
各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

総務部 １ Let's トライ！健康度ＵＰ大作戦 仮想ウォーキング 東海道五十三次を歩く
旅

（10/1（月）～10/31（水））
２ 全国知事会 第３回持続可能な社会保障制度の構築に向けた会議
（10/5（金）16:00～17:30 都道府県会館）
３ 対話と実行行脚（第４回）
（10/9（火）北川村）
４ 対話と実行行脚（第５回）
（10/10（水）東洋町）
５ 選挙出前授業
（10/10（水）10:00～12:00 山田養護学校）
６ 平成30年度 職場ドックリーダー交流会
（10/10（水）10:30～12:00 正庁ホール）
７ 第134回高知県市長会議
（10/11（木）10:00～14:00 新ロイヤルホテル四万十）
８ 企業版ふるさと納税に係る寄附企業（三井住友海上火災保険㈱）への感謝状
贈呈式
（10/12（金）16:00～16:15 知事室）
９ 高知県職員（児童自立支援専門員、保育士、回転翼航空機操縦士、獣医師、
看護教員）採用選考考査
（10/14（日）9:00～17:00 職員能力開発センター）
10 南海トラフ地震対策対策テレビ特別番組（高知さんさんテレビ）
「備えと絆で、つなぐ命 ～南海トラフ地震をみんなで生き抜く～」

（10/14（日）16:00～16:30 再放送）
11 12月補正予算
（10/15（月）補正予算見積書各課提出期限）
12 平成31年度当初予算編成方針通知
（10/15（月））
13 情報セキュリティ委員会
（10/16（火）13:30～15:00 第二応接室）
14 防火・防災研修会
・本庁舎対象（10/16（火）9:00～12:00 正庁ホール）
・西庁舎・北庁舎対象（10/17（水）9:00～12:00 正庁ホール）
15 平成31年度組織定数改正方針通知
（10/18（木））
16 選挙出前授業
（10/19（金）14:05～15:45 安芸高校）
17 第３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

（10/19（金）午後 人権啓発センター）

18 市町村総務・財政担当課長会議

（10/23（火）13:00～16:15 正庁ホール）

19 高知地方税務協議会

（10/24（水）10:00～11:30 職員能力開発センター３階研修室）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

総務部
（続き）

20 定期健康診断後の保健指導
（10/24（水）、10/25（木）9:15～11:45、13:00～15:00 正庁ホール）
21 行幸啓
（10/27（土）～10/29（月）高知市、南国市、土佐市、香美市ほか）
22 第28回中四国サミット
（10/29（月）10:00～11:50 中四国サミット

12:05～12:20 共同記者会見 広島県尾道市 西山別館）

【参考】
○９月議会日程
・一括質問（9/27（木）～10/１（月））
・一問一答（10/2（火）～10/3（水））
・常任委員会（10/4（木）～10/10（水））

・閉会（10/12（金））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

東京事務所 １ 明治安田生命「高知県フェア」
（10/2（火）東陽町）
２ 第30回全国龍馬ファンの集い（明治維新150年記念東京大会）
（10/6（土）国際フォーラム）
３ ふくろ祭り
（10/7（日）豊島区池袋）
４ 国際フラワー＆プランツＥＸＰＯ
（10/10（水）東京ビッグサイト）
５ 町田ゼルビア×高知よさこいマッチデー（VS大分戦）
（10/14（日）町田市陸上競技場）
６ 経済同友会との推進委員会
（10/22（月）千代田区丸の内）
７ 全国豊かな海づくり大会 奉送迎
（10/27（土）、10/29（月）羽田空港）
８ 幕末維新まつり
（10/27（土）、28（日）三軒茶屋）
９ ららぽーと豊洲イベント
（10/27（土）、28（日）ららぽーと豊洲）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

