエンザの県内発生に備

えて、全庁的な連絡・即応体制を確保する。 

(4)津波避難計画現地点検 
（2/21（火）9:00～ 南国市浜改田岩坂 

9:00～12:00 室戸市高岡 
       10:00～11:00  

須崎市多ノ郷久通 
       13:30～ 中土佐町久礼 
       13:30～ 南国市浜改田東場） 
（2/25（土）10:00～12:00 東洋町河内 
       10:00～12:00 奈半利町平松） 
（2/26（日）9:00～ 須崎市原町一丁目 

9:00～11:00 奈半利町上長田 
  13:30～15:30  

安芸市土居上中） 
(5)中央東災害対策支部震災対策訓練 
（2/22（水）13:30～16:40 青少年センター） 
(6)幡多災害対策支部震災対策訓練 
（2/23（木）9:30～12:00 

  四万十市防災センター） 
(7)実践訓練研修（避難所運営訓練） 
（2/26（日）13:00～16:30  

土佐西南大規模公園） 

健康政策部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
 日本一の健康長寿県構想の推進 
＜取り組みの内容＞ 
①壮年期の死亡率の改善 

  内容：ア）がん検診の受診促進 
       ・利便性を考慮した検診体制の構築を

図る。 
     イ）「ヘルシー・高知家・プロジェクト」

の推進 
②少子化対策の抜本強化 

  内容：子育て世代包括支援センターの設置等の推
進による産前、産後ケアの充実 

     ・産前、産後ケアの充実を図る。 
 
＜課題２＞ 
 南海トラフ地震対策 
＜取り組みの内容＞ 
○応急期対策 
内容：前方展開型の医療救護体制の構築のため、 

地域ごとの行動計画づくり等に取り組む。 
 
＜課題３＞ 
 地域医療構想の策定 
＜取り組みの内容＞ 
 ○地域の医療提供体制の将来のあるべき姿を示す

「地域医療構想」の推進を図る。 
 
 
 
 

 → 次頁へ続く 

(1)平成 28年度第３回高知県歯と口の健康 
づくり推進協議会 

（2/20（月）19:00～21:00  
総合あんしんセンター） 

(2)災害時の周産期医療体制意見交換会 
（2/20（月）19:00～21:00 正庁ホール） 
(3)平成 28年度広域がん検診 
（2/21（火）、2/22（水）、2/24（金）9:00～ 

高知市保健福祉センター） 
（2/23（木）9:00～ 四万十町役場） 
（2/25（土）9:00～ 高知医療センター） 
（2/26（日）9:00～ 幡多健診センター） 
(4)平成28年度第３回高知県医療関連感染対

策地域支援ネットワーク会議 
（2/21（火）18:30～20:30 高知会館） 
(5)在宅緩和ケア推進連絡協議会 
（2/21（火）18:30～21:30 第二応接室） 
(6)平成 28年度乳幼児医療・未熟児養育医療

担当者会 
（2/22（水）11:00～15:30  

ふくし交流プラザ） 
(7)平成28年度高知県健康づくり推進協議会

子ども支援専門部会 
（2/22（水）18:30～20:30 高知共済会館） 
(8)平成28年度第２回災害医療対策本部会議

医薬品部会 
（2/22（水）19:00～21:00  

総合あんしんセンター） 
 
 

 → 次頁へ続く 
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部局名 今週の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程 

健康政策部 
（続き） 

＜課題４＞ 
 国保財政運営の都道府県化 
＜取り組みの内容＞ 
 ○平成 30 年度からの県と市町村による国民健康保

険の安定的かつ円滑な運営に向けた協議の実施。  

(9)高知県県・市町村国民健康保険事業運営 
検討協議会第 10回給付・保健事業作業部 
会 

（2/23（木）13:00～ 本町ビル２階会議室） 
(10)平成 28年度第１回高知県地域医療構想

調整会議（安芸区域） 
（2/23（木）19:50～20:30 安芸総合庁舎） 
(11)平成 28年度在宅歯科医療連携室講演会 
（2/25（土）19:00～20:30  

総合あんしんセンター） 

地域福祉部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
地域地域で安心して住み続けられる県づくり 

＜取り組みの内容＞ 
①あったかふれあいセンターの機能強化 
②介護サービス等の適切な提供と認知症対策の推 
 進 

 ③障害の特性に応じたサービス提供体制の整備と
就労の促進 

  内容：重症心身障害児等の在宅生活を支援し、ニ
ーズに応じたサービスの提供体制を整備 

④生活困窮者等対策の推進と生活保護の適正実施 
 内容：ア）医療扶助に係る効率的なレセプト点検

事務に必要な知識の習得と情報共
有・意見交換 

    イ）福祉保健所の子育て支援担当者とスク
ールソーシャルワーカーとの連携強
化 

⑤自殺対策行動計画の推進 
 

＜課題２＞ 
厳しい環境にある子どもたちへの支援 

＜取り組みの内容＞ 
①高知家の子どもの貧困対策推進計画の推進 
 内容：子ども食堂等子どもの居場所づくりの取

り組みの推進 
②高知家の子ども見守りプランの推進 
  内容：無職少年の自立に向けた就労支援の取り組

みの推進 
③児童虐待防止対策の推進 
 

＜課題３＞ 
少子化対策の抜本強化 

＜取り組みの内容＞ 
総合的な少子化対策の推進 
①官民協働による取り組みの推進（県民運動） 

②総合的な結婚支援 

 内容：マッチングサポーターの養成 

③切れ目のない子育て支援 

 
＜課題４＞ 
医療や介護などのサービス提供を担う人材の安定
確保と産業化 

＜取り組みの内容＞ 
①新たな人材の参入促進策の抜本強化 

 → 次頁へ続く 

(1)高知県重症心身障害児等サービス調整会
議 

（2/20（月）19:00～21:00 第二応接室） 
(2)生活保護に係るレセプト点検担当職員研

修会 
(2/21（火）10:30～15:30  

こうち勤労センター) 
(3)高知家の子どもの居場所づくりネットワ

ーク会議（第２回） 
（2/23（木）9:45～11:45 

高知県立文学館） 
(4)品質マネジメントシステム研修（第12回） 
（2/23（木）10:00～16:00 

教育センター分館） 
(5)福祉保健所子育て支援担当者会 
（2/23（木）13:30～16:30 高知会館） 
(6)工賃向上セミナー「企業と取り組むテレ
ワークを学ぶ」 

（2/24（金）10:00～12:00 高知城ホール） 
(7)第２回見守り就労支援連絡会 
（2/24（金）10:00～12:00 

こうち勤労センター） 
(8)マッチングサポーター養成講座 
（2/25（土）10:00～12:30 

四万十市立中央公民館） 
（2/26（日）10:00～12:30 安芸市民会館 

15:00～17:30 高知会館） 
(9)ふくし就職フェア 
（2/26（日）12:00～16:00 

高知市文化プラザかるぽーと） 
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部局名 今週の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程 

地域福祉部 
（続き） 

 内容：福祉・介護の仕事への理解を深める場の
提供や、就職相談会による福祉・介護人
材の確保 

②人材の定着促進・離職防止対策の抜本強化 
 
＜課題５＞ 
 南海トラフ地震対策行動計画の推進 
＜取り組みの内容＞ 
 ①要配慮者の避難支援対策の推進 
 ②社会福祉施設等の地震防災対策の推進  

文化生活部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
 高知の歴史・文化の発信と産学官民連携の推進 
＜取り組みの内容＞ 
 ①文化芸術振興ビジョンの策定 
②高知城歴史博物館の開館準備 

