
各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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・ＥＰＡに関する情報収集
②平成31年度政府予算の情報収集
③知事の政策提言

＜課題２＞
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
②積極的な外部委託の推進
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
④公文書の適正な管理の推進

＜課題３＞
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、
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。

＜課題４＞
情報政策の推進
＜取り組みの内容＞
①電子県庁の推進による行政の効率化
②自治体情報セキュリティ対策の強化
③地域における情報通信基盤の整備

(1)職員の健康保持と公務能率等の向上のた
めの早出遅出勤務の試行
（2/1（金）～6/28（金））
(2)平成30年度 県有地等売払一般競争入
札（期間入札）開札
（2/4（月）10:00～

高知県庁本庁舎地下第３会議室）
(3)職場ドック表彰式及び実践報告会
（2/4（月）13:00～13:30

14:00～16:30
オリエントホテル）

(4)平成30年度退職予定者説明会
・高知地区（2/4（月）15:00～17:00

正庁ホール）
・幡多地区（2/5（火）13:30～15:30

中村合同庁舎）
・安芸地区（2/6（水）13:30～15:30

安芸総合庁舎）
・須崎地区（2/7（木）13:30～15:30

須崎総合庁舎）
(5)知事定例記者会見
（2/5（火）14:00～14:30 第一応接室)
(6)全国知事会 第６回持続可能な社会保障
制度の構築に向けた会議
（2/6（水）10:30～12:00都道府県会館）
(7)選挙出前授業
（2/6（水）13:30～14:15

日高養護学校）
(8)平成30年度 第３回債権管理推進部会
（2/7（木）13:10～16:00

高知県庁本庁舎４階会議室）
(9)市町村総務財政担当課長会議
（2/8（金）13:00～16:30 自治会館）
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

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期行動計画の総括及び第４期行動計画の策定
内容：第３期行動計画の目標達成に向けて対策を

着実に実行するとともに、取り組みの総括
を踏まえ第４期行動計画を策定する。

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踏まえ、避難が

困難なことが想定される地域における津波
避難対策の検討を行うなど、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。

③避難所運営マニュアルの作成
内容：発災後に住民が主体となって速やかに避難

所を開設し円滑に運営していくために、県
内全域において避難所の運営マニュアルが
作成されるよう取り組むとともに、マニュ
アルが完成した避難所における資機材や環
境の整備を進める。

④「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」が発
表された場合の対応
内容：一人でも多くの人命を救うため、当該情報

が発表された場合の当面の措置について、
県の対応を検討するとともに、市町村との
連携や支援について検討を進める。

＜課題２＞
豪雨災害対策の推進
＜取り組みの内容＞
○通年での対策を全庁的に実施
内容：平時からハード・ソフト両面での豪雨対策

などを部局横断的に検討、実施する。

＜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。

(1)第４回高知県ライフライン復旧対策協議会
（2/4（月）13:30～ 高知城ホール）
(2)「南海トラフ地震に関する情報（臨時）」が
発表された場合の対応に関する会議
（第５回）
（2/6（水）10:30～11:30 オーテピア）

(3)高知県南海トラフ地震対策優良取組事業所
認定制度審査委員会
（2/6（水）13:00～17:30 オーテピア）

(4)陸上自衛隊中部方面総監部との情報・意見交

換会

（2/7（木）9:30～17:00
陸上自衛隊伊丹駐屯地）

(5)準天頂衛星システム事業推進委員会第５回
防災分科会
（2/7（木）14:00～16:00 内閣府）
(6)陸上自衛隊第１４旅団音楽祭り
（2/8（金）18:00～20:00 県民文化ホール）
(7)平成30年度第６回地域本部連絡会議
（2/8（金）13:30～15:30 防災作戦室）

(8)梼原消防団･女性消防隊出初式

（2/10（日）9:00～ 大越グラウンド）
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

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）ウイルス性肝炎対策の推進
・啓発等による受検促進を図る。

ウ）「ヘルシー・高知家・プロジェクト」の
推進

②地域地域で安心して住み続けられる県づくり
内容：高知県版地域包括ケアシステムの構築
③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推進な

どによる産前、産後ケアの充実

＜課題２＞
南海トラフ地震対策の加速化・強化
＜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を構築するた

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＞
国民健康保険の安定的かつ円滑な運営
＜取り組みの内容＞
○県も保険者となる新制度において、市町村とと
もに国民健康保険の安定的かつ円滑な運営に向
けて取り組む。

(1)特定健康診査及び特定健康診査情報提供

事業に関する医療機関向け説明会

（2/4（月）19:00～20:00

幡多医師会館）

（2/5（火）19:00～20:00

安芸福祉保健所）

(2)平成30年度第２回高知県食の安全・安心

推進審議会

（2/5（火）14:00～16:30
高知城ホール）

(3)平成30年度第２回高知県へき地医療協
議会幹事会
（2/5（火）15:00～16:30

国民健康保険団体連合会）

(4)第６回持続可能な社会保障制度の構築に

向けた会議

（2/6（水）10:30～12:00 都道府県会館）

(5)医師を対象とした災害医療研修

（セクション４）

（2/7（木）19:00～20:50
ＪＡ高知病院）

(6)平成30年度准看護師試験

（2/8（金）13:00～15:30
高知県看護協会会館、ふくし交流プラ
ザ）

(7)平成30年度高知県健康診査管理指導協

議会子宮がん部会

（2/8（金）19:00～21:00 第二応接室）
(8)平成30年度第２回高知県医療関連感染
対策地域支援ネットワーク会議・ＩＣ
Ｎネットワークの会
（2/9（土）10:30～12:00 第二応接室）

(9)犬・猫の飼い方講習会・譲渡見学会

（2/10（日）10:00～12:00

わんぱーくこうちアニマルランド

13:30～14:30

中央小動物管理センター）
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

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高知版地域包括ケアシステムの構築
内容：ア）地域包括支援センターの機能強化

イ）あったかふれあいセンター職員の資質向
上

ウ）主任介護支援専門員の資質向上
②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：ア）強度行動障害支援者の人材育成