危機管理部 １ 第32回高知県中央地区消防操法大会

（10/7（日）9:30～16:20 消防学校）

２ 陸上自衛隊中部方面隊創隊58周年記念行事

（10/7（日）10:30～ 伊丹駐屯地）

３ 準天頂衛星システム事業推進委員会第４回防災分科会

（10/10（水）15:00～17:00 内閣府）

４ 平成30年度高知県原子力災害情報伝達訓練

（愛媛県原子力防災訓練と合わせて実施）

（10/12（金）8:30～15:00 高知県庁ほか）
５ 第６回石油基地等地震・津波対策検討会
（10/16（火）15:30～17:00 高知会館）
６ 第44回ナショナル・レジリエンス懇談会
（10/17（水）15:00～17:00 東京都）
７ 第１回四国官学連携防災・減災協議会
（10/22（月）14:30～16:00 高知大学）
８ 第５回南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ＷＧ
（10/23（火）10:00～12:00 内閣府中央合同庁舎）
９ 総合防災拠点物資配送訓練
（10/24（水）13:30～15:30 宿毛市総合運動公園）
10 平成30年度高知県消防長会秋季総会
（10/26（金）14:30～17:00 土佐町）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

健康政策部 １ 地域医療構想調整会議

・中央区域嶺北部会

（10/2（火）18:30～20:30 本山町保健福祉センター）

・高幡区域

（10/10（水）18:30～20:30 須崎福祉保健所）

・中央区域物部川部会

（10/15（月）18:30～20:30 中央東福祉保健所）

２ 平成30年度高知県肝炎医療コーディネーター養成研修会
・昼間１日コース
（10/3（水）9:30～16:00 高知共済会館）
・夜間２日コース
（10/4（木）18:30～20:30、10/9（火）18:30～20:30 正庁ホール）

３ 全国知事会

（10/5（金）16:00～17:30、10/11（木）15:30～17:00 都道府県会館）

４ ペットとの同行避難についての講演会

（10/7（日）14:00～16:30 オーテピア高知図書館）
５ 母子保健及び児童福祉の市町村合同ヒアリング
・香美市、香南市、本山町、大川村
（10/9（火）11:00～16:00 中央東福祉保健所）
・土佐市、いの町、、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村
（10/10（水）9:00～16:00 中央西福祉保健所）
・室戸市、安芸市、東洋町、芸西村、中芸広域連合
（10/12（金）10:00～16:00 安芸総合庁舎）