  内容：展示準備と広報活動（開館広報誌、館紹介
リーフレット、展示ポスター）等 

 ③坂本龍馬記念館の整備 
  内容：新館建設工事の施工及び展示ケース等製作 
 ④ココプラと全庁との連携 

内容：事業案件ごとの調整・情報共有及び講座、
セミナーへの参加等 

 
＜課題２＞ 
国際交流の総合的な推進 

＜取り組みの内容＞  
○国際友好交流の推進 

  内容：ア）次年度海外技術研修員、自治体職員協
力交流研修員受入調整・準備 

     イ）韓国全羅南道訪問団の受入準備 
 
＜課題３＞ 
 まんが文化の推進とコンテンツ産業の振興 
＜取り組みの内容＞ 
①まんが王国・土佐の情報発信 

  内容：ア）高知家まるごと海外情報発信事業委託
業務の円滑な実施 

     イ）全国漫画家大会議の開催に向けた準備 
 ②コンテンツ企業の立地支援 
  内容：ア）企業訪問等による情報収集 
     イ）コンテンツ産業人材育成講座の開催 
 
＜課題４＞ 
 働きながら子育てができる環境整備 
＜取り組みの内容＞ 
 ○地域における子育て支援の充実 
  内容：ファミリー･サポート･センターの充実に向

けた市町村との協議 
 
＜課題５＞ 
安全で安心なまちづくりの推進 

＜取り組みの内容＞ 
①第３次安全安心まちづくり推進計画の策定 
 

→ 次頁へ続く 

(1)村上もとか原画展 
（2/11（土）～3/12（日）  

横山隆一記念まんが館） 
(2)情報セキュリティ委員会            
（2/20（月）14:30～15:30 第二応接室） 
(3)平成28年度第４回高知県犯罪のない安全

安心まちづくり庁内推進会議 
（2/22（水）10:00～  

職員能力開発センター） 
(4)アプリ開発人材育成講座【応用編】 

グループミーティング 
（2/22（水）18:30～20:30 ココプラ） 
(5)第 23回高知県公立大学法人評価委員会 
（2/23（木）13:00～15:00  

高知会館３階 弥生の間） 
(6)安全安心まちづくりひろば 
（2/25（土）10:00～17:00  

イオンモール高知） 
(7)民間国際交流団体連絡協議会 
（2/25（土）14:00～16:30 高知会館） 
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文化生活部 
（続き） 

  内容：高知県安全安心まちづくり庁内推進会議を
開催し事業計画等を協議 

②安全安心まちづくりに関する広報・啓発 
 内容：犯罪や事故のない安全で安心して暮らせる

地域社会づくりをテーマにイベントを開
催 

 
＜課題６＞ 
産業人材定着支援事業の審査手続きの準備 

＜取り組みの内容＞ 
○審査手続きの詳細設計 

 
＜課題７＞ 
 人権施策の推進  
＜取り組みの内容＞ 
○人権施策の進捗管理 
 内容：「人権施策基本方針」に掲げる取り組み等

の 28年度実施状況（見込）の取りまとめ
及び関係機関との調整等 

 
＜課題８＞ 
行政情報化の推進 

＜取り組みの内容＞ 
○情報セキュリティ委員会開催 
内容：情報セキュリティ対策の強化に向けた監査

や研修等の取り組み状況の報告・情報共有 

産学官民連携
センター 

＜課題１＞ 
 事業化や起業の取組の支援 
＜取り組みの内容＞ 
①交流事業の実施 

  内容：ア）ビジネスプランコンテストの準備 
イ）シーズ研究内容紹介 
ウ）H28シーズ集作成 

②支援の実施 
 内容：ビジネスチャレンジサポート 

 
＜課題２＞ 
産業人材の育成 

＜取り組みの内容＞ 
①土佐ＭＢＡの実施 
内容：応用編、エグゼクティブコース 

②H29土佐ＭＢＡの準備 
内容：ア）カリキュラム日程調整、パンフ作成 

イ）土佐経営塾、エグゼクティブコースの
プロポーザル準備 

ウ）4/15（土）オープンアカデミー準備 

(1)土佐ＭＢＡ応用編「財務戦略」③ 
（2/21（火）14:00～16:00 ココプラ） 
(2)第９回コーディネター会議 
（2/22（水）16:00～17:30 ココプラ） 
(3)土佐ＭＢＡ応用編「マーケティング戦略」

③ 
（2/22（水）18:00～20:00 ココプラ） 
(4)第 29回シーズ・研究内容紹介 

高知工科大学 システム工学群  
教授 大内 雅博 氏  

（2/22（水）18:30～20:00 ココプラ） 
(5)土佐ＭＢＡ応用編「財務戦略」④ 
（2/24（金）14:00～16:00 ココプラ） 
(6)高知家ビジネスプランコンテスト本選 
（2/25（土）9:00～18:00 正庁ホール） 

産業振興推進
部 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
 第３期産業振興計画の進捗管理等 
＜取り組みの内容＞ 
①第３期産業振興計画のＰＲ 
②第３期産業振興計画の着実な推進に向けた進捗
管理（地域アクションプラン重点管理項目の進捗
管理含む） 

 ③第３期産業振興計画Ver.2に向けた検討 
→ 次頁へ続く 

(1)県内量販店等テストマーケティング参 
加事業者募集 

（H28.5/9（月）～H29.2/28（火）） 
(2)高知家 ポジティブ・コレクションの募集 
（H28.6/7（火）～H29.2/20（月）） 
 
 
 

→ 次頁へ続く 
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部局名 今週の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程 

産業振興推進
部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題２＞ 
 まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進、市町村の
サポート 

＜取り組みの内容＞ 
①県版総合戦略の推進 
内容：ア）民間企業等との協力関係づくり 

イ）県版総合戦略の着実な推進に向けた 
進捗管理 

②市町村版総合戦略の実行をサポート 
③連携中枢都市圏形成に向けた検討・市町村支援 

 
＜課題３＞ 
 起業や新事業展開の促進 
＜取り組みの内容＞ 
 ①総合相談窓口のＰＲ 
 ②各部局・関係機関と連携したサポート体制の構築 
（起業者等の支援ツールの集約と支援方法の共有） 

 ③起業希望者の発掘と事業化への支援 
（こうち起業サロンの開催等） 

 
＜課題４＞ 
 地域に根差した産業クラスターの形成 
＜取り組みの内容＞ 
 ①地域産業クラスター化推進チームを中心とした

クラスタープロジェクトの充実・強化と新規案件
の発掘 

 ②総合相談窓口の設置 
 （情報の収集・提供とマッチング支援） 
 ③クラスター育成チームによるクラスタープラン

の策定支援 
 
＜課題５＞ 
地産外商の NEXT STAGEに向けた取り組みの強化 

＜取り組みの内容＞ 
①食品加工業の拡大再生産に向けた外商の強化と
事業展開のサポート 

  内容：ア）地産外商公社による外商活動の全国展開 
イ）県内事業者の外商参画機会の拡大 
ウ）食品加工業のさらなる成長をサポート 

・企業の課題に応じたサポートチーム
による支援 

・食品生産管理高度化支援（県版ＨＡ
ＣＣＰ取得支援） 

・食品クラスターの形成にかかる協議 
②輸出振興の本格化 
内容：ア）ユズ、日本酒、水産物を中心とした海

外販路の開拓支援と強化 
イ）食品分野で培ってきたネットワーク 

         やノウハウを活かした、機械分野の海
外販路の開拓支援の強化 

ウ）国別戦略の取り組み強化 
 
 
 

→ 次頁へ続く 

(3)高知家ＴＶＣＭ（宗田節、ナス（エコシ
ステム栽培）、魚、ＭＶＰＰ・維新博）放
送 

（H28.12/10（土）～H29.2/25（土） 
ＢＳ放送（全国）） 

(4)土佐ＭＢＡ 基礎編（貿易実務③） 
（2/20（月）高知市内） 
(5)平成28年度第４回パートナーズ協定に基

づく協議会 
（2/21（火）16:00～ ココプラ） 
(6)高知県とＡＮＡホールディングス㈱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 