イ）発達障害者への支援体制の充実
③生活困窮者等対策の推進と生活保護の適正実施
④自殺対策行動計画等の推進
内容：関係機関の連携・協働の推進

＜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
②高知版ネウボラの推進
③児童虐待防止対策の推進
内容：ひとり親家庭への支援の充実

＜課題３＞
少子化対策の抜本強化
＜取り組みの内容＞
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

③切れ目のない子育て支援（高知版ネウボラの推進）

＜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人材の定着促進・離職防止対策の充実
②新たな人材の参入促進策の充実
内容：福指・介護人材の参入促進のためのイベント

の開催
③人材確保の好循環の強化に向けた取り組みの推進

＜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

(1)強度行動障害支援者養成研修
（2/4（月）10:00～17:00
2/5（火） 9:00～16:00

ふくし交流プラザ）
(2)新任民生委員・児童委員（１年目）研修
（2/4（月）13:30～16:00

ふくし交流プラザ）
(3)地域包括支援センター職員初期研修
（2/4（月）13:30～16:30

ふくし交流プラザ）
(4)圏域別権利擁護担当者意見交換会
・中央東ブロック
（2/5（火）13:30～16:30

中央東福祉保健所）
(5)自殺対策連絡協議会
（2/5（火）18:30～20:30 共済会館）
(6)あったかふれあいセンター職員地域支
援研修
（2/6（水）10:00～16:00

ふくし交流プラザ）
(7)ルミエールサロン出張機器展示
（2/6（水）10:30～15:00

南国市保健福祉センター）
(8)ひとり親家庭等就業・自立支援センター
移動相談
（2/8（金）10:30～14:30

ハローワーク四万十）
(9)発達障害者就労支援セミナー
（2/8（金）13:30～16:30
こうち男女共同参画センター「ソーレ」）
(10)主任介護支援専門員資質向上研修
（2/8（金）13:30～17:00 高知城ホール）
(11)ふくし就職フェア
（2/9（土）11:30～16:00 かるぽーと）
(12)ESSENCEシンポジウムin高知
（2/10（日）10:00～16:00

県民文化ホール）
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

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＞
○文化芸術振興ビジョンの推進
内容：文化人材育成プログラムの推進

＜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：第５回全国漫画家大会議に向けての準備

＜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）太平洋島嶼国との交流促進整理

イ）韓国全羅南道との交流事業の調整

＜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･センターの開設

及び充実に向けた市町村等との協議

＜課題５＞

自転車条例の周知

＜取り組みの内容＞

○学校法人に対する周知の検討

＜課題６＞
人権施策の推進
＜取り組みの内容＞
①人権施策の進捗管理
内容：「人権施策基本方針」に掲げる取組の関係
機関との調整等
②高知県人権施策基本方針の第２次改定
内容：人権施策基本方針（案）関係機関との

調整等

→ 次頁に続く

(1)プロ野球春季キャンプ

・埼玉西武ライオンズ

（2/1（金）～2/27（水）

春野総合運動公園）

・阪神タイガース

（2/1（金）～2/27（水）安芸市営球場）

(2)サッカーＪリーグ春季キャンプ

・カターレ富山

（2/3（日）～2/17（日）

春野総合運動公園）

・ブラウブリッツ秋田

（2/8（金）～2/23（土）

春野総合運動公園）

(3)知事表敬訪問（在トンガ日本国大使）

（2/5（火）16:30～16:45 第一応接室）

(4)高知地域留学生交流推進会議総会

（2/6（水）15:00～17:00 高知大学）

(5)トンガ王国との異文化交流事業

（ラグビーWC2019関係）

（2/7（木）11:45～14:50 横浜小学校）

(6)龍馬マラソン実行委員会総会

（2/7（木）14:30～16:00

人権啓発センター）

(7)第３回高知県スポーツ振興県民会議

（2/8（金）13:30～15:30

ザクラウンパレス新阪急高知）

(8)ワンダーフェスティバル2019[冬]
※ まんが王国土佐推進課ブース出展

（2/10（日）10:00～17:00 幕張メッセ）
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各部局等の今週の動き

平成31年2月4日～2月10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

文化生活

スポーツ部

（続き）

＜課題７＞
第２期高知県スポーツ推進計画に基づく着実な
推進
＜取り組みの内容＞
①スポーツ参加の拡大
内容:地域スポーツハブの育成支援
②競技力の向上
内容:ア）全高知チームなど競技団体等との

連携
イ）高知県パスウェイシステムの推進

③スポーツを通じだ活力ある県づくり
内容:ア）スポーツツーリズムの推進

イ）高知龍馬マラソンの開催
ウ）経済・地域の活性化に向けた検討

④オリンピック・パラリンピック等を契機とした
スポーツ振興
内容:ア）オリパラ事前合宿の誘致

イ）ラグビーＷＣ2019の事前キャンプ
誘致

⑤その他
内容:ア）スポーツ医科学の効果的な活用
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各部局等の今週の動き
平成31年 2月4日～2月10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

産業振興推進
部

＜課題１＞
まち・ひと・しごと創生総合戦略の着実な推進
＜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へのサポート
③れんけいこうち広域都市圏の推進に向けた
市町村支援
④包括協定に基づく官民協働の取り組みの
さらなる促進

＜課題２＞
第３期産業振興計画の着実な推進
＜取り組みの内容＞
○第３期産業振興計画ver.３の着実な推進及び
バージョンアップに向けた進捗管理

＜課題３＞
成長に向けた「メインエンジン」をさらに強化
＜取り組みの内容＞
○継続的に新たな付加価値を生み出す仕組みを
意図的に構築
①食品加工の生産管理高度化を支援
内容：ア）県版ＨＡＣＣＰの導入・定着改善支援

