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各部局等の今週の動き 
平成 29年 4月 3日～4月 9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 29年度政府予算の情報収集 
 ③知事の政策提言 
 
＜課題２＞ 
 平成 29年度各部局等の運営方針の策定 
＜取り組みの内容＞ 
 ①各部局への運営方針案の作成依頼 
 ②知事ヒアリング（4/17（月）～） 
 
＜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＞ 
 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。 

 
＜課題５＞ 

  平成 29年度の県の主要施策にかかる政策広報の実
施 

＜取り組みの内容＞ 
 ○官民協働、県民参加の県政運営を推進するため、

年度当初に各施策のロケットスタートに向けた
政策広報を実施。県の広報媒体（広報紙、テレビ、
ラジオ、新聞、ＳＮＳ等）を活用し、県民の皆様
に県の主要な計画の改定内容や新規施策などを
しっかりと伝えていく。 

(1)新規採用者辞令交付式 
（4/3（月）9:00～9:50 正庁ホール） 
(2)知事講話 
（4/3（月）13:00～13:30 正庁ホール） 

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＞ 
○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。 

 
＜課題２＞ 
 災害対処能力の向上 

→ 次頁へ続く 

(1)平成 29年度消防職員初任教育入校式 
（4/6（木）10:30～11:30 消防学校） 
(2)平成 29年度嶺北消防団連合会定期総会 
（4/6（木）15:00～  

本山町プラチナセンター） 
(3)危機管理部初任者研修 
（4/7（金）9:30～12:00 防災作戦室） 
(4)平成29年度高知県消防長会東部ブロック

会総会 
（4/7（金）15:00～ 香美市消防本部） 

→ 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） 

＜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３＞ 
 危機事象への対応 
＜取り組みの内容＞ 
○危機事象や災害発生時の体制を再構築 

  内容：危機事象や警報発表時における初動対応や
情報収集・伝達等について転入者等を対象
に部内研修を行い、新年度の体制を確立す
る。  

(5)自衛官候補生入隊行事 
（4/9（日）9:30～10:10 高知駐屯地） 
 

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＞ 
 地域医療構想の推進 
＜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。 
 
＜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 

(1)幡多看護専門学校入学式 
（4/5（水）13:30～ 幡多看護専門学校） 
(2)高知県医師会看護専門学校入学式 
（4/5（水）14:00～  

高知県医師会看護専門学校） 
(3)高知県医師会准看護学院入学式 
（4/6（木）14:00～ 

総合あんしんセンター） 
(4)国立病院機構高知病院附属看護学校入学

式 
（4/7（金）10:00～11:00  

国立病院機構高知病院附属看護学校） 
 

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 

 
→ 次頁へ続く 

(1)「世界自閉症啓発デー」及び「発達障害
啓発週間」関連事業 
・横断幕掲示 

  （4/1（土）～4/14（金） 
議会棟渡り廊下南側） 

 
 

→ 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 

地域福祉部 
（続き） 

 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：広報・啓発活動による自閉症等の発達障害
に対する社会全体の理解の促進 

④生活困窮者等対策の推進と生活保護の適正実施 
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：子ども食堂の普及に向けた支援策のスター

ト 
②高知家の子ども見守りプランの推進 
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全国知事会次世代育成支援対策ＰＴ等による政
策提言 

③総合的な結婚支援 

④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 
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 

 ・街頭啓発活動 
 （4/2（日）12:00～13:00 

中央公園前スペース） 
 ・高知城ライトアップイベント 
 （4/2（日）19:00～22:00 高知城） 
 ・パネル展 
 （4/3（月）～4/14（金） 

本庁舎１階玄関ホール） 

文化生活スポ
ーツ部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
 高知の歴史・文化の発信 
＜取り組みの内容＞ 
 ①文化芸術振興ビジョンの推進 
  内容：文化芸術振興組織（アーツカウンシル）の