（2/22（水）13:00～13:20  
ザ クラウンパレス新阪急高知） 

(7)四国物産展 
（2/22（水）～2/28（火） 

小田急百貨店 町田店） 
(8)野菜教室 

～産地から学ぶ☆柑橘の女王☆文旦～ 
（2/23（木）11:30～  

日本野菜ソムリエ協会名古屋支社） 
(9)大阪出張移住相談 
（2/24（金）11:00～17:00 大阪ふるさと暮
らし情報センター（シティプラザ大阪１
Ｆ）） 

(10)高知家動画記者発表会 
（2/24（金）11:40～12:10  

ザ クラウンパレス新阪急高知） 
(11)あったか高知で暮らす。移住笑談会 
  ～地域おこし協力隊編～ 

（2/25（土）13:00～16:00 大阪ふるさと暮 
らし情報センター（シティプラザ大阪４
Ｆ）） 
(12)あったか高知で暮らす。移住笑談会  

～ワークライフバランス編～ 
（2/26（日）12:00～14:45 ふるさと回帰支
援センター（東京都千代田区）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



H29.2.20 政策企画課 

－7 / 21－ 

部局名 今週の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程 

産業振興推進
部 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（地産外商公社） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題６＞ 
「高知家」プロモーションの切れ目ない展開と各セ
ールス施策との連携 

＜取り組みの内容＞ 
①「高知家」プロモーション４年目の展開 
内容：ア）NIPPON POSITIVE PROJECTによる 

高知家 ポジティブ・コレクションの 
収集と発信 

イ）「スター情報」の公開 
ウ）首都圏などでのＰＲ活動の実施 

 ②セールスプロモーションの展開 
内容：ア）重点品目ごとに、関係課と個別協議 

     イ）地産外商公社等との連携強化 
 
＜課題７＞   
 移住促進による地域と経済の活性化 
＜取り組みの内容＞ 
○第３期産業振興計画の目標として掲げた移住者
数1,000組の達成に向け、各産業分野や県・市町
村・民間団体との連携を深め、「ALL 高知家」に
よる移住促進策を展開 
内容:ア）高知県の強みである「自然」「ひと」か

ら導かれるＱОＬ（生活の豊かさ）を
最大限に活かしたＰＲの展開 

イ）移住促進策と各分野の人材確保に関す
る施策との連携 

ウ）移住体験ツアーの実施 
エ）高知版ＣＣＲＣ構想の普及促進 

 
 
＜課題１＞ 
高知県アンテナショップ「まるごと高知」の運営 

＜取り組みの内容＞ 
 ①ストアプロモーションの強化 
 ②店舗のアピールや店頭での誘客催事 
 ③近隣のアンテナショップ等と連携した誘客 
 ④季節や旬を意識した商品陳列やメニュー、サービ

スの提供などによる飽きられない店づくり 
⑤カタログ販売など店舗外での販売拡大 

 ⑥「まるごと高知報告会」等による外商促進や新商
品、食材の発掘 

 ⑦来店者のマーケティング 
⑧店舗フロアー間の連携強化 

 ⑨職員の確保とスキルアップ 
 ⑩設備や機能の維持 
 
 
＜課題２＞ 
地産外商の全国展開を戦略的に充実・強化 

＜取り組みの内容＞ 
 ①全エリアで有望な外商先を抽出して活動を展開 
 ②大手卸売業者とのネットワークを活かした展開 
 ③商談機会の提供（大規模、大手卸売業者など） 
 ④パートナー企業と連携した外商活動 

→ 次頁へ続く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)「鹿児島」×「高知」×「山口」東京ア
ンテナショップ『薩長同盟』 

（1/21（土）～2/28（火）まるごと高知） 
※鹿児島、山口、高知の各アンテナショ
ップでスタンプラリー等の共同企画
を実施 

(2)高知野菜フェア 
（2/1（水）～2/28（火） 

成田エクセルホテル東急） 
(3)高知フェア 
（2/1（水）～2/28（火） 

チムジルバンスパ神戸） 
（2/6（月）～4/28（金） 

月島もんじゃ こぼれや） 
（2/20（月）～2/26（日）こだわりや） 
(4)フロア連携プロモーション 
（2/1（水）～3/5（日）文旦フェア） 
(5)関東海援隊 2,000人突破キャンペーン 
（2/6（月）～3/31（金）まるごと高知） 

(6)「美味しい銀座のグルメウィーク」 
（2/15（水）～2/28（火）） 
(7)四国フェア 
（2/17（金）～2/20（月）とりせん） 
（2/22（水）～2/28（火）スズキヤ） 

→ 次頁へ続く 



H29.2.20 政策企画課 

－8 / 21－ 

部局名 今週の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程 

（地産外商公社） 
（続き） 

 ⑤県事務所（大阪・名古屋）や関係部局と一体とな
った外商活動を展開 

 ⑥体制の充実（外商担当２名増員） 
 
＜課題３＞ 

高知県情報の発信 
“プロモーション戦略のさらなる強化” 

＜取り組みの内容＞ 
 ①マスメディアやＳＮＳ、自社メディアの機能を活

用した情報発信 
 内容：ア）首都圏のマスメディアへの営業活動の

強化 
    イ）関東海援隊など口コミによるＰＲ 
    ウ）ＳＮＳの積極的な活用 

 ②公社のノウハウを活用したプロモーション 
  内容：ア）高知家プロモーションの展開 
     イ）重点プロモーション品目のＰＲ施策の

企画・実施支援 
     ウ）店頭イベントの企画、実施 
 ③観光、移住、ふるさと情報等の発信 

(8)「いらっしゃいませスタンプラリー」 
都内アンテナショップ連携事業 

（2/20（月）～3/20（月）まるごと高知） 
(9)AJS2017年春期商品展示会 
（2/23（木）京都パルスプラザ） 
(10)三井食品関西メニュー提案会 
（2/23（木）天満橋ＯＭＭ） 
 

大阪事務所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
地産外商の取り組み 

＜取り組みの内容＞ 
①大手卸売業者・パートナー企業と連携した地産外
商の推進 
内容：ア）㈱日本アクセス、加藤産業㈱ほか大手

卸売業者の展示会への出展支援 
     イ）旭食品㈱と連携した関西地区における

外商の強化 
ウ）県内事業者の販路拡大につながる商談

会等の機会を創出 
②高知県産品のＰＲと販路拡大のための商談会や
高知フェア等の開催 

③高知県産業振興センターと連携したものづくり
産業への支援 

 
＜課題２＞ 
 企業誘致の取り組み 
＜取り組みの内容＞ 
○関西の企業や経済団体とのネットワークの活用と
情報収集 

 
＜課題３＞ 
「リョーマの休日」観光ＰＲ 

＜取り組みの内容＞ 
 ①「リョーマの休日」観光ＰＲによる観光客誘客 
 ②「志国高知 幕末維新博」のＰＲ 
 
 
＜課題４＞ 
 移住・就職支援の取り組み 
＜取り組みの内容＞ 
①本県出身の大学生の就職活動への支援 
②Ｕ・Ⅰターン希望者への情報提供支援 

→ 次頁へ続く 

(1)第１回西日本地区日中友好交流大会 
（2/21（火）14:00～19:30  ホテルニューオ
ータニ大阪（大阪市中央区）） 

(2)３県連携物産展（春のええもん市） 
（2/23（木）10:00～18:00 
2/24（金）10:00～17:00 高知県・福井県・
静岡県の各大阪事務所（大阪市中央区）） 

(3)「平成 29年度高知県教育旅行観光素材」
説明会・意見交換会 

（2/24（金）16:00～19:45 
大阪新阪急ホテル（大阪市北区）） 

(4)あったか高知で暮らす。移住笑談会 
～地域おこし協力隊編～ 

（2/25（土）13:00～16:00 大阪ふるさと暮
らし情報センター（シティプラザ大阪４
Ｆ）） 
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大阪事務所 
（続き） 