イ）食品表示の適正化に関する支援
②食品加工の総合支援
内容：ア）企業の課題に応じたサポートチーム

による支援
イ）県内事業者の事業戦略の策定・実行
支援

ウ）食のプラットホームによる商品開発
の後押し

○交易の範囲のさらなる拡大
①国内の外商活動のさらなる拡大
内容：ア）地産外商公社による外商活動の全国

展開
・中部エリアでの外商活動の強化

イ）県内事業者の外商参画機会の拡大
②海外への輸出の本格化
内容：ア）現地のキーパーソンとの連携強化に

よる輸出拡大
イ）ユズ・日本酒に次ぐ輸出品目の掘り
起こし

ウ）県内企業の輸出戦略の策定と実行支援

→ 次項へ続く

(1)エリアジャック高知フェア＠なごの
（2/1（金）～3/2（土）
円頓寺商店街&四間道エリア内飲食店

13店舗（愛知県））
(2)外食・中食向け商品相談会
（2/4（月）9:30～16:30、
2/5（火）9:10～15:00
高知共済会館コミュニティスクェア）

(3)第２回地域アクションプランフォローア
ップ会議
・物部川地域
（2/5（火）13:30～16:00

香美農林合同庁舎）
・嶺北地域
（2/8（金）13:30～16:00

土佐町保健福祉センター）
(4)第２回高知県と（公社）経済同友会及び
土佐経済同友会との協働プロジェクト推
進委員会
（2/6（水）16:00～17:00

経済同友会（東京都））
(5)地産外商情報共有会議
（2/7（木）10:30～12:00

職員能力開発センター）
(6)食のプラットホーム食品添加物勉強会

（2/7（木）15:00～17:00

ちより街テラス）

(7)米国食品安全強化法（ＦＳＭＡ）ＰＣＱ
Ｉ養成講座
（2/7（木）～2/9（土）

高知市文化プラザかるぽーと）
(8)高知フェア
（2/7（木）～2/11（月）

アピタ桑名店（三重県））
(9)食のプラットホーム商品力アップ相談会
（2/8（金） 9:00～14:50

ちより街テラス）
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各部局等の今週の動き

平成31年 2月4日～2月10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

産業振興推進
部
（続き）

＜課題４＞
成長の「壁」を乗り越える
＜取り組みの内容＞
○担い手の確保策の抜本強化
①移住促進・人材確保の取り組みの強化
内容：ア）新規相談者の獲得に向けた取り組み

の強化
・ターゲット別の戦略的情報発信
・様々な体験・相談機会の提供

イ）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
・一般社団法人高知県移住促進・人材
確保センターによる魅力的な仕事
の提案

ウ）移住のハードルを下げる仕掛けづくり
・高知市を中心とした二段階移住の
取り組みの推進
・住宅確保策の強化

＜課題５＞
成長を支える取り組みの強化
＜取り組みの内容＞
①地域産業クラスターの形成
内容：ア）クラスタープロジェクトの充実・強化

と新規案件の発掘
イ）クラスタープランの策定支援

②高知家プロモーションの展開
内容：ア）コンセプトの活用による効果的・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
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各部局等の今週の動き
平成31年 2月4日～2月10日

部局名 今週の取り組みの日程

大阪事務所 ＜課題１＞
地産外商
＜取り組み内容＞
①関係団体等との連携による販路開拓・販売拡大
②商談会等への出展支援による外商機会の確保･拡
大
③四国４県や「とさの店」等との連携による情報発
信
④木材その他の販路開拓・販売拡大

＜課題２＞
企業誘致
＜取り組み内容＞
①既進出企業へのアフターフォロー
②新規誘致対象企業の開拓
③事業マッチングへの支援

＜課題３＞
観光・移住
＜取り組み内容＞
①高知家プロモーションとの連動
②「志国高知 幕末維新博」のＰＲによる誘客
③関係団体等や大学との連携による移住促進

＜課題４＞
ネットワークの拡大･外交業務
＜取り組み内容＞
①高知家応援企業ミーティング
②協定締結企業等との関係深化
③外国公館等との円滑な関係構築

(1)四国うまいもの市

（2/4（月）10:00～18:00、
2/5（火）10:00～17:30

愛媛県大阪事務所）
(2)2019年春季国分グループ展示商談会

（2/8（金）10:30～16:00

帝国ホテル大阪）

(3)第23回大阪オートメッセ2019
（2/9（土）～2/11（月）9:00～18:00

インテックス大阪）
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各部局等の今週の動き
平成31年 2月4日～2月10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

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）

＜課題１＞
成長を支える取り組みの強化
＜取り組みの内容＞
①起業・新事業展開と産学官民連携の推進
こうちスタートアップパークとココプラが一体
となった起業・新事業展開へのサポート
内容：ア）こうちスタートアップパークの運営

・各会員の準備状況に応じた支援プ
ログラムの紹介、相談に対するア
ドバイス等

イ）ビジネスプランコンテスト本選出場者
へのサポートプログラム実施

ウ）シーズ・研究内容紹介、ココプラビジ
ネスチャレンジサポート等、交流・連
携事業の実施、H30事業の調整等

②人材育成・確保の取り組みの充実
内容：H30土佐ＭＢＡの調整、準備等

(1)高知家ビジネスプランコンテスト2018
・書類審査
（2/4（月）～2/7（木））
(2)シーズ・研究内容紹介
・⑲高知県畜産試験場
「土佐あかうしの現状とお肉の話」
（2/6（水）18:30～20:00 ココプラ）
(3)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
・STEP３「プロトタイプ＆テストの実施

方法」
（2/9（土）13:00～17:00 ココプラ）
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各部局等の今週の動き
平成31年 2月4日～2月10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

地産外商公社 ＜課題１＞
県内事業者の営業活動の支援

＜取り組みの内容＞
①全国展開のさらなる促進
②既存外商先との関係強化
③大規模展示商談会への積極参加
④産地視察型商談会の拡充
⑤外商に参画する事業者のさらなる掘り起こしと
新商品づくりへの支援
⑥農業団体等との連携強化
⑦地域商社との連携