６ 平成30年度特定保健指導従事者育成研修会（経験者編Ⅱ）

（10/11（木）10:00～16:10 高知市文化プラザかるぽーと）
７ がん相談会2018
（10/14（日）10:00～17:00 オーテピア高知図書館）

８ 臓器移植セミナー

（10/14（日）13:30～16:00 自由民権記念館民権ホール）

９ 第２回高知県食品総合衛生管理認証審査会

（10/15（月）13:30～16:30 本町ビル）

10 ふぐ処理師試験

（10/16（火）10:00～15:00 RKC調理製菓専門学校）

11 リレー・フォー・ライフ・ジャパン2018高知

（10/20（土）、10/21（日）12:00 高知大学医学部グラウンド）

12 高知県骨髄移植講演会＆ドナー登録会

（10/20（土）13:00～16:30 県民文化ホール）

13 ＤＭＡＴロジスティック技能向上研修

（10/20（土）終日 高知医療センター）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

健康政策部

（続き）

14 犬・猫の飼い方講習会・譲渡見学会

（10/21（日）10:00～12:00 幡多福祉保健所

13:00～14:00 中村小動物管理センター）

（10/28（日）10:00～12:00 わんぱーくこうち

13:30～14:30 中央小動物管理センター）

15 平成30年度登録販売者試験

（10/24（水）10:30～15:40 高知城ホール等）

16 薬と健康の週間イベント「高知家の家族会議2018～くすりと健康について～」

（10/27（土）10:00～16:00 イオンモール高知）

17 肝炎啓発イベント

（10/28（日）9:00～18:00 サニーアクシス南国店）

18 がん検診啓発イベント

（10/28（日）10:00～17:00 イオンモール高知）

19 平成30年度在宅歯科医療連携推進事業研修会

（10/28（日）高知学園短期大学）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

地域福祉部 １ 平成30年度「赤い羽根共同募金運動」開始式
（10/1（月）11:00～12:15 高知市中央公園北口）
２ ペアレント・プログラム
（10/1（月）、10/15（月）、10/22（月）13:00～14:30 ＪＡ高知病院）
３ 平成30年度高知県発達障害児等支援スキルアップ研修
（10/2（火）、10/19（金）9:00～12:00 ふくし交流プラザ）
４ 平成30年度高知県児童養護施設等基幹的職員研修
（10/4（木）10:00～17:00・10/5（金）9:30～16:30 中央児童相談所）
５ 第22回高知県障害者美術展スピリットアート
（10/5（金）～10/14（日）9:00～17:00（初日のみ9:30～） 県立美術館）
・開会式（10/5（金）9:30～ 県立美術館）
・表彰式（10/12（金）13:30～16:00 県立美術館）
６ 里親制度説明会・相談会
（10/7（日）13:30～16:00 ふくし交流プラザ）
７ 母子保健及び児童福祉の合同ヒアリング
・大川村・香美市・本山町・香南市
（10/9（火）11:00～16:00 中央東福祉保健所）
・いの町・土佐市・日高村・佐川町・越知町・仁淀川町
（10/10（水）9:00～16:00、中央西福祉保健所）
・芸西村・室戸市・東洋町・中芸広域連合・安芸市
（10/12（金）10:00～16:00 安芸総合庁舎）
８ 平成30年度第2回強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）
（10/11（木）9:30～17:30、10/12（金）9:30～17:00

こうち男女共同参画センター「ソーレ」）
９ 平成30年高知県中堅民生委員児童委員研修会
（10/12（金）10:00～15:30 ふくし交流プラザ）

10 平成30年度地域包括支援センター機能強化に向けた研修会

（10/12（金）10:30～16:00 自治会館）

11 平成30年度相談支援従事者スキルアップ研修
（10/14（日）9:30～15:30 高知共済会館）
12 平成30年度高知県相談支援従事者現任研修
（10/15（月）、10/16（火）9:30～17:00、10/17（水）9:00～17:00

ふくし交流プラザ）
13 農福連携セミナーin幡多
（10/16（火）13:30～16:00 四万十市立中央公民館）

14 平成30年度要介護認定調査員現任研修会

（10/16（火）13:30～16:30 佐川町健康福祉センターかわせみ）
15 平成30年度高知県地域コーディネーター養成研修（スキルアップ研修）
（10/18（木）13:00～17:00 高知共済会館）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

地域福祉部
（続き）

16 オレンジリボンキャンペーン2018
・たすきウォーク
（10/21（日）10:45～11:30 帯屋町商店街内

（「西川布団店」前～旧「門田精肉店」前））
・講演会
（10/27（土）13:30～15:30 宿毛市総合社会福祉センター）
（10/28（日）13:00～15:00 佐川町総合文化センター）
17 平成30年度高知県依存症地域生活支援者研修会
（10/22（月）10:00～12:00 安芸総合庁舎

14:00～16:00 中央東福祉保健所）
18 平成30年度高知県障害者雇用促進セミナー
（10/22（月）13:30～15:30 県民文化ホール）
19 平成30年度サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修
（10/31（水）9:30～17:00 ふくし交流プラザ）
20 平成30年度第１回発達障害者就労支援セミナー

（10/31（水）13:30～16:00 ＪＡ高知はた農協会館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

文化生活

スポーツ部

１ 第73回国民体育大会｢福井しあわせ元気国体」

（9/29（土）～10/9（火）福井県福井市 他）

２ まんが教室
（10/ 1（月）15:40～16:30 中村南小学校）
（10/12（金）14:50～15:50 斗賀野小学校）
３ 副部長表敬訪問（外国青年招へい）
（10/2（火）10:45～11:45 共済会館）
４ 文化人材育成プログラム・アートビジネス講座
（10/5（金）14:00～16:00 ココプラ）

５ CYCLOG in 高知（自転車ポイントラリーイベント）

（10/7（日）高知新港）
６ 高知市教育委員会主催 通学路危険箇所検討委員会
（10/9（火）9:30～11:30 高知市鷹匠庁舎）
７ 平成30年全国地域安全運動「安全・安心なまちづくりの日高知県民のつどい」
（10/9（火）14:00～16:00 高知会館）
８ 第四期指定管理者審査委員会
・美術館、文学館
（10/10（水）9:00～11:30 共済会館）
・歴史民俗資料館、坂本龍馬記念館
（10/15（月）9:15～11:45 高知城歴史博物館）
・県民文化ホール
（10/31（水）共済会館）
９ 性暴力被害者支援研修会