充実による、文化芸術支援等の取り組みの
推進 

 ②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

並びに既存館の資料等搬出 
 ③「志国高知 幕末維新博」に関する取り組みの推 
  進 
  内容：観光客の受入促進、来館者サービスの充実 
 
 
 

→ 次頁へ続く 

(1)フィリピン・ベンゲット州知事来高 
（知事等３名）（3/30（木）～4/4（火）） 
・知事表敬訪問 
（4/3（月）11:40～12:00 第一応接室） 
・ベンゲット州知事夫妻・元知事歓迎夕
食会 
（4/3（月）18:30～20:30 三翠園） 

(2)高知県立大学入学式 
（4/4（火）10:00～11:30 オレンジホール） 
(3)高知県交通安全指導員委嘱式及び研修会 
（4/4（火）13:30～16:00 高知会館） 
(4)高知工科大学入学式（学士課程） 
（4/5（水）11:00～11:40  

高知工科大学講堂） 
 
 

→ 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 

文化生活スポ
ーツ部 
（続き） 

＜課題２＞ 
 まんが文化の推進 
＜取り組みの内容＞ 
○まんが王国・土佐の情報発信 

  内容：ア）第 26回まんが甲子園にむけての準備 
     イ）ニコニコ超会議にむけての準備 
 
＜課題３＞ 
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）フィリピン・ベンゲット州知事来高の
受入 

     イ）韓国全羅南道との姉妹交流事業の調整 
 
＜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

けた広報番組の制作 
 
＜課題５＞ 
 安全で安心なまちづくりの推進 
＜取り組みの内容＞ 
○交通安全対策の推進 

  内容：交通安全指導員の委嘱及び春の全国交通安
全運動（4/6（木）～4/15（土））の実施 

 
＜課題６＞ 
 産業人材の確保・定着 
＜取り組みの内容＞ 
 ○産業人材定着支援事業の実施 
  内容：面接審査の準備（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
の関係機関との調整等 
 

＜課題８＞ 
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競技力の向上 
②生涯スポーツの推進 
③スポーツツーリズムの振興 
④障害者スポーツの充実 
⑤2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技
大会に向けた対策 

⑥スポーツ施設・設備の整備 

(5)春の全国交通安全運動 
（4/6（木）～4/15（土）県内各地） 

・出発式 
（4/6（木）13:00～13:25  

高知県庁正面玄関） 
・啓発パレード 
（4/6（木）13:30～14:30  
高知大神宮前～帯屋町アーケード 

～中央公園） 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
 第３期産業振興計画ver.２の進捗管理等 
＜取り組みの内容＞ 
①第３期産業振興計画ver.２のＰＲ 
②第３期産業振興計画ver.２の着実な推進に向けた
進捗管理 

 
＜課題２＞ 
 まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進 
＜取り組みの内容＞ 
①県版総合戦略の推進 
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 
④民間企業等との協力関係づくり 

 
＜課題３＞ 

 起業・新事業展開と産学官民連携の推進  

＜取り組みの内容＞  

 ①こうち起業サロンの常設化に向けた準備 

②こうち起業サロンとココプラが一体となった 

起業・新事業展開へのサポート  

 
＜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Ｈ
ＡＣＣＰ導入・定着改善支援） 

・食品クラスターの形成にかかる協  
 議 
・食のプラットホームによる商品開
発の後押し 

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 
 

→ 次頁へ続く 

(1)高知フェア 
 （4/7（金）～4/9（日） 

フーデリー霧島店ほか（宮崎県））【連携】 
(2)「さぁ、名古屋空港から出かけよう！」 

第 4回日本各地の名産・観光巡りフェア 
（4/8（土）、4/9（日） 

オアシス 21銀河の広場（名古屋市）） 
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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） 

イ）食品分野で培ってきたネットワークや
ノウハウを活かして、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 
 
＜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５年目の展開 
内容：ア）コンセプトの活用による様々な形態を

通じた効果的・効率的な情報発信 
イ）県民・地域参加型のコンテンツ制作 
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）プロモーション項目ごとに、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：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 