＜課題２＞
アンテナショップの運営
＜取り組みの内容＞
①広域から来店を促す取り組み
内容：ア）幕末維新博と連携したイベントの開

催
イ）情報発信力の高い著名人によるイベ

ントの開催
ウ）マスメディアに対する効果的なパブ
リシティ活動による露出機会の確保

エ）近隣エリア媒体による店舗PR
②通行人を店内に誘客する取り組み
内容：ア）店頭での催事の積極的な実施

イ）ゆるキャラや著名人を活用したイベ
ントの実施

③店内での購買促進、リピーターを増やす取り組み
内容：ア）メディア関係者と連携した「とって

おきの逸品コーナー」の設置
イ）季節や旬を意識した商品陳列や訴求
力のあるPOPの活用

ウ）新商品の発掘
エ）顧客ニーズにあったメニューとサー
ビスの提供

④その他の取り組み
定期的な来店者アンケートと店頭施策への活用

＜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

(1)四万十町フェア

（1/5（土）～2/28（木）しまゆし（東京））
(2)「明治ザ・チョコレート」×「まるごと高
知」コラボ企画「チョコっと「＃ゆず活」」

（1/8（火）～2/17（日）

まるごと高知ほか）

(3)アンテナショップSTAMBINGO（スタンビ

ンゴ）

（1/31（木）～2/28（木）「まるごと高知」

ほか都内56アンテナショップ参加）

(4)「高知家の魚応援の店」による養殖マグ

ロフェア

（2/1（金）～2/28（木）

TOSA DININGおきゃく）

(5)美味しい銀座のグルメ（キャンペーン）

（2/1（金）～2/28（木）「まるごと高知」

ほか10アンテナショップ参加）

(6)北陸中央食品2019春の商談会

（2/6（水）10:00～16:00

富山産業会館（富山県））

(7)日本アクセス九州エリア2019年春季展

示商談会

（2/7（木）福岡国際センター（福岡県））

(8)高知フェア
（2/7（木）～2/11（月）

アピタ桑名店（三重県））

(9)2019年春季国分グループ展示商談会

（2/8（金）9:30～16:00 帝国ホテル大阪）
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

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

基幹ビジネスの強化・確立に向けた
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：生活用水の確保、移動手段と物流の仕組み

づくりの推進に向けた市町村等との協議
③中山間総合対策の推進
内容：庁内の総合調整等

＜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第２期
内容：支援集落の合意形成に向けた支援等

②新規狩猟者の確保
内容：狩猟免許試験の実施等
③捕獲技術の向上
内容：捕獲技術講習会の開催等
④シカ捕獲等の推進
内容：くくりわなでのシカ捕獲等
⑤ジビエの活用推進
内容：よさこいジビエ研究会活動等

＜課題３＞
公共交通の維持確保・活性化
＜取り組みの内容＞
①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)高知ふるさと応援隊市町村担当者会議
（2/7（木）13:30～16:30

高知県自治会館）
(2)鳥獣被害対策出前授業
（2/9（土）9:00～12:00

高知県立高知農業高等学校）
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

商工労働部 ＜課題１＞
持続的な拡大再生産の好循環に向けた事業者
の戦略策定
＜取り組みの内容＞
①事業戦略の策定・磨き上げ・実行支援
②商工会等による経営計画の策定・実行支援

＜課題２＞
絶え間ないものづくりへの挑戦
＜取り組みの内容＞
①生産性向上に向けた支援強化（設備投資の推
進、工業系公設試験研究機関の支援）
②課題解決型産業創出（IoT推進ラボ研究会・
生産性向上プロジェクト発のIoTシステム
等の開発の推進）
③地域商業の活性化（商店街のにぎわい創出へ
の支援）

＜課題３＞
外商の加速化と海外展開の促進
＜取り組み内容＞
○防災関連製品・技術の国内外の販路開拓

＜課題４＞
企業立地や起業の促進
＜取り組みの内容＞
○全庁一丸となった企業立地の推進

＜課題５＞
産業人材の育成・確保
＜取り組みの内容＞
①中小企業の働き方改革の推進
②IT・コンテンツ産業への支援の強化
③新規学卒者の県内就職の促進
④円滑な事業承継と中核人材の確保への支援

＜課題６＞
南海トラフ地震対策の推進
＜取り組みの内容＞
①企業ニーズに応える震災に強い基盤づくり
に向けた工業団地の開発

②事業者の防災対策の推進
③防災関連産業の振興

(1)ジョブカフェこうち「高校生のためのブラッ

シュアップセミナー」

（2/5（火）9:50～15:00

安芸市総合社会福祉センター）

（2/8（金）9:50～15:00

JA高知はた（四万十市））

(2)四国地域海外展開応援フォーラムin高知

「タイビジネスへの挑戦」

（2/5（火）13:30～16:50 サンピアセリーズ）

(3)第８回コーディネーターミーティング

（2/5（火）15:00～17:00

高知県商工会連合会）

(4)第３回地域連絡会議

・嶺北・物部川ブロック

（2/6（水）14:00～16:00 香美市商工会）

・仁淀川ブロック

（2/8（金）10:00～12:00 土佐合同庁舎）

・幡多ブロック

（2/8（金）14:00～16:00 中村商工会館）

(5)第23回「震災対策技術展」横浜（知事開会式

来賓挨拶及びセミナー講演）

（2/7（木）9:40～11:15 パシフィコ横浜）

(6)第４回高知県働き方改革推進会議

（2/7（木）10:00～12:00 ちより街テラス）

(7)高知県職業能力開発審議会

（2/7（木）14:00～16:30 県民文化ホール）

(8)土佐経済同友会通常総会（記念講演・懇親会）

（2/7（木）16:20～19:30 城西館）

(9)平成30年度立地企業交流会

（2/8（金）15:00～17:15 高知城ホール）

13/32



各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

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歴史資源の磨き上げと観光クラスター形成の支援
②「リョーマの休日～自然＆体験キャンペーン～」
に向けた準備対応
③「土佐の観光創生塾」の開催による自然体験型観
光商品づくりと人材育成
④核となる観光拠点の整備促進と再活性化
⑤広域観光の推進
⑥新足摺海洋館の整備
⑦民間活力を導入した拠点づくり