＜課題５＞ 
 関西ネットワーク構築の取り組み 
＜取り組みの内容＞ 
○ふるさと会、同窓会等との交流によるネットワー
クの拡大 

理事 
（中山間対策･
運輸担当） 
 

＜課題１＞ 
 中山間対策の推進 
＜取り組みの内容＞ 
①集落活動センターの取り組みの推進 

  内容：ア）市町村と連携協調したセンターの立ち
上げ支援 

イ）ロールモデル確立に向けた部局間連携 
ウ）センター連絡協議会と連携した人材育

成支援等 
②生活支援等の取り組みの推進 

  内容：生活用水、生活用品、移動手段の確保事業
の推進に向けた市町村との協議 

 
＜課題２＞ 
 鳥獣被害対策の推進 
＜取り組みの内容＞ 
①野生鳥獣に強い高知県づくり 
内容：支援集落（183集落）の育成 

②新規狩猟者確保 
 内容：狩猟免許試験広報等 
③シカ捕獲の推進 
 内容：山岳地等でのシカ捕獲等 
④サル捕獲技術研究 

  内容：事業実施 
 
＜課題３＞ 
公共交通の維持確保・活性化 

＜取り組みの内容＞ 
①中央地域公共交通改善協議 
②土佐くろしお鉄道の経営安定対策 
③阿佐海岸鉄道の経営安定対策 
④四国の新幹線実現を目指した取り組み 
⑤航空路線の維持・拡充の取り組み 
⑥フェリーの利用促進 
内容：交通関係機関・事業者等との連携協議、調

整 

(1)市町村中山間対策担当課長等会議 
（2/20（月）13:00～16:30 高知会館） 
(2)野生鳥獣に強い高知県づくり事業 

・ブロック学習会 
（2/20（月）14:00～16:00 室戸市役所） 
（2/21（火）14:00～16:00 安芸総合庁舎） 
（2/22（水）14:00～16:00  

香美市中央公民館） 
（2/23（木）14:00～16:00  

本山町プラチナセンター） 
（2/24（金）14:00～16:00 伊野合同庁舎） 
・ジビエ料理教室 
（2/21（火）10:00～14:00  

ＪＡ南国市久礼田支所） 
・集落勉強会 
（2/21（火）19:00～19:45  

土佐町中和田集落集会所） 

(3)中央地域公共交通改善協議会 
（2/21（火）13:30～15:30 

とさでん交通本社） 
(4)高知ふるさと応援隊研修 
（2/22（水）9:30～17:15  

龍馬の生まれたまち記念館） 
(5)指定管理鳥獣捕獲等事業によるシカ捕獲 
（2/26（日）8:00～ 馬路村魚梁瀬） 
 

商工労働部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
 地産外商の強化、その成果を拡大再生産へ 
＜取り組みの内容＞ 
 ①ものづくり力、商品力のさらなる強化 
  内容：平成 29年度産学官連携産業創出研究推進

事業・産学官多分野利用推進事業費補助
金継続審査会（2/20（月）） 

 ②紙産業の飛躍的な成長の促進 
 ③外商支援の全国展開 
 ④輸出促進の本格化 
 ⑤担い手の育成・確保 
⑥地域産業クラスターの形成 
 

→ 次頁へ続く 

(1)平成29年度産学官連携産業創出研究推進
事業・産学官多分野利用推進事業費補助
金継続審査会 

（2/20（月）12:45～17:55  
永国寺キャンパス地域連携等４階） 

(2)高知図書館協会ブロック別研修会【中部】 
（2/20（月）13:00～16:00  

紙産業技術センター） 
(3)第５回防災関連産業交流会（個別相談会） 
（2/21（火）午後 県民文化ホール多目的室） 
(4)㈱ライフルビザス会社説明会・面接会 
（2/21（火）15:00～  
2/27（月）10:00～ 県民文化ホール） 

→ 次頁へ続く 
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商工労働部 
（続き） 

 内容：ア）立地企業説明会・面接会 
      （2/21（火）～2/27（月）） 
    イ）ＩoＴ現場視察（2/23（木）） 

 
＜課題２＞ 
県内就職や移住の促進 

＜取り組みの内容＞ 
①県内大学生等の県内就職の促進 

 ②県外からの移住促進 
 
＜課題３＞ 
 若い世代・女性の活躍の場の確保 
＜取り組み内容＞ 
 ①より多くの方の「結婚」「妊娠・出産」「子育て」

の希望をかなえる 
 ②男女がともに働きやすい職場づくり 
  
＜課題４＞ 
 中山間地域と都市の維持・創生 
＜取り組みの内容＞  
 ①中山間地域の資源や特性を生かした産業づくり

の支援 
 ②中山間地域の生活支援 
 ③都市部の経済・生活圏の形成 
 
＜課題５＞ 
 南海トラフ地震対策の推進 
＜取り組みの内容＞ 
 ①新想定を踏まえた団地開発の加速化 
 ②事業者の防災対策の推進 
 ③防災関連産業の振興 
  内容：第５回防災関連産業交流会（個別相談会）

（2/21（火）） 
 ④安全・安心な商店街の環境づくり 

（2/22（水）14:00～  
高知市たかじょう庁舎） 

（2/26（日）10:00～ 高知会館） 
(5)第２回第二期高知市中心市街地活性化基

本計画策定検討委員会 
（2/22（水）14:00～16:00 高知共済会館） 
(6)ヤフー㈱会社説明会・面接会 
（2/22（水）、2/26（日）14:00～  

高知市文化プラザかるぽーと） 
(7)ＩoＴ現場視察（香南市メロン農家） 
（2/23（木）14:00～17:00 香南市内） 
(8)㈱アイレップ会社説明会・面接会 
（2/24（金）9:30～ 県民文化ホール） 
（2/25（土）9:30～  

㈱アイレップＱＭＣ高知） 

観光振興部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
地域観光の推進 

＜取り組みの内容＞ 
①広域観光総合支援事業の推進 
内容：観光創生塾（プラットフォーム勉強会含む）

の来年度に向けた検討 
②核となる観光拠点の整備促進 
③歴史資源のリアル化、観光クラスターづくりの支 
 援 

 
＜課題２＞ 
 効果的な広報・セールス活動の推進 
＜取り組みの内容＞ 
①「志国高知 幕末維新博」の開幕準備及びプロモ
ーション 

②龍馬パスポートⅢのＰＲによる周遊・リピーター
の促進 

③高知県観光アプリのＰＲ 
 
 

→ 次頁へ続く 

(1)プロ野球「阪神タイガース」（２軍）春季 
キャンプ 

（2/1（月）～2/28（火）安芸市営球場） 
(2)伊予銀行ソフトボール部 2017 年春季キ

ャンプ 
（2/11（土）～2/25（土） 
春野総合運動公園 ソフトボール場Ａ 他） 
(3)韓国プロ野球「ハンファ・イーグルス」 

（２軍）春季キャンプ 
（2/11（土）～3/2（木）高知市総合運動場） 
(4)プロ野球「埼玉西武ライオンズ」春季キ

ャンプ 
（Ａ班  2/21（火）～2/28（火） 
Ｂ班  2/1（水）～2/24（金） 

春野総合運動公園 野球場） 
(5)平成28年度第２回高知県おもてなし県

民会議全体会 
（2/20（月）10:00～12:00 高知共済会館） 
 
 

→ 次頁へ続く 
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部局名 今週の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程 