①新規相談者の獲得に向けた取り組みの強化 
  内容：ア）ターゲット別の戦略的アプローチ 
     イ）様々な体験・相談機会の提供 
②様々な人材ニーズの顕在化・集約化による都市部
人材とのマッチング強化 

 内容： ア）人材ニーズを一元的に情報提供する
ためのデータベースシステムの構
築 

   イ）ＵＩターン就職相談窓口と移住相談
窓口の一本化に向けた準備 

③移住のハードルを下げる仕掛けづくり 
  内容：ア）高知市を中心とした二段階移住の取

り組みの強化 
     イ）高知家生涯活躍のまち（高知版ＣＣ

ＲＣ）の取組推進 

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＞ 
○Ｈ29交流・連携事業の準備 

  内容：各行事の進め方（内容・スケジュール）に
ついて調整 

 
＜課題２＞ 
産業人材の育成 

＜取り組みの内容＞ 
○Ｈ29土佐ＭＢＡの準備 
内容：4/15（土）オープンアカデミー準備 
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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 

（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 

 
＜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 

(1)おいでんよ！四国フェア！ 
（3/1（水）～4/28（金）ホテル・アゴーラ
大阪守口（大阪府守口市）） 

(2)龍谷大学 新入生歓迎「ふるさとタイム」 
（4/7（金）17:00～20:00  

龍谷大学深草キャンパス） 
(3)関西室戸会 
（4/8（土）13:00～ 
ホテルアウィーナ大阪（大阪市天王寺区）） 

(4)第 34回紀貫之墓参 
（4/8（土）比叡山（滋賀県大津市）） 
 
 

地産外商公社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
公社が培ってきた外商先との信頼関係やネットワ
ークを最大限活用して外商活動を展開 

＜取り組みの内容＞ 
①エリア共通の取り組み 

内容：ア）これまで培ってきた外商先との信頼関
係・ネットワークを最大限活用した外
商活動 

イ）公社のノウハウを活用して作成した外
商先リストによる販路の開拓 

ウ）全国規模の商談会への出展や公社が主
催する商談会へのバイヤー等の招へい 

エ）県と連携して新商品の創出や外商にチ
ャレンジする事業者の育成 

 
→ 次頁へ続く 

(1)高知フェア 
（2/6（月）～4/28（金） 

月島もんじゃ こぼれや（東京）） 
（3/1（水）～4/20（木） 

こだわりもん一家（東京）） 
（3/2（木）～6/19（月）過門香） 
（4/1（土）～5/2（火） 

日本のご馳走 えん（東京）） 
（4/6（木）～4/12（水） 

さくらコマース府中店（東京）） 
（4/7（金）～4/9（日） 

フーデリー霧島店ほか（宮崎）） 
（4/8（土）、4/9（日） 

ダイキョープラザ弥永店（福岡）） 
 

→ 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 

地産外商公社 
（続き） 

オ）「志国高知 幕末維新博」をテーマに
したフェアなどの企画提案  

カ）地域商社と連携した外商活動 
②エリア別の取り組み 

内容：首都圏 
ア）東京近郊地域への活動エリアの拡大 
イ）大手卸売業者とのネットワークを活

かした外商活動 
関西・中部エリア 
県事務所が培ってきたネットワークを活
かした外商活動 

中国・四国・九州エリア 
ア）中国・四国地域にネットワークを有

する大手卸業者と連携した外商活
動 

イ）居酒屋産業展（九州）など商談機会
の創出 

 
＜課題２＞ 
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「志国高知 幕末維新博」をテーマにした店舗プ

ロモーションの展開 
②フロア連携プロモーションの更なる強化 
③メディアに対する効果的なパブリシティ活動 
④店頭催事、店内モニターやサイン類の活用等によ
る店舗プロモーションの更なる強化 