・中央地区（10/10（水）18:00～20:00 高知医療センター）

・東部地区（10/24（水）17:15～19:15 あき総合病院）

・西部地区（10/30（火）17:30～19:30 幡多けんみん病院）

10 アニ玉祭（アニメ・マンガまつりin埼玉）

（10/13（土）、10/14（日）埼玉）

11 隣保館運営状況調査等

（10/15（月）10:00～15:30 吉良川市民館、菜生市民館）
（10/16（火） 9:00～15:00 大谷市民館、行当市民館）
12 出版社訪問
（10/15（月）東京）
13 平成30年度第23回高知県文化環境功労者表彰選考委員会
（10/16（火）14:00～15:00 部長室）
14 文化芸術振興ビジョン評価委員会
（10/18（木）10:00～11:30 高知城歴史博物館）
15 平成30年度四国ブロック消費生活センター所長会議
（10/19（金）13:30～16:00 消費生活センター）

16 高知龍馬マラソンランニングセミナー

（10/20（土）春野運動公園陸上競技場）
17 国際ふれあい広場2018

（10/21（日）10:00～16:00 ひろめ市場、大橋通商店街）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

文化生活

スポーツ部
（続き）

18 公立大学法人経営審議会

（10/22（月）14:00～17:00 永国寺キャンパス）
19 こうち男女共同参画社会づくり財団理事会

（10/24（水）13:30～16:00 ソーレ）

20 人権啓発活動市町村委託計画ヒアリング
（10/24（水）須崎ブロック、10/26（金）安芸ブロック、
10/29（月）中央ブロック、10/31（水）幡多ブロック）

21 駐日外交団受入

・歓迎レセプション

（10/25（木）19:00～ 城西館）

・地方視察ツアー（外務省）地方連携事業

（10/25（木）、10/26（金）県内各地）
22 第55回全国隣保館職員四国ブロック研修会
（10/25（木）、10/26（金）香川県ホテルアネシス瀬戸大橋）
23 平成30年度人権啓発研修第１回ハートフルセミナー

講演会「あってはいけない違い、なくてはならない個性」
（10/28（日）14:00～16:00 人権啓発センター）
24 お母さんのための再就職準備イベント
（10/30（火）10:00～15:30 ちより街テラス）

25 韓国経済ミッション団派遣（木浦共生園90周年記念）

（10/30（火）～11/1（木）韓国全羅南道、ソウル市）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

産業振興推進部 １ 台湾微風広場高知県フェア
（10/1（月）～10/14（日）台湾）
２ 第３回事業戦略基礎講座（商品開発力・販売力アップ塾）
（10/4（木）13:30～16:30 ちより街テラス）
３ 香川高知県人会総会
（10/5（金）18:30～ ＪＲホテルクレメント高松）
４ 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
（10/8（月）13:00～17:00 中土佐町）
○イシューデザインラボ
（10/13（土）時間調整中 錦町ブンカイサン（東京都））
５ オーストラリア向け食品輸出商談会
（10/9（火） 9:00～17:00 高知会館）
６ 一般衛生管理（ＰＲＰ）研修
（10/11（木）10:00～17:00 高知会館）
７ 平成30年度第３回パートナーズ協定に基づく旭食品との協議会
（10/12（金）10:00～）
８ 移住セミナー「高知×継業or開業～オーナーへの道～」
（10/13（土）12:00～15:00 東京交通会館）
９ 高知家学講座2018 ～高知暮らしの魅力を伝える動画を作ろう（第２回）～
（10/13（土）、10/14（日）高知市、香美市、日高村（現地撮影ツアー））
10 食のプラットホーム 高付加価値な商品づくり勉強会
（10/16（火）14:00～16:00 工業技術センター）
11 土佐酒プロモーション
（10/18（木）フランス・パリ 土佐酒試飲会、
10/20（土）スペイン・マドリード 土佐酒試飲会、
10/22（月）スペイン・バルセロナ 土佐酒試飲会、
10/24（水）～10/28（日）イギリス・ロンドン 土佐酒フェア（土佐酒ＰＲ））
12 第12回産学官民コミュニティ全国大会in高知
（10/20（土）13:30～17:30 オーテピア高知図書館）
13 高知県Ｕ・Ｉターン就職セミナー2018 in大阪
（10/20（土）13:30～16:50 ＡＰ大阪梅田茶屋町）
14 移住相談会「KOCHI Life & Work Cafe」
（10/21（日）12:00～17:00 ランドマークプラザ地下１階BUKATSUDO（横浜市））
15 SIAL2018
（10/21（日）～10/25（木）フランス・パリ）
16 食品表示研修（入門編）
（10/23（火）13:30～15:30 総合あんしんセンター）
17 第４回事業戦略基礎講座（商品開発力・販売力アップ塾）
（10/24（水）13:30～17:00 ちより街テラス）
18 四国暮らしフェア
（10/28（日）10:30～16:30 東京交通会館）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