＜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＞
①ＰＤＣＡサイクルによる「志国高知 幕末維新博」
第二幕の運営及びプロモーションの展開
②明治維新150 年を活かした全国向けのプロモー
ション
③首都圏マスメディアを通じた情報発信
④ＭＩＣＥの誘致促進
各種全国大会等に向けたＰＲ・セールスの実施
⑤「リョーマの休日～自然＆体験キャンペーン～」
に向けたプロモーションの展開

＜課題３＞
おもてなしの推進
＜取り組みの内容＞
①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
内容：ア）外国人観光案内所の設置

イ）外国クルーズ客船寄港時の受入態勢
の充実
ウ）外国人観光客とのコミュニケーショ
ン力の向上支援

エ）バリアフリー観光の推進
②観光客をおもてなしできる人材及びガイド団体の育
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強化
③四国４県が連携した広域観光の推進
④四国ツ－リズム創造機構の四国ＤＭＯに向けた
取組
⑤国際チャーター便の誘致強化
⑥2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け
た「よさこい」の戦略的な活用

(1)四国ツーリズム創造機構第４次戦略担当
課長会、意見交換会（臨時社員総会）
（2/4（月）14:00～17:30 愛媛県松山市）

(2)教育旅行推進アドバイザーによる県内研

修（ガイド・インストラクター研修等）

（2/4（月）～2/6（水）

高知市、土佐市、須崎市、四万十市）

(3)ＪＲ四国との協定締結式
（2/5（火）16:00～16:30 第一応接室）

(4)「リョーマの休日～自然＆体験キャンペ

ーン～」説明会

・東部エリア

（2/6（水）10:00～12:00 安芸総合庁舎）

・中部エリア

（2/7（木）10:00～12:00

サンピアセリーズ（高知市））

・西部エリア

（2/8（金）14:00～16:00

四万十市立文化センター）

(5)2020よさこいで応援プロジェクト実行委
員会第７回理事意見交換会
（2/6（水）14:00～16:00 東京事務所）

(6)平成30年度第４回「高知県観光ガイドタ

クシー」認定審査会

（2/8（金）10:00～10:50 高知交通会館）
(7)平成30年度第４回「高知県観光ガイドタ
クシー」認定制度実行委員会
（2/8（金）11:00～12:00 高知交通会館）
(8)平成の薩長土肥連合 運営会議
（2/8（金）13:30～ 高知会館）

(9)土佐れいほく博 体験プログラム造成等

ワークショップ（第２回）

（2/8（金）18:30～21:30

本山町プラチナセンター）
(10)「リョーマの休日～自然＆体験キャンペ
ーン」東部エリアスタートイベント
（2/10（日）10:30～16:00

室戸世界ジオパークセンター）
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

観光コンベン
ション協会

＜課題１＞
観光客の受入体制や満足度の向上

＜取り組みの内容＞
①こうち旅広場のエントランス機能及び「リョーマ
の休日～自然＆体験キャンペーン～」総合案内所
としての機能の充実

②龍馬パスポートを活用した県外客の周遊促進
③関係機関と連携した各地域での観光客の受入支
援

＜課題２＞
国内での効果的なセールスと国外での認知度向上
＜取り組みの内容＞
①旅行会社に対する「リョーマの休日～自然＆体験
キャンペーン～」の周知とセールス活動の実施

②本県の強みである「食」と「歴史・文化」を設定
したセールスの継続
③高知ゆかりの企業へのアプローチ等による
ＭＩＣＥ誘致
④台湾、香港、タイを中心とした商品造成の促進や
「VISIT KOCHI JAPAN」等を活用した情報発信

＜課題３＞
各種メディアを活用したプロモーションの展開

＜取り組みの内容＞
①「よさこいネット」や「リョーマの休日～自然＆
体験キャンペーン～」特設サイト等を通じたタイ
ムリーな情報発信
②「リョーマの休日～自然＆体験キャンペーン～」
に関連する各種プロモーションの展開

③ＴＶ番組、映画等のロケ誘致や円滑な撮影の支援

＜課題４＞
スポーツツーリズムの推進

＜取り組みの内容＞
①プロ野球やＪリーグのキャンプ誘致、プレシーズ
ンマッチの開催等
②プロゴルフトーナメントの開催支援

③スポーツ合宿や大会の誘致受け入れ

(1)プロ野球春季キャンプ

・埼玉西武ライオンズ

（2/1（金）～2/27（水）

県立春野総合運動公園野球場）

・阪神タイガース

（2/1（金）～2/27（水）

安芸タイガース球場（安芸市営球場））

(2)サッカーＪリーグ春季キャンプ

・カターレ富山

（2/3（日）～2/17（日）

県立春野総合運動公園球技場）

・ブラウブリッツ秋田

（2/8（金）～2/23（土）

県立春野総合運動公園補助競技場）

(3)平成30年度四国ブロック広域観光振興
事業推進協議会検討会
（2/6（水）14:00～17:00 香川県庁）
(4)平成30年度第４回「高知県観光ガイド
タクシー」認定審査会
（2/8（金）10:00～10:50

高知交通会館）
(5)平成30年度第２回「高知県観光ガイド
タクシー」認定制度実行委員会
（2/8（金）11:00～12:00

高知交通会館）
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

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学び教え合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
⑤Next次世代型こうち新施設園芸システムへの進
化

＜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＞
地域に根ざ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＞
食肉センターの整備
＜取り組みの内容＞
○新食肉センターの整備に向けた検討