⑤来店者のマーケティング 
 

＜課題３＞ 
高知県情報の発信 

＜取り組みの内容＞ 
  ①マスメディアやＷＥＢメディア、自社メディアの

機能を活用した情報発信 
②高知家プロモーションの推進 

  ③「志国高知 幕末維新博」との連携 
  ④口コミによるＰＲ（関東海援隊、県人会等） 

⑤観光、移住、ふるさと情報等の発信 

(2)アンテナショップフェア 
（3/24（金）～4/3（月） 

マルイファミリー海老名） 
（4/5（水）～4/10（月） 

八木橋百貨店（埼玉）） 
(3)四国フェア 
（3/24（金）～5/31（水） 

東京ベイ舞浜ホテル クラブリゾート） 
（4/3（月）～5/31（水） 

サンルートプラザ東京） 
 

中山間振興・
交通部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜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）市町村とのさらなる連携協調によるセ
ンターの新たな掘り起こし 

イ）センターの活動の継続、拡充支援と経
済活動の自立化に向けた支援 

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等との協議 
 
＜課題２＞ 
 鳥獣被害対策の推進 

→ 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 

中山間振興・
交通部 
（続き） 

＜取り組みの内容＞ 
①野生鳥獣に強い高知県づくり 
内容：支援集落の選定、育成等 

②新規狩猟者の確保 
 内容：狩猟免許試験広報等 
③捕獲技術の向上 
 内容：捕獲技術講習会の実施等 
④シカ捕獲等の推進 

  内容：くくりわなでのシカ捕獲等 
 
＜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・政策提言 

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 
 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 

 
＜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 

→ 次頁へ続く 

(1)高知職業能力開発短期大学校入校式 
（4/6（木）10:00～11:00 

ポリテクカレッジ体育館） 
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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 

商工労働部 
（続き） 

＜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 
 ④安全・安心な商店街の環境づくり 

観光振興部 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
戦略的な観光地づくりと人材育成 

＜取り組みの内容＞ 
①土佐の観光創生塾の開催、広域観光の推進 
②核となる観光拠点の整備と観光商品の磨き上げ 
③歴史資源のリアル化と観光クラスター形成の支
援 

 
＜課題２＞ 
 効果的なセールスとプロモーション 
＜取り組みの内容＞ 
①「志国高知 幕末維新博」の運営及びプロモーシ
ョンの展開 

②龍馬パスポートⅢ及び高知県観光アプリのＰＲ 
③首都圏マスメディアを通じた情報発信 
④ＭＩＣＥの誘致促進 
内容：ア）高知家流ＭＩＣＥの確立 

     イ）セールスの強化 
     ウ）受入施設との連携強化 
 
＜課題３＞ 
おもてなしの推進 

＜取り組みの内容＞ 
 国内外からの観光客の満足度をさらに高めるため
の受入環境整備 
①外国人を含む観光客の受入環境の整備 
 内容：ア）外国人観光案内所の設置 

イ）外国クルーズ客船の受入環境整備 
     ウ）外国人向け県内 Free Wi-Fiの統一化 
     エ）観光地等への津波避難誘導看板の設置 
 ②観光客をおもてなしできるｶﾞｲﾄﾞ団体の育成支援 
 
＜課題４＞ 
 国際観光の推進 
＜取り組みの内容＞ 
 ①効果的な広報・セールス活動の展開 
②外国人向け旅行商品づくりの抜本強化 

 ③四国４県が連携した広域観光（広域観光周遊ルー
ト）の推進 

 ④2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け
た「よさこい」の戦略的な展開 

(1)維新博レアスタンプ＆スタンプラリー実
施 

 ・龍馬パスポートレアスタンプ 
    第１期：4/1（土）～9/30（土） 
   対象施設：22会場（龍馬記念館除く） 

・スタンプラリー 
  （期間：H29.4/1（土）～H30.3/31（土） 
   対象施設：22会場（龍馬記念館除く） 
(2)外国客船「シーボーン・ソジャーン」寄