産業振興推進部

（続き）

19 ＨＡＣＣＰ研修
（10/29（月）、10/30（火）10:00～17:00 安芸福祉保健所）
20 ベトナム向け輸出商談会

（10/30（火）9:00～16:00 ルポール讃岐（香川県））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10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 土佐ＭＢＡ【本科】
○組織・人的資源マネジメントコース
・基礎講座４講「感動共鳴が生まれる組織づくり①」
（10/1（月）13:30～15:00 ココプラ）
・基礎講座５講「感動共鳴が生まれる組織づくり②」
（10/1（月）15:20～16:50 ココプラ）
・基礎講座６講「自律的な部下に変える『職場での教え方、育て方』」
（10/12（金）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ）
○情報ビジネスコース
・基礎講座３講「ＩｏＴビジネス」
（10/5（金）13:30～15:00、10/6（土）13:30～15:00 ココプラ）
・基礎講座４講「データ分析・流通・セキュリティ」
（10/5（金）15:20～16:50、10/6（土）15:20～16:50 ココプラ）
・基礎講座５講「デジタルビジネス創出演習」
（10/26（金）15:20～16:50、10/27（土）10:30～12:00 ココプラ）
・コース終了後ふり返りワーク（交流会）
（10/27（土）13:00～14:30 ココプラ）
○事業管理コース
・入門講座「マネジメントサイクル構造論（事業管理入門）」
（10/12（金）13:30～15:30、10/13（土）10:00～12:00 ココプラ）
・基礎講座１講「プロジェクトマネジメント（前編）」
（10/19（金）13:30～15:00、10/20（土）10:30～12:00 ココプラ）
・基礎講座２講「プロジェクトマネジメント（後編）」
（10/19（金）15:20～16:50、10/20（土）13:00～14:30 ココプラ）
・基礎講座３講「事例に学ぶ事業管理①」
（10/31（水）15:00～16:30 ココプラ）
○エグゼクティブコース
・SESSION２「ロジカルシンキングによる正しい意思決定と伝達」
（10/25（木）9:30～17:00 ココプラ）

２ 土佐ＭＢＡ【実科】
○土佐経営塾
・SESSION３「経営を写し出す会計」
（10/1（月）19:00～21:00 ココプラ）
・SESSION４「投資の『見返り』とは何であるのか」
（10/8（月）19:00～21:00 ココプラ）
・SESSION５「投資の計画とその評価」
（10/15（月）19:00～21:00 ココプラ）
・SESSION６「『夢』の再構築」
（10/21（日）13:30～17:30 オーテピア高知図書館）
・SESSION７「公的補助金と起業」
（10/29（月）19:00～21:20 土佐市内）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10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）

○新事業創出講座
・第１回
（10/4（木）13:00～17:00 ココプラ）
○目指せ！弥太郎 商人塾
・SESSION３「先進事例に学ぶ、コンセプトとは」

（10/9（火）13:00～17:00、10/10（水）9:00～17:00、10/11（木）9:00～17:00

ココプラ）

○商人塾短期集中セミナーin幡多
・成果報告会

（10/25（木）13:00～17:30 幡多総合庁舎）

３ 第４回高知県産学官民情報共有ネットワーク会議
（10/2（火）13:30～15:30 ココプラ）
４ シーズ・研究内容紹介

・⑪高知県立紙産業技術センター「土佐和紙の新用途開発」「セルロースナノ
ファイバーの活用について」

（10/3（水）18:30～20:00 ココプラ）
・⑫高知学園短期大学 ※テーマ等調整中
（10/17（水）18:30～20:00 ココプラ）
・⑬高知工科大学「人間のバランス能力の可視化に向けた試み」
（10/31（水）18:30～20:00 ココプラ）