観光振興部 
（続き） 

＜課題３＞ 
おもてなしの向上 

＜取り組みの内容＞ 
①タクシー・トイレ・観光関係者のおもてなしの向
上 
内容：満足度調査とそのフィードバックなど  

 ②外国人観光客の受入環境の整備 
内容：ア）整備に向けた関係機関等への働きかけ

及び支援とおもてなしアクションプ
ランの推進 

イ）外国客船の受入環境整備 
ウ）飲食店向け多言語メニュー作成 Web

サイトの普及 
 ③きめ細かな観光情報の提供 
 
＜課題４＞ 
 スポーツツーリズムの推進 
＜取り組みの内容＞ 
 ①プロスポーツの誘致 
  内容：ア）プロ野球１軍による２次キャンプ誘致、

プレシーズンマッチの開催 
     イ）Ｊリーグキャンプの誘致 
     ウ）プロゴルフ大会の誘致 
 ②アマチュアスポーツ合宿・大会の誘致 
 ③県内サイクリングコースのＰＲ 
 ④ラグビーＷ杯日本大会の事前合宿の誘致 
 
＜課題５＞ 
 国際観光の推進 
＜取り組みの内容＞ 
 ①戦略的・計画的なセールス活動の強化 

内容：最優先市場である台湾でのプロモーション
活動（観光イベントへの出展、よさこい鳴
子踊りによる観光ＰＲ、旅行会社への個別
セールス） 

②外国人向け観光情報サイト「Visit Kochi Japan」 
の充実 

 ③四国広域観光周遊ルート事業による誘客促進 
 ④外国人目線での観光素材の発掘・受入地域の拡大 
   
＜課題６＞ 
 ＭＩＣＥの誘致促進 
＜取り組みの内容＞ 
 ①高知家流ＭＩＣＥの確立 
 ②セールスの強化 
 ③受入施設との連携強化 

(6)高知県観光ガイド地域別研修交流会 
（西部地区） 

（2/20（月）13:00～15:30 土佐清水市） 
(7)四国観光商談会 in香港 
（2/21（火）11:30～17:00 香港） 
(8)外国客船オプショナルツアー商談会等 

・商談会 
  （2/21（火）13:00～17:00  

ザ クラウンパレス新阪急高知） 
  ・視察、意見交換会 
  （2/22（水）9:30～14:50  

北川村、田野町、安芸市） 
(9)第３回海外商談会事前セミナー（海外 

商談会フォローアップ） 
（2/21（火）13:30～16:30 高知共済会館） 
(10) 高知県とＡＮＡホールディングス㈱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 

（2/22（水）13:00～13:20  
ザ クラウンパレス新阪急高知） 

(11)（一社）仁淀ブルー観光協議会 開所セ
レモニー 

（2/23（木）10:00～ ＪＲ西佐川駅） 
(12)第４回「志国高知 幕末維新博」推進協 

議会 
（2/24（金）10:00～11:30  

ザ クラウンパレス新阪急高知） 
(13)東北楽天ゴールデンイーグルス空港歓 

迎セレモニー 
（2/24（金）14:30～ 高知龍馬空港） 
(14)2017プロ野球プレシーズンマッチ 埼玉

西武ライオンズ VS 東北楽天ゴールデ
ンイーグルス 

（2/25（土）13:00～ 
2/26（日）12:30～  

春野総合運動公園 野球場） 

農業振興部 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
次世代型こうち新施設園芸システムの普及推進 

＜取り組みの内容＞  
①学び教えあう場を活用した環境制御技術等の普及 
②次世代型ハウス等の整備支援 
③農業分野への企業参入の推進 
④次世代施設園芸団地の営農支援 

 
→ 次頁へ続く 

(1)土佐あかうしと高知の食材を巡るシェフ
ツアー 

（2/20（月）10:00～16:00  
南国市、香美市、香南市、土佐町） 

(2)土佐あかうしセミナー＆赤肉サミット in 
高知 2017 

（2/21（火）11:30～14:30 
高知市文化プラザかるぽーと） 

→ 次頁へ続く 
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部局名 今週の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程 

農業振興部 
（続き） 

＜課題２＞ 
 中山間地域の農業を支える仕組みの再構築 
＜取り組みの内容＞ 
①集落営農の裾野の拡大・ステップアップへの支援 

②中山間農業複合経営拠点の整備推進 

 
＜課題３＞ 
流通・販売の支援強化 

＜取り組みの内容＞ 
①高知家プロモーションや、パートナー量販店等と
の連携によるブランド化の推進 

②規模に応じた販路開拓、販売体制の強化 
③農産物の輸出の推進 

 
＜課題４＞ 
生産を支える担い手の確保・育成 

＜取り組みの内容＞ 
①産地提案型の担い手確保対策の推進 
②農業担い手育成センターの充実・強化 
③経営発展に向けた支援 
④労働力の確保と省力化の推進 
⑤農地中間管理事業の活用による農地集積の加速化 

 
＜課題５＞ 
地域に根差した農業クラスターの形成 

＜取り組みの内容＞ 
①クラスターの形成に向けた検討 
②クラスタープランの策定支援 

 
＜課題６＞ 
 畜産の流通販売の強化 
＜取り組みの内容＞ 
 ①イベント及び試食販売等でのＰＲ 
 ②商談会等での販路拡大 
 
＜課題７＞ 
 新食肉センター整備 
＜取り組みの内容＞ 
○検討会の開催 

(3)第３回新食肉センター整備検討会 
（2/23（木）10:00～12:00 高知城ホール） 
(4)新規就農者確保対策セミナー 
（2/23（木）13:10～17:00 

高知県農業担い手育成センター） 
(5)こうちアグリスクール（冬期東京土曜講

座） 
（2/25（土）14:00～17:30 ＴＫＰ東京駅日
本橋カンファレンスセンター） 

 

林業振興・ 
環境部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
第３期産業振興計画（林業分野）の推進 

＜取り組みの内容＞ 
①原木生産のさらなる拡大 
 内容：林地台帳の整備に必要な森林情報の精度の

向上 
②加工体制の強化 
 内容：製材事業体の振興方針の作成 
③流通・販売体制の確立 
 内容：県外の販売先の拡大 
④木材需要の拡大 
 内容：ＣＬＴに関する普及の推進 
⑤担い手の育成・確保 
 内容：林業学校「専攻課程」の開講準備 

 
→ 次頁へ続く 

(1)地球温暖化防止県民会議行政部会 
（2/22（水）10:00～12:00 高知会館） 
(2)優良土佐材見本市 
（2/23（木）9:30～ 高幡木材センター） 
(3)林業学校基礎課程一般選考（後期）試験 
（2/25（土）10:00～15:00 

四国森林管理局大会議室） 
(4)森林環境税モニターツアー 
（2/25（土）大豊町、土佐町 ほか） 
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部局名 今週の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程 

林業振興・ 
環境部 
（続き） 

＜課題２＞ 
地球温暖化対策の推進 

＜取り組みの内容＞ 
○県市町村が協働して地球温暖化防止活動に取り
組む 

 
＜課題３＞ 
牧野植物園の魅力度アップに向けた機能強化 

＜取り組みの内容＞ 
○磨き上げ整備基本構想策定準備 

 
＜課題４＞ 
管理型産業廃棄物の最終処分のあり方に関する検
討 

＜取り組みの内容＞ 
○マスタープラン策定の事務作業 

 
＜課題５＞ 
災害廃棄物処理体制の構築 

＜取り組みの内容＞ 
○市町村災害廃棄物処理計画の策定促進 

水産振興部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
漁業生産の構造改革 

＜取り組みの内容＞ 
①効率的な沿岸漁業生産体制への転換 
内容：急潮対策として潮流計による観測を実施 

②日本一の種苗生産・中間育成拠点の形成 
内容：ア）クロマグロ産卵親魚の養成 

     イ）水産試験場古満目分場の運営 
 
＜課題２＞ 
担い手の育成・確保 

＜取り組みの内容＞ 
①担い手の育成 
内容：新規就業希望者の掘り起こし、短期研修、

長期研修、担い手育成団体による研修など
の円滑な実施  

②就業時における支援 
内容：国の漁船等リース制度の活用に向けた支援 
 

＜課題３＞ 
市場対応力のある産地加工体制の確立 

＜取り組みの内容＞ 
①高度加工ビジネスへのステップアップ 
 内容:加工施設等の立地促進 
②加工関連ビジネスの展開 
 内容：残さい処理及び冷凍保管体制のあり方の検  
    討 
③輸出の促進 