港 
（乗客定員：450人、総トン数 32,346ｔ） 

（4/3（月）8:00入港～18:00出港 
高知新港） 

(3)高知県観光特使委嘱状交付式 
（大桃美代子氏（タレント）） 

（4/3（月）15:15～15:30 第一応接室 
(4)志国高知幕末維新博推進協議会 

・第 5回受入部会 
（4/4（火）13:00～14:45  高知会館） 
・第 5回誘致・広報部会 
（4/4（火）15:30～17:15  高知会館） 
・合同懇親会 
（4/5（水）18:00～ 龍馬の宿 南水） 

(5)アプリ「発見！ニッポン城めぐり」 
  タイアップスタンプラリー開始 
（期間 : H29.4/6（木）～H30.1/31（水）） 
(6)「高知城花回廊」オープニング・セレモ

ニー 
（4/7（金）18:00～18:30  

高知城追手門内ステージ） 
 

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)獣医師養成確保修学資金貸与事業募集 
（募集期間：5月 15日まで） 
(2)平成 29年度第 1回農業振興部課長・出先

機関長会議 
（4/7（金）13:30～16:30 高知共済会館）  
(3)宮崎県フーデリー「高知フェア」 
（4/8（土）、4/9（日） 

フーデリー霧島店･青葉店） 
→ 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＞ 
 食肉センター整備 
＜取り組みの内容＞ 
○検討会の開催 

(4)パートナー量販店による高知青果フェア 
（4/9（日） 

東急ストア大森店（東京都）ほか） 

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：森林ＧＩＳの機能強化 
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 
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：ア）林業大学校「専攻課程」の開講準備 

イ）林業大学校の施設整備 
 
＜課題２＞ 
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 
 
 
 

→ 次頁へ続く 

(1)協働の森協定締結式 

・高知空港ビル株式会社 

（4/3（月）16:00～16:20 第一応接室） 

・株式会社四国銀行 

（4/4（火）13:30～13:45 第一応接室） 
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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３＞ 

新たな管理型最終処分場整備候補地の選定 

＜取り組みの内容＞ 

○委託業務発注準備 

 

＜課題４＞ 

災害廃棄物処理体制の構築 

＜取り組みの内容＞ 

○災害廃棄物処理対策事業委託業務の準備 

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、地元協議会の活動

支援 
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）輸出促進協議会の活動支援 
     ウ）輸出商社の招へいによる海外販路の開

拓 
 
＜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）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組の支援 
→ 次頁へ続く 

(1)高知県漁協と上ノ加江漁協との合併 
（4/3（月）） 
(2)輸出商社 産地招へい 
（4/5（水）、4/6（木） 香南市、高知市、 

土佐市、中土佐町、宿毛市） 
(3)高知カツオ県民会議幹事会 
（4/6（木）11:30～ 高知市） 
(4)漁協経営指導協議会 
（4/6（木）14:00～15:00 水産会館） 
(5)水産振興部出先機関長会 
（4/7（金）13:15～16:45 高知城ホール） 
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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 
 

＜課題７＞ 
  第 38回全国豊かな海づくり大会開催準備 
＜取り組みの内容＞ 
 ①実施計画の策定 
 ②大会開催に向けた機運醸成 
  内容：ア）１年前プレイベントの開催 
     イ）豊かな海づくりキャラバンの実施  

   ウ）大会記念リレー放流の実施 
   エ）広報 

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 
 
＜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 

→ 次頁へ続く 

(1)外国客船「シーボーン・ソジャーン」寄
港 
（乗客定員：450人、総トン数 32,346ｔ） 

（4/3（月）8:00入港～18:00出港 
高知新港） 

(2)佐川町西山組自主防災組織訓練（住宅耐
震出前講座） 

（4/9（日）9:40～10:40 佐川町） 
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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） 