→ 次頁に続く

(1)環境制御技術普及推進会議

（2/5（火）13:30～16:30

高知共済会館）

(2)平成30年度第２回高知県食の安全・安

心推進審議会

（2/5（火）14:00～16:30 高知城ホール）

(3)平成30年度高知県主要農作物奨励品種

等審査会

（2/6（水）13:30～15:30 高知城ホール）

(4)こうちアグリスクール大阪会場平日夜間

コース

（2/7（木）、2/8（金）19:00～21:00

大阪大学中之島センター）
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各部局等の今週の動き

平成31年2月4日～2月10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

農業振興部

（続き）
＜課題７＞

安全安心な高知県産ショウガの推進

＜取り組みの内容＞

①県産ショウガの安全性を確保するための緊急

対策の実施

②再発防止の徹底
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

林業振興・

環境部

＜課題１＞
原木生産のさらなる拡大
＜取り組みの内容＞
①生産性の向上による原木の増産
内容：ア）林道等路網の整備促進

イ）森林組合の生産性向上の支援
ウ）林業機械の導入

②持続可能な森づくり
内容：ア）苗木の生産体制の強化

イ）間伐の推進
③再造林コストの縮減
内容：一貫作業システムの普及

＜課題２＞
加工体制の強化

＜取り組みの内容＞
①製材工場の経営力の強化
内容：ア）事業戦略づくりや経営改善の支援

イ）人材育成の支援
②付加価値の高い製品づくり

＜課題３＞
流通・販売体制の確立
＜取り組みの内容＞
①外商体制の強化（Ａ材の販売促進）
内容：ＴＯＳＡＺＡＩセンターによる外商の促進
②流通の統合・効率化
内容：ア）県外流通拠点を活用した取引の拡大

イ）低コスト・定期輸送の拡大
③販売先の拡大
内容：ア）県外での土佐材を使用した建築の促進

イ）輸出促進

＜課題４＞
木材需要の拡大
＜取り組みの内容＞
①住宅・低層非住宅建築物における木材利用の推進
（Ａ材の需要拡大）
内容：ア）住宅のマーケットシェアの拡大

イ）低層非住宅建築物の木造化の促進
ウ）内装材等の新商品の開発による付加価値
の向上

②ＣＬＴなどの普及促進
内容：ア）経済同友会との協働プロジェクトによ

るＣＬＴを核とした木材需要の拡大
イ）ＣＬＴ首長連合と連携したＣＬＴ等の

利用拡大
ウ）公共施設での県産材の率先利用と木製
品の利用拡大

③木質バイオマスの利用拡大

→ 次頁に続く

(1)森林整備公社理事会

（2/5（火）9:30～12:00 県森連会館）

(2)ＣＬＴ建築物構造見学会

・香南市子育て支援センター

（2/6（水）10:00～11:50 香南市）

(3)ＢＩＭ（ビルディング・インフォメーシ

ョン・モデリング）講習会

（2/6（水）13:30～15:30 林業大学校）

(4)環境審議会第16回水環境部会

（2/7（木）14:00～15:30 高知会館）

(5)平成30年度第２回新エネルギー導入促進

協議会

（2/8（金）10:00～11:30 高知会館）

(6)環境審議会

（2/8（金）13:30～16:00 県民文化ホール）
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

林業振興・
環境部
（続き）

＜課題５＞
担い手の育成・確保
＜取り組みの内容＞
①林業大学校の充実・強化
内容：ア）即戦力となる人材や高度で専門的な人

材の育成
イ）公開講座の充実

②きめ細かな担い手の育成・確保の強化
内容：ア）林業労働力確保支援センターと連携し

た担い手の確保
イ）移住施策と連携した担い手の確保

③事業体の経営基盤の強化
内容：就労環境の改善
④小規模林業の推進

＜課題６＞
地球温暖化対策が進んだ低炭素社会づくり
＜取り組みの内容＞
①新エネルギー導入の促進
②県民運動の活性化

＜課題７＞
自然環境の保全が図られた自然共生社会づくり
＜取り組みの内容＞
①生物多様性こうち戦略の改定
②清流の保全と活用
③環境を守り育てる人材の育成

＜課題８＞

県立牧野植物園の魅力アップに向けた機能強化
＜取り組みの内容＞
①磨き上げ整備事業の着実な実施
②集客力の向上に向けた取り組み

＜課題９＞
新たな管理型最終処分場の建設予定地の決定
＜取り組みの内容＞
○新たな管理型最終処分場の候補地が所在する市
町、地元議会、地域住民等への説明

＜課題10＞
新たな森林管理システム及び森林環境譲与税への
対応

＜取り組みの内容＞

○新たな森林管理システムなどの制度設計や人材育

成への対応
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

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水産業分野における生産工程の改善等による経
営の安定化
内容：ＰＴによるニーズの洗い出しと抽出案件の

進捗管理
②日本一の種苗生産・中間育成拠点の形成
内容：ア）クロマグロ種苗の安定生産・配布、既

存養殖業者への展開
イ）ブリ人工種苗生産技術開発

③適切な資源の管理と利用
内容：クロマグロ・カツオ・ニホンウナギ等の資

源回復に向けた取り組み

＜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：国の漁船リース制度等の活用への支援

＜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施設整備への支援
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
ウ）訪日外国人への県産水産物の情報発信

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

→ 次頁へ続く

(1)「高知県１漁協の将来像に関する提言」

説明会

（2/4（月）14:00～ 土佐清水市

（2/6（水）14:00～ 四万十市

(2)県産水産物試食提案会

（2/5（火）13:00～15:30 大阪市北区）

(3)高知カツオ県民会議第４回シンポジウム

（2/5（火）15:00～17:30 高新文化ホール）

(4)高知県漁業信用基金協会常任理事会

（2/7（木）13:30～14:30 水産会館）

(5)瀬戸内海水産主務課長会

（2/7（木） 大分市）
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各部局等の今週の動き

平成31年2月4日～2月10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

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）遊漁を核とした旅行商品化の加速化

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漁業無線のネットワーク化に向けた協議・調整と
電波伝搬調査の実施

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
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

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の促進
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
③第２期高知新港振興プランの着実な実行
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