   内容：ア）加工事業者の衛生管理体制の向上に向 
けた支援 

     イ）海外飲食店へのサンプル出荷・評価取
得等、輸出促進協議会の活動支援 

 
→ 次頁へ続く 

(1)水産振興部魚礁整備ＶＥ審査会 
（2/20（月）9:00～ 海区漁業調整委員会室） 
(2)第 14回シーフードショー大阪 
（2/22（水）、2/23（木）アジア太平洋トレ
ードセンターＡＴＣホール） 

(3)海外飲食店への養殖魚サンプル出荷に関   
する現地での評価取得活動 

（2/22（水）～2/24（金）香港） 
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部局名 今週の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程 

水産振興部 
（続き） 

＜課題４＞ 
流通・販売の強化 

＜取り組みの内容＞ 
①外商ビジネスの拡大 
内容：ア）シーフードショーへの出展等による大

都市圏での外商拡大 
     イ）「高知家の魚応援の店」との取引拡大 
②産地市場の機能強化 
内容：ア)産地市場の統合に向けた検討 

          イ)産地市場の衛生管理の取り組みの支援 
 
＜課題５＞ 
 活力ある漁村づくり 
＜取り組みの内容＞ 
 ①高齢者や女性の活躍の場づくり 
  内容：近場の漁場造成に向けた地元調整等 
②交流人口の拡大 

  内容：ア）遊漁等支援策の実施に向けた検討 
イ）天皇洲のアサリ資源の回復に向けた 

取り組みへの支援  
 
＜課題６＞ 
漁村での南海トラフ地震対策の加速化 

＜取り組みの内容＞ 
①防災拠点漁港での施設の機能強化 
②漁村での避難路・避難広場等の整備 
③操業船に対する津波時の緊急通報体制構築に向
けた検討会の開催 

④漁業用屋外燃油タンク対策の推進 
⑤沈廃船対策の加速化 
⑥産業復興計画の策定に向けた調査 

土木部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
南海トラフ地震対策の抜本的強化 

＜取り組みの内容＞ 
①住宅・建築物の耐震対策の推進 
②防災・減災インフラの着実な整備 
③高知県道路啓開計画の実効性の確保 
④緊急輸送道路等の沿道建築物の耐震化を促進する
道路指定 

⑤耐震診断を義務付ける防災拠点建築物の指定 
⑥秦南団地の利活用計画への対応 
⑦建設業者のＢＣＰ策定の促進 
⑧地籍調査の促進 

 
＜課題２＞ 
土砂災害（山津波等）対策、再度災害防止対策 

＜取り組みの内容＞ 
 ①土砂災害対策の「さらなる強化」 
 ②地すべり被災箇所対策 
 ③吉見川流域・高知市市街地の再度災害防止対策 
 
 
 
 

→ 次頁へ続く 

(1)高知東部自動車道（南国安芸道路）安芸
市穴内地区設計協議調印式 

（2/20（月）14:00～ 安芸市役所） 
(2)第１回豪雨に強い地域づくり推進会議

（仮称） 
（2/20（月）14:00～16:00 幡多土木事務所） 
（2/23（木）14:00～16:00 高知土木事務所） 
(3)高知県河川委員会（国分川・鏡川流域） 
（2/22（水）高知城ホール） 
(4)第２回木造住宅耐震補強工事実務研修

会 
（2/23（木）、2/24（金）9:00～16:00 

ポリテクセンター高知） 
(5)砂防・治山事業高知地方連絡調整会議 
（2/24（金）13:30～ こうち勤労センター） 
(6)大規模土砂災害を想定した防災訓練・住

宅耐震講座 
（2/25（土）9:00～16:00 南国市瓶岩） 
(7)高知タウンミーティング 
（2/25（土）9:20～11:30 三翠園） 
(8)のいち動物公園文化祭（職員による講

演及び来園者へのオリジナルコインの
プレゼント） 

（2/26（日）） 
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部局名 今週の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程 

土木部 
（続き） 

＜課題３＞ 
観光振興や地場産業など、地域経済の活性化を支援 

＜取り組みの内容＞ 
①四国８の字ネットワークの整備促進 
②建設業活性化プランの実行 
③高知新港振興プランの実行と第２期プランの策

定 
④観光振興や地場産業を支援するインフラの整備
と活用 

 
＜課題４＞ 
中山間総合対策に資するインフラ整備の推進 

＜取り組みの内容＞ 
○空き家の活用など移住促進  

会計管理局 
 
 
 

＜課題１＞ 
適正な会計事務の推進 

＜取り組みの内容＞ 
①会計事務研修の充実 
②会計検査の実施 
③会計事務に関する情報発信の充実 
④会計管理課・会計専門員による支援の充実 
⑤電力小売り自由化への対応 
内容：入札の実施と検証 

 ⑥入札・契約事務の支援強化と改善 
  内容：ア）支出審査や会計検査時等の支援強化 
      イ）委託業務の入札時期や契約期間の見 

直し 
 ⑦標準契約書等の見直し 
⑧会計事務の見直し 

各所属からの意見や提案などを踏まえ、コンプ
ライアンスを基本に、より効率的な会計事務と
なるよう、会計規則等の見直しを行っていく。 

 
＜課題２＞ 
効率的な会計事務の推進 

＜取り組みの内容＞ 
○総務事務センター運営体制の見直し 
  知事部局や教育委員会、公安委員会などの本庁
各課や各出先機関等の総務事務を集中処理して
いる総務事務センターの運営について、外部委託
の再検討を行い、組織・運営体制の見直しを進め
る。 

(1)国費会計事務説明会 
（2/21（火）9:30～11:00 正庁ホール） 
(2)会計検査 
（2/21（火）安芸農業振興センター） 
（2/22（水）安芸福祉保健所） 
 

公営企業局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞  
県立病院事業の経営の健全化 

＜取り組みの内容＞ 
①第５期経営健全化計画の着実な推進 
 内容：ア）医療機能の充実による経営基盤の強化 
    イ）医師・医療スタッフの安定確保 
②第６期経営健全化計画（H29～32）の策定 
  内容：ア）地域地域で安心して住み続けられる医 

療提供体制の整備 
     イ）新公立病院改革ガイドラインへの対応 

による経営の健全化 
     ウ）医療人材の安定確保 

     → 次頁へ続く 

(1)高知大学訪問 
（2/21（火）13:30～14:00  

高知大学朝倉キャンパス） 
(2)改正ＦＩＴ法に関する直前説明会 
（2/22（水）13:00～14:45  

かがわ国際会議場） 
(3)あき総合病院経営幹部会議 
（2/24（金）15:00～ あき総合病院） 
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公営企業局 
（続き） 

＜課題２＞ 
電気事業・工業用水道事業の経営の安定化 

＜取り組みの内容＞ 
①電力システム改革への柔軟な対応 
  内容：ア）電力小売の全面自由化後の動向把握 
     イ）再生可能エネルギーの導入促進 
②工業用水道事業の経営基盤の強化 