③第２期高知新港振興プランの策定と実行 
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 

 
＜課題５＞ 
社会資本整備の効率的・効果的な推進 

＜取り組みの内容＞ 
①社会資本整備推進本部会議の活用 

 ②長寿命化修繕計画等の着実な実行  

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 

 ⑥標準契約書等の見直し 
⑦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＞ 
○総務事務センター業務の外部委託の実施 
 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業務について、委託処理が
可能な受付や一次審査等の外部委託を 10 月から
開始する。 

 

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６期経営健全化計画（H29～32）の推進 
  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）医療機能の向上による経営の健全化 
     ウ）医療人材の安定確保 
②医療制度改革等の動向把握と迅速な対応 
 内容：ア）診療報酬の改定 
    イ）医療計画の見直し 

     ウ）医療費適正化計画の見直し 
 

→ 次頁へ続く 

(1)あき総合病院初期臨床研修開始式 
（4/3（月）17:30～ 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）電力小売自由化への対応 
     イ）再生可能エネルギーの導入促進 
     ウ）電力卸売市場の動向把握 
②鏡川・香南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管理及び更新投資
の推進 

     イ）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＞ 
○第３期行動計画への対応 
ＢＣＰの実効性の担保に向けた見直し 

教育委員会 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題１＞ 
「教育等の振興に関する施策の大綱」及び「第２期
高知県教育振興基本計画」の周知 

＜取り組みの内容＞ 
○改訂された「教育等の振興に関する施策の大綱」
及び「第２期高知県教育振興基本計画」の学校現
場への周知 

 
＜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：学校経営計画に基づく各学校の取り組みの

推進 
②教員同士が学び合う仕組みの構築 
内容：ア）教科の「タテ持ち」の推進 

イ）小規模校における教員同士の学び合 
いの推進 

③生徒指導上の諸問題への対応 
内容：スクールカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカーも含めた校内支援会の定期的
な開催、学年部会による見守りの徹底 

④高等学校における多様な生徒の社会的自立の支
援 
内容：ア）社会的自立に向けた進路支援プログラ

ムの策定・実践 
イ）インターネット学習教材の活用 

⑤若年教員の資質・指導力の向上 
⑥教員の多忙化解消による子どもたちに向き合う
時間の確保 

 内容：ア）教員と事務職員の業務分担の在り方の
研究 

    イ）望ましい運動部活動の運営の周知・徹   
      底 
 
 

→ 次頁へ続く 

(1)公立学校新規採用教職員辞令交付式 
（4/3（月）9:00～12:00  

県立美術館ホール） 
(2)県外人事交流教委員（割愛採用者）辞令 
   交付式 
（4/3（月）16:00～16:15 教育委員室） 
(3)新入学児童への防犯・交通安全グッズ贈

呈式 
（4/4（火）9:30～10:50 教育長室） 
(4)平成29年度スクールカウンセラー等新規

採用者研修会 
（4/6（木）12:30～13:30  

ふくし交流プラザ） 
(5)平成29年度スクールカウンセラー等辞令

交付式及び研修会 
（4/6（木）14:00～17:00  

ふくし交流プラザ） 
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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 

教育委員会 
事務局 
（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑦外部・専門人材の活用 
内容：ア）運動部活動支援員の配置拡充 

イ）スクールカウンセラー等の活用 
 
＜課題３＞ 
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就学前の子どもたちへの支援の充実 
内容：ア）保育者の親育ち支援力の強化 

イ）保護者に対する支援の充実 
②放課後等における学習の場の充実 
内容：ア）放課後等学習支援員の配置拡充 

イ）放課後等における学習内容の充実 
③専門人材・専門機関との連携強化 
内容：心の教育センターにおけるワンストップ 

＆トータルな支援の充実 
 
＜課題４＞ 
地域との連携・協働 

＜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 
 内容：地域と学校とがパートナーとして子どもた 

ちを見守り育てる「地域学校協働本部」へ 
の展開 

 
＜課題５＞ 
就学前教育の充実 

＜取り組みの内容＞ 
○幼児教育の推進体制の構築 
 内容：ア）「高知県教育・保育の質向上ガイドラ

イン」の周知・徹底 
    イ）保幼小接続期実践プランの作成促進、

実践支援 
 
＜課題６＞ 
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７＞ 
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８＞ 
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 
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 