(1)四国圏域生態系ネットワーク推進協議会

（2/4（月）14:00～16:00

高松サンポート合同庁舎）

(2)空き家再生・活用促進専門家グループ

（いの町）意見交換会

（2/5（火）14:30～16:30

すこやかセンター伊野）

(3)高知県下水汚泥有効利用検討委員会

（2/7（木）10:00～12:00
高須浄化センター）

(4)高知市街地浸水対策調整会議

（2/8（金）13:30～15:30

高知土木事務所）

22/32



各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

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
内容：執行管理及びチェックポイントに重点を置

いた研修等の実施
・補佐・次長研修の準備
（2/5（火）、2/6（水）実施）

②会計検査の実施及び分析
内容:年間計画（出先76機関、本庁42機関）

２月実施 26機関の検査実施
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強化
内容：ア）会計事務総合支援本部による相談対応

イ）本部会で情報共有した指導事例の啓発
ウ）各所属に事務改善等を指導

⑤入札・契約事務の支援
内容：支出審査や会計検査時等の支援
⑥標準契約書等の見直し
⑦会計事務の見直し

＜課題２＞
効率的な会計事務の推進
＜取り組みの内容＞
①総務事務センター業務の外部委託の円滑な推進
内容：ア）臨時・非常勤関係事務

イ）共通経費支払事務
ウ）給与支給事務
エ）諸手当認定事務

②次期旅費システムの検討

(1)補佐・次長研修

（2/5（火）13:30～14:30

オーテピア高知図書館４階ホール）

（2/6（水）10:00～11:00

オーテピア高知図書館

４階研修室・集会室）

(2)会計検査

（2/5（火）出先：果樹試験場）

（2/6（水）出先：安芸福祉保健所）

（2/8（金）出先：安芸農業振興センター）
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

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地域の医療需要や医療制度改革等の動向を踏ま
えた迅速な対応
内容：ア）地域医療構想や高知版地域包括ケア

システムの構築を踏まえた対応
イ）診療報酬改定への対応

③「働き方改革実行計画」への対応
内容：ア）女性が働きやすい職場環境づくり

イ）長時間労働の是正

＜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経営戦略（H31～）の策定
内容：事業環境の変化や課題を踏まえ、経営の

安定化に向け今後10年間を見通した長期
の戦略を策定

②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への対応

イ）再生可能エネルギーの導入促進
ウ）計画的な設備投資

③鏡川・香南工業用水道事業の経営基盤の強化
内容：ア）鏡川工水：管路の更新

イ）香南工水：市工水との統合

＜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第４期行動計画に向けた対応

②ＢＣＰの実効性の担保に向けた見直し

(1)第90回がんの勉強会

（2/8（金）18:00～ 幡多けんみん病院）

(2)障害者を対象とした職員採用選考第２次

試験（県立病院事務）

（2/10（日）職員能力開発センター）
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

教育委員会

事務局

＜課題１＞
第２次改訂を行った「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」の推進
＜取り組みの内容＞
○「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」の周知とＰＤＣＡサ
イクルに基づく進捗管理の徹底

＜課題２＞
チーム学校の構築の更なる推進
＜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

ウ）高知市と連携した学力向上対策

③基礎学力の定着・向上に向けた取組の推進

内容：ア）「学校支援チーム」による授業改善の推進

イ）カリキュラムマネジメントの強化

④多様な生徒の社会的自立の支援の充実
内容：「社会的自立のための進路支援プログラ

ム」の改善
⑤若年教員の資質・指導力の向上
⑥教員の働き方改革に向けた取組の推進
内容：ア）モデル校による業務改善の実践

イ）ＩＣＴを活用した勤務時間把握システ
ムの導入

ウ）運動部活動ガイドラインに基づく運
営の適正化

⑦外部・専門人材の活用
内容：ア）運動部活動指導員等の拡充

イ）スクールカウンセラー等の活用
ウ）スクール・サポート・スタッフの活用

⑧全国高等学校総合文化祭の開催準備の推進
内容：ア）実行委員会の組織化

イ）総合開会式の準備
ウ）配宿計画の作成

＜課題３＞
厳しい環境にある子どもたちへの支援の一層の徹底
＜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

→ 次頁に続く

(1)県立高等学校再編振興計画「後期実施計

画」周知会

（2/4（月）18:30～20:30 安芸市民会館）

（2/5（火）18:30～20:30

県立清水高等学校）

（2/8（金）18:30～20:30

県立山田高等学校）

(2)高知県遠隔教育フォーラム

（2/4（月）10:00～16:10 高知会館）

(3)平成30年度高知夢いっぱいプロジェクト

夢・志を育む学級運営のための実践研究事

業公開授業研修会

（2/5(火）13:10～16:35

黒潮町立佐賀中学校）

(4)第４回夜間中学体験学校

（2/5（火）18:00～20:00

四万十市立中村中学校）

(5)平成31年度高知県公立高等学校入学志願

者選抜願書出願（Ａ日程）

（2/6（木）～2/8（金））

(6)第８回高知県社会教育委員会

（2/7（木）10:30～12:00 教育委員室）

(7)高知県教育委員会と高知県社会教育委員

との意見交換会

（2/7（木）13:00～13:45 教育委員室）

(8)高知県市町村教育委員会連合会定期総会

及び研修会

（2/8（金）13:00～17:00 高知会館）

(9)平成30年度第２回高知県文化財保護審議

会

（2/8（金）13:30～15:45 高知会館）

(10)平成30年度高知県児童生徒表彰式

（2/10（日）13:30～15:30

高知市文化プラザかるぽーと）
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

教育委員会
事務局
（続き）

③不登校の予防やいじめ防止に向けた総合的な支援
体制の強化
内容:校内支援会の充実

・リスクレベルの低い段階からの抜かりの

ない情報共有と切れ目のない支援の徹底

④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」の活用
イ）保幼小接続期実践プランの実践支援

＜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＞
第二次県立特別支援学校再編振興計画の推進
＜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＞
オーテピア高知図書館の取組の推進
＜取り組みの内容＞
①課題解決支援サービスの充実・強化
②県内図書館の利用拡大に向けた取組の推進