  内容：ア）効果的な施設の維持・更新投資の推進 
     イ）鏡川工業用水道事業の今後の在り方の

検討 
 
＜課題３＞ 
南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化に向けた取
り組み 

＜取り組みの内容＞ 
①熊本地震から見えてきた課題への対応 
②第３期行動計画への対応 

教育委員会 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
第２期高知県教育振興基本計画の見直し 

＜取り組みの内容＞ 
○次年度に向けた第２期高知県教育振興基本計画
の改訂作業 

  
＜課題２＞ 
チーム学校の構築 

＜取り組みの内容＞ 
①学校の組織マネジメント力の強化 
内容：ア）学校経営計画に基づく各学校の取り組

みへの支援の充実 
イ）高等学校での組織マネジメントを効果

的に推進する体制や仕組みの構築 
②教員同士が学び合う仕組みの構築 
内容：教科の「タテ持ち」の導入による組織的な

指導体制の研究の推進 
③義務教育段階の学力の定着・多様な学力・進路希
望への対応 
内容：ア）探究的な授業づくりの実践研究の推進 

イ）インターネット学習教材の活用による
個々に応じた確かな学力の育成 

④生徒指導上の諸問題の改善 
内容：ア）未然防止、早期発見・早期対応の両面

からのいじめ問題等への総合的な対
策の推進 

イ）心の教育センターの教育相談支援体制
の強化 

⑤外部・専門人材の活用 
内容：ア）学校への運動部活動指導員の派遣拡充 

イ）スクールカウンセラー、スクールソー
シャルワーカーの学校への配置拡充、
専門性を生かした支援の充実 

 
 
 
 

→ 次頁へ続く 

(1)子ども・子育て支援新制度等説明会 
（2/20（月）10:00～12:00  

安芸市防災センター） 
(2)南海トラフ地震対策研修会（保育所・幼

稚園等対象） 
（2/20（月）13:30～16:30  

安芸市防災センター） 
(3)第３回高知県いじめ問題対策連絡協議会 
（2/21（火）13:30～15:30 

ザ クラウンパレス新阪急高知） 
(4)高知県スポーツ推進審議会 
（2/21（火）14:00～16:00 高知会館） 
(5)第３回こうちの子ども体力向上支援委員

会 
（2/21（火）14:00～16:30 高知会館） 
(6)高知県障害者教育支援委員会 
（2/22（水）、2/23（木）13:00～17:00  

教育センター分館） 
(7)高知県学力定着状況調査結果記者発表 
（2/23（木）10:00～11:00 教育委員室） 
(8)学校保健総合支援事業｢第２回高知県学校

保健課題解決協議会｣ 
（2/23（木）18:30～20:30 教育委員室） 
(9)高知県長期宿泊体験活動推進協議会 
（2/24（金）13:30～15:30  

教育センター分館） 
(10)高知県社会教育実践交流会 
（2/25（土）10:00～16:00  

高知大学物部キャンパス） 
(11)生涯スポーツ推進県民会 
（2/25（土）13:10～16:15 

高知追手前高等学校 芸術ホール） 
(12)高知県立高知国際中学校・高等学校学校

説明会 
（2/26（日）13:00～15:40  

高知追手前高等学校 芸術ホール） 
 

→ 次頁へ続く 
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教育委員会 
事務局 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題３＞ 
厳しい環境にある子どもたちへの支援の充実 

＜取り組みの内容＞ 
①就学前の子どもたちへの支援の充実 
内容：ア）配慮が必要な幼児・家庭へのスクール

ソーシャルワーカーを活用した支援
の充実 

イ）家庭支援加配保育士、親育ち・特別支
援保育コーディネーターの配置拡充 

②放課後の学習支援 
内容：ア）小・中学校における放課後等学習支援

員の配置拡充 
イ）高等学校における補習等での学習支援

員による学習支援の充実 
 
＜課題４＞ 
地域との連携・協働の推進 

＜取り組みの内容＞ 
○学校支援地域本部の設置拡充・活動内容の充実 

 
＜課題５＞ 
就学前教育の充実 

＜取り組みの内容＞ 
①幼児教育の推進体制の構築 
②親育ち支援の取り組みの充実 

 
＜課題６＞ 
スポーツ推進プロジェクト実施計画の推進 

＜取り組みの内容＞ 
①子どもの運動・スポーツ活動の充実 
②競技力の向上のための取り組みの充実 
③地域における運動・スポーツ活動の活性化 
内容：オリンピック･パラリンピック東京大会事

前合宿招致活動の推進 
④障害者スポーツの充実 
⑤スポーツ施設・設備の整備の推進 

 
＜課題７＞ 
県立高等学校再編振興計画の推進 

＜取り組みの内容＞ 
①計画に基づく再編振興の具体的な取り組みの推進 
②グローバル教育の推進 
③遠隔教育の研究の推進 

 
＜課題８＞ 
県立特別支援学校再編振興計画（第二次）の推進 

＜取り組みの内容＞ 
○病弱特別支援学校の再編振興の具体的な取り組
みの推進 

 
＜課題９＞ 
新図書館等の整備の推進 

＜取り組みの内容＞ 
①開館に向けた事業の着実な実施 

→ 次頁へ続く 

(13)高知県児童生徒表彰表彰式 
（2/26（日）13:00～15:30  

高知市文化プラザかるぽーと） 
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教育委員会 
事務局 
（続き） 

②図書館サービスのさらなる充実や中心市街地の
活性化などの検討 

 
＜課題 10＞ 
大量採用時代を見据えた教職員の確保 

＜取り組みの内容＞ 
①採用審査の受審者拡大に向けた審査方法の検討 
②再任用確保のための取り組みの推進 

 
＜課題 11＞ 
 南海トラフ地震対策の推進 
＜取り組みの内容＞ 
 ①学校等の耐震化の推進 
 ②防災教育の徹底 
 ③保育所・幼稚園等の安全確保対策の推進 

 
＜課題 12＞ 
 高知龍馬マラソン２０１７に向けた取り組み 
＜取り組みの内容＞ 
 ○10,000 人を超える規模となった今大会の成功に

向けた取り組み 

警察本部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
 子供・女性・高齢者の犯罪被害防止と少年非行防止
の推進 

＜取り組みの内容＞ 
○児童虐待・いじめ事案への適切な対応 
内容:いじめ問題に対して、関係機関との連携強

化を図り、児童虐待事案の早期認知、組織
的対応を推進する 

 
＜課題２＞ 
 犯罪の起きにくい社会を作る対策の強化 
＜取り組みの内容＞ 
 ①サイバー空間の安全と秩序を維持するための対

策の推進 
  内容：官民が連携して県民のコンピューターセキ

ュリティ意識の向上を図る 
 ②安全安心まちづくり対策の推進 

内容：県民が、犯罪の被害に遭わずに安全で安 
心して暮らせる高知県を目指し、県民、 
事業者、地域活動団体、行政機関と相互 
に連携・協働して犯罪のない安全安心ま 
ちづくりを推進する。 

 
＜課題３＞ 
 県民に期待信頼される県警察の確立 
＜取り組みの内容＞ 
 ○警察活動を支える基盤の充実強化 
  内容：高知県警察逮捕術大会に向けた訓練等に 

より、警察官の気力、体力の錬成及び士 
気の高揚を図る。 

 
 
 

→ 次頁へ続く 

(1)平成28年度第３回高知県いじめ問題対策
連絡協議会  

（2/21（火）13:30～15:30  
 ザ クラウンパレス新阪急高知） 

(2)高知県ネットワークセキュリティ連絡協
議会研修会 

（2/22（水）13:30～15:10 警察本部） 
(3)平成 28年度高知県警察逮捕術大会 
（2/24（金）9:00～16:00 県立武道館） 
(4)平成 28年度第２回高知市地域公共交通 

会議 
（2/24（金）10:00～12:00  

高知市たかじょう庁舎） 
(5)高知県安全運転管理者協議会連合会平成 

28年度第３回理事会 
（2/24（金）14:00～ 警察本部） 
(6)安全安心まちづくりひろば 
（2/25（土）10:00～17:00 
           イオンモール高知） 
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警察本部 
（続き） 

＜課題４＞ 
交通事故から県民を守る対策の推進 

＜取り組みの内容＞ 
○交通弱者を交通事故から守る対策の推進 
内容：関係機関団体との連携強化。 

監査委員 
事務局 
 
 