→ 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 

教育委員会 
事務局 
（続き） 

＜課題９＞ 
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 10＞ 
 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 11＞ 
 スポーツ課と連携したスポーツの振興 
＜取り組み内容＞ 
 ○子どもの運動・スポーツ活動の充実 
  内容：体育授業・運動部活動の充実 

警察本部 
 
 
 

＜課題１＞ 
 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： 
・職員に対する採用時教養の充実を図り、優秀な 
人材を育成する。 
・術科選手の指定を通じ、職員の旺盛な士気と気 
力及び体力の錬成並びに警察課員の職務遂行の 
基盤となる術科技能の向上を図る。 

 
＜課題２＞ 
 交通事故から県民を守る対策の推進 
＜取り組みの内容＞ 
○春の全国交通安全運動の実施 

  内容:関係機関・団体と連携し、県民一人ひとり
が交通安全に対する意識を高め、交通ルー
ルを守り、交通マナーの向上に努めるとと
もに、安全で安心な人にやさしい交通環境
の改善に向けた取り組みを推進することに
より、交通事故を防止する。 

(1)高知県交通安全指導員委嘱式 
（4/4（火）14:30～ 高知会館） 
(2)術科指定選手指名式  
（4/5（水）11:20～ 警察本部） 
(3)第 71期短期初任科・第 84期初任科・第

27期一般職初任科入校 
（4/5（水）県警察学校） 
  ・平成 29年４月初任科入校式 
  （4/6（木）10:00～11:00 県警察学校） 
(4)春の全国交通安全運動 
（4/6（木）～4/15（土）県内） 

・出発式及び街頭啓発パレード 
（4/6（木）13:00～13:25  

正面玄関前及び帯屋町アーケード） 
  ・県内一斉街頭指導 
   （4/6（木）、4/14（金）7:30～8:20 
   県庁前交差点ほか県内主要交差点） 

 

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平成29年度監査計画の策定 
  内容：ア）定期監査重点項目の選定 
     イ）財政的援助団体等の監査対象団体の選

定 
 ②３Ｅ（経済性、効率性、有効性）監査の強化 
  内容：合規性、正確性の視点に加えて３Ｅの視点

を意識した監査の実施 
 ③措置状況のフォローアップ 
  内容：前年度の指摘事項等に対する各機関の措置

状況の点検 
 
 

(1)監査委員会議の開催 
（4/3（月）10:30～ 南監査室） 
(2)新任職員研修会 
（4/4（火）9:00～ 南監査室） 
(3)事務局による出先機関に対する事前監査 
（4/6（木）女性相談支援センター、 

計量検定所、環境研究センター） 
（4/7（金） 

消費生活センター、中部教育事務所） 
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東京事務所 
 
 
 

＜課題１＞ 
平成 30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「一億総活躍」社会の実現への取組に向けた情報

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誘客に向けた旅行

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商工労働部等と連携した企業誘致の推進 
 
＜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 
    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 

(1)東京嶺北会総会 
（4/8（土）12:00～ まるごと高知） 

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 
 
 

→ 次頁へ続く 

(1)辞令交付式 
（4/3（月）9:00～ ぢばさんセンター） 
(2)東京営業本部 外商戦略会議 
（4/4（火）13:00～16:00 東京営業本部） 
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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） 

内容：ア）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 1回 4/25（予定） 

第 2回 5/30（予定） 
   イ）ココプラと連携した普及啓発等セミナ

ーの実施 
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：ア）産業用機器の開発や改良等の拡大 
     イ）農商工連携の促進 
           
＜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 

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 

     ウ）ＯＤＡ関連事業の活用支援 
 ③技術の外商の促進 

内容：県外発注企業の開拓と受発注企業間のマッ
チング支援 

       

＜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 

 