＜課題９＞
高知みらい科学館の取組の推進
＜取り組みの内容＞
①県内全域の理科教育・科学文化の振興
②運営に対する県の参画

→ 次頁に続く
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

教育委員会
事務局
（続き）

＜課題10＞
大量採用時代における教職員の確保
＜取り組みの内容＞
①採用審査方法の改善と優秀な人材の確保

②再任用教員の確保に向けた取り組みの推進

＜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防災教育の推進

③保育所・幼稚園等の安全確保対策の推進

＜課題12＞
子どもの体力向上と運動機会の充実
＜取り組み内容＞
①体育授業・運動部活動の充実

②生活習慣の改善に向けた健康教育の充実
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

警察本部 ＜課題１＞
犯罪の起きにくい社会づくりの推進
＜取り組みの内容＞
①団体・事業者等への働き掛けによる防犯環境整
備の推進
②防犯ボランティア等と協働した防犯活動の推
進
③地域住民等に対する地域安全情報の提供
④少年の非行防止対策の推進

＜課題２＞
平穏な生活を脅かす犯罪対策の推進
＜取り組みの内容＞
○サイバー空間の脅威への的確な対処

＜課題３＞
交通事故から県民を守る対策の推進
＜取り組みの内容＞
①子供・高齢者等の交通弱者を交通事故から守る対
策の推進
②交通事故分析に基づいた交通安全対策の推進
③良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策
の推進
④悪質・危険運転者対策の強化
⑤安全で快適な交通環境の整備

＜課題４＞
県民の期待と信頼に応える警察活動の推進
＜取り組みの内容＞
①県民に寄り添ったきめ細かな警察活動の推進
②適正な業務運営の推進
③警察活動を支える基盤の強靱化

(1)シートベルト等着用指導取締強化週間
（2/4（月）～2/10（日）県内）

(2)第36期初任補修科入校式
（2/7（木）10:00～ 警察学校）

(3)平成31年高知県地域交通安全活動推進
委員協議会連合会通常総会
（2/7（木）14:00～15:30 警察本部）

(4)京都外国語大学学内企業理解説明会
（2/8（金）12:30～16:00

京都外国語大学）
(5)高知県ネットワークセキュリティ連絡協
議会研修会
（2/8（金）13:30～15:00 警察本部）

(6)第14回IPA「ひろげよう情報モラル･セ
キュリティコンクール」2018高知県優
秀賞表彰式
（2/8（金）16:30～17:00 警察本部）

(7)大阪経済法科大学就活実践キャンププロ
グラム合同業界セミナー
（2/9（土）12:30～15:00

ホテルフクラシア大阪ベイ）
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

監査委員事務
局

＜課題１＞
「なぜこのような間違いが起こるのか」を意識し、
改善を目的とする定期監査等の実施
＜取り組みの内容＞
①委員監査（平成30年５月14日～平成31年１月）
内容：組織運営の課題等について意見交換
②事務局監査（平成30年４月９日～平成31年１月）
内容：ア）所属長等とできる限り意見交換

イ）同一職場で、同じ間違いが繰り返さ
れていないか検証

③着眼事項
内容：消防設備の法定点検結果への対応状況

＜課題２＞
効率的な事務が行われているか等を意識した行政
監査の実施
＜取り組みの内容＞
○郵便切手類の管理について（平成30年度）
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

東京事務所 ＜課題１＞
平成31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・人材誘致の取り組み
＜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）移住促進・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＞
高知県応援団づくり
＜取り組みの内容＞
○高知県応援団の拡充

＜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)海外旅行エージェント（在京支店）訪問

（2/4（月）LionTravel（台湾）、

金冠旅行社（上海）等、都内３社）

(2)林業大学校の取組及び募集案内

・2/4（月）芝浦工業大学

・2/5（火）隈研吾建築都市設計事務所

(3)よさこいで応援プロジェクト理事意見

交換会

（2/6(水）新橋）

(4)経済同友会協働プロジェクト

第２回推進委員会

（2/6（水）経済同友会会議室)

(5)震災対策技術展

（2/7（木）パシフィコ横浜)

(6)関東高知県人会移住促進プロジェクト

意見交換会

（2/8（金）おきゃく)
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

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：ア）策定支援と磨き上げ（策定後３ヵ月

毎のＰＤＣＡ）
・第11回事業戦略支援会議
（2/26（火）予定）
・第12回事業戦略支援会議
（3/26（火）予定）

イ）ココプラと連携した土佐ＭＢＡの受講
促進

ウ）事業化プラン（製品企画書）の策定と
実現化支援

エ）生産性向上に向けた支援強化
オ）事業戦略、経営計画の取り組みと働き
方改革推進支援センターの支援を融
合させた企業サポート
・「高知県働き方改革支援センター」の
開所啓発と利用促進

カ）ＢＣＰ策定推進
②防災関連産業のさらなる振興
内容：認定製品の販路拡大
③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
④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東京営業本部等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

ウ）ミニ展示商談会の開催
エ）県包括協定先等への防災製品ＰＲ
オ）ものづくり総合技術展商談会のフォロ
ーアップの実施

→ 次頁に続く

(1)企業個別相談会
（働き方改革推進支援センター）
（2/4（月）～2/6（水） 高知労働局）
(2)よろず支援拠点 ホームページ作成セミ
ナー
（2/6（水）13:30～15:00

ぢばさんセンター）
(3)【見本市】第５回介護施設ソリューショ
ン展（Care TEX 2019）
（2/6（水）～2/8（金）

東京ビッグサイト）
(4)【見本市】第23回震災対策技術展 横浜
（2/7（木）、2/8（金）パシフィコ横浜）
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各部局等の今週の動き
平成31年2月4日～2月10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

産業振興セン
ター

（続き）

②海外展開の促進
内容：ア）チャレンジする企業の支援

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案件化サポート
エ）輸出案件等情報共有会議を活用した連
携

オ）商社・地元パートナーとのマッチング
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
④平成30年度高知県地場産業大賞の審査の実施

＜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等事業、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
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