＜課題＞ 
事務処理の適正化などに向け、執行機関を支援する
監査等の推進 

＜取り組みの内容＞ 
 ①監査結果の公表 
  内容：ア）定期監査（出先機関（後期））結果の

協議 
     イ）行政監査（テーマ：自動体外式除細動

器（ＡＥＤ）の管理等について）結果
の協議 

     ウ）財政的援助団体等の監査結果の協議 
 ②監査結果等の検証 
  視点：ア）定期監査、財政的援助団体等の監査方

法の改善 等 
     イ）収入・支出等会計事務の改善 
     ウ）契約事務の改善 
  ③平成29年度監査計画の策定 
  内容：ア）定期監査重点項目の検討 
     イ）行政監査テーマの検討 
     ウ）財政的援助団体等の監査対象団体の検  
       討 

(1)監査委員会議の開催 
（2/20（月）13:20～16:00 南監査室） 
 

東京事務所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
平成 29年度の国の政策等に対する提言活動等 

＜取り組みの内容＞ 
 ①政策提言活動に必要な情報収集とフォローアッ

プ等 
 ②平成 29年度当初予算についての情報収集 
 ③「一億総活躍」社会の実現への取り組みに向けた

情報収集 
 ④今後のＴＰＰ国内対策についての情報収集 
 
＜課題２＞ 
 巨大マーケット及び集積するマスコミ等への対応
による観光、地産外商等の推進 

＜取り組みの内容＞ 
 ①観光のセールス及び情報発信強化 
  内容: ア）志国高知幕末維新博開催に向けた旅行

会社等へのセールスと情報発信 
イ）国際観光誘致に向けた旅行会社等への

セールスと情報発信 
ウ）ＭＩＣＥ誘致に向けた企業や団体等へ

のセールスと情報発信 
 ②県産品の販路拡大等地産外商の推進 
  内容:観光物産展の開催による高知県産品と観光

の情報発信 
 ③商工労働部や文化生活部等と連携した企業誘致

の推進 
 
 

→ 次頁へ続く 

(1)「鹿児島」×「高知」×「山口」東京ア
ンテナショップ『薩長同盟』 

（1/21（土）～2/28（火）まるごと高知） 
 ※鹿児島、山口、高知の各アンテナショッ

プでスタンプラリー等の共同企画を実
施） 

(2)日本大学地方就職Ｕ・Ｉターン、地方公
務員セミナー 

（2/21（火）14:30～17:00 
 日本大学会館（東京都千代田区）） 

(3)四国・山陽物産展 
（2/22（水）～2/28（火） 

小田急百貨店町田店（東京都町田市）） 
(4)ＣＬＴで地方創生を実現する議員連盟第

３回総会 
（2/23（木）15:00～16:00 

参議院議員会館（東京都千代田区）） 
(5)大田市場まつり 
（2/23（木）～2/25（土） 

大森とうきゅう（東京都大田区）） 
(6)プラチナ構想ネットワーク第10回シンポ

ジウム「地方創生」 
（2/24（金）14:00～17:30 

虎ノ門ヒルズフォーラム（東京都港区）） 
(7)こうちアグリスクール 
（2/25（土）16:30～18:30 ＴＫＰ東京駅日
本橋カンファレンスセンター（東京都中央
区）） 

→ 次頁へ続く 
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東京事務所 
（続き） 

＜課題３＞ 
 移住・人財誘致の取り組み 
＜取り組みの内容＞ 
 ①首都圏における人材確保の取り組み 
  内容:ア）事業承継・人材確保センターと連携し

た企業訪問等の実施 
    イ）高知県Ｕ・Ｉターン就職相談会のＰＲや

首都圏の大学主催のＵ・Ｉターン就職相
談会での情報発信 

 ②移住促進の取り組み 
  内容：ア）移住笑談会等の開催に向けた調整 
     イ）移住・交流情報ガーデンとの連携 
 
＜課題４＞ 
 応援団づくり 
＜取り組みの内容＞ 
 ○高知家応援団の拡充 
 
＜課題５＞ 
 産学官民連携センターとの連携 
＜取り組みの内容＞ 
 ○連続講座やゲスト招へいセミナー等の円滑な実

施に向けた講師との調整や情報収集 

(8)あったか高知で暮らす。移住笑談会 
～ワークライフバランス編～ 

（2/26（日）12:00～14:45 ふるさと回帰支
援センター（東京都千代田区）） 

(9)成田エクセルホテル東急における高知県
フェア 

（2/26（日）千葉県成田市） 
 

産業振興 
センター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
「地産」のさらなる推進 
（ものづくり産業の体質強化） 

＜取り組みの内容＞ 
①「事業戦略」の策定・磨き上げのサポート 
内容：策定支援と事業戦略支援会議による進捗管

理等の実施 
    事業戦略支援会議（毎月） 
     第 11回 3/22（予定） 

②事業化プラン（製品企画書）の策定と実現化支援 
内容：策定企業の掘り起こしと事業化の支援 

③防災関連産業のさらなる振興 
内容：認定製品の開発支援と販路拡大 

④紙産業の成長の促進 
内容：同行訪問等営業活動支援の強化 

 ⑤ものづくりの地産地消の推進 
  内容：産業用機器の開発や改良等の拡大 
     農商工連携の促進 
     出前相談会の開催 

（2/13（月）～3/8（水）県内８ヶ所） 
      
＜課題２＞ 
 「外商」のさらなる拡大 
（外商の加速化と海外展開の推進） 

＜取り組みの内容＞ 
 ①東京営業本部の活動による県外での販路拡大 

内容：ア）新たな商談先の開拓 
イ）見本市の出展支援、フォローアップの

実施 
②海外展開の促進 
内容：ア）チャレンジする企業の掘り起こし 

→ 次頁へ続く 

(1)平成29年度第１回農商工連携基金事業公
募 

（1/10（火）～2/21（火）） 
(2)ものづくり地産地消出前相談会（仁淀川

地域） 
（2/21（火） 9:00～12:00 土佐市 

14:00～17:00 佐川町） 
(3)よろず支援拠点 使える支援制度の活用

セミナー＆個別相談会 
（2/21（火）14:00～16:30  

サンピアセリーズ） 
(4)【見本市】国際ホテル・レストランショ

ー 
（2/21（火）～2/24（金）東京ビッグサイト） 
(5)第 10回事業戦略支援会議 
（2/22（水）13:30～15:30  

ぢばさんセンター） 
(6)【見本市】シーフードショー大阪 
（2/22（水）、2/23（木）大阪ＡＴＣホール） 
(7)ものづくり地産地消出前相談会（嶺北地  

域） 
（2/23（木）10:00～16:00 土佐町） 
(8)よろず支援拠点 手書きポップ実践セミナ

ー＆個別相談会 
（2/23（木）13:30～16:00  

香美農林合同庁舎） 
(9)よろず支援拠点 ネットショップ開業講座

＆個別相談会 
（2/23（木）14:00～15:00  

ぢばさんセンター） 
 

→ 次頁へ続く 
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部局名 今週の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程 

産業振興 
センター 
（続き） 

イ）民間ネットワークも活用したきめ細 
かいサポートの実施 

 ③安定的な下請受注の確保と受注拡大 
内容：ア）県外発注企業の開拓と受発注企業間 

のマッチング支援 
     イ）ブロック合同受注拡大商談会の開催 

準備 
  

＜課題３＞ 

経営革新や創業の促進 

＜取り組みの内容＞ 

○県と連携したアクティブな働きかけ 
内容：ア）こうち産業振興基金、こうち農商工連

携基金事業等による事業化支援と継
続サポートの実施 

    イ）個別相談者への積極的な提案 

(10)産業振興センター・東京海上日動火災主
催海外展開セミナー（リスクマネジメン
ト） 

（2/23（木）14:00～16:00  
サンピアセリーズ） 

 

 