５ 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
・STEP５「マーケティング＆プロモーションの基本的な考え方」
（10/6（土）13:00～17:00 ココプラ）
○スタートサロン④
（10/20（土）13:00～17:00 ココプラ）（予定)

６ 第７回コーディネーター会議
（10/18（木）15:30～17:00 ココプラ）
７ 経営者トーク⑥ 全財産35円から創業10年で年商20億円目標『社員の成長

思考＆働き方改革の両立』
講師：株式会社建匠 代表取締役社長 西村龍雄

（10/26（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 10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 高知フェア

（10/4（木）～10/9（火）アピタ名古屋空港店（愛知県））

（10/11（木）～10/15（月）アピタ千代田橋店（愛知県））

２ 「第21回安濃津よさこい」での高知県観光ＰＲ

（10/6（土）、10/7（日）三重県津市内）

３ 四国瀬戸内フェア

（10/11（木）～10/16（火）アピタ岩倉店（愛知県））

（10/18（木）～10/23（火）アピタ高蔵寺店（愛知県））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10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 山形・高知フェア

（9/1（土）～10/31（水）旬蔵２店舗（愛知県））

２ 高知四国フェア

（9/4（火）～11/18（日）家族亭約80店舗、得得うどん約20店舗（全国））
３ 高知フェア

（10/1（月）～12/31（月）CHINACIRCUS（東京））

（10/4（木）～10/9（火）アピタ名古屋空港店（愛知県））

（10/11（木）～10/15（月）アピタ千代田橋店（愛知県））

（10/17（水）～10/23（火）スズラン百貨店前橋店

アンテナショップフェア（群馬県））

（10/17（水）～10/23（火）イトーヨーカドー アリオ橋本（神奈川県））

（10/24（水）～11/13（火）立川高島屋（東京））

４ フジトクビッグフェア

（10/4（木）、10/5（金）10:00～17:00 コンベックス岡山）

５ 第13回中央区アンテナショップスタンプラリー

（10/4（木）～10/23（火）中央区内アンテナショップ（東京））

６ 四国瀬戸内フェア

（10/11（木）～10/16（火）アピタ岩倉店（愛知県））

（10/18（木）～10/23（火）アピタ高蔵寺店（愛知県））

７ 第10回土佐の宴～高知県食品試食商談会～
（10/19（金）11:00～16:00 大阪新阪急ホテル（大阪府））

８ 株式会社サカツコーポレーション・株式会社久世共同展示会

「FooDrinkExpo2018」

（10/24（水）、10/25（木）吹上ホール（愛知県））

９ 美味しい国産農産物チャリティー頒布会

（10/28（日）12:30～ 数寄屋橋公園）

10 第１回土佐の宴～高知県食品試食商談会～

（10/31（水）11:00～16:00 名鉄ニューグランドホテル（愛知県））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

産業振興推進部
（大阪事務所）

１ 高知四国フェア

（9/4（火）～11/18（日）家族亭約80店舗、得得うどん約20店舗（全国））

２ 第14回ふるさと四国の物産展

（9/26（水）～10/2（火）そごう神戸店）

３ 近鉄・都ホテルズ社内料理コンテスト

（10/2（火）14:15～18:15 シェラトン都ホテル大阪）

４ 第11回にほんのお酒

（10/4（木）、10/5（金）16:00～22:00 ラグザ大阪）

５ 70th anniversary 2days（たかつふれあいフェスタ）

（10/6（土）、10/7（日）10:00～16:00 たかつガーデン（大阪府））

６ 第16回関西北川会総会

（10/7（日）12:00～15:00 鳥よし本店（大阪府））

７ 2018しあわせぐるり、しこくるり。四国観光商談会

（10/10（水）14:00～19:50 ホテルグランヴィア大阪）

８ 秋のええもん市

（10/11（木）10:00～18:00、10/12（金）10:00～17:00

高知県、福井県、静岡県の各大阪事務所）

９ 第10回土佐の宴～高知県食品試食商談会～

（10/19（金）11:00～16:00 大阪新阪急ホテル）

10 高知県Ｕ・Ｉターン就職セミナー2018in大阪

（10/20（土）13:30～16:50 ＡＰ大阪梅田茶屋町）

11 ＪＲ西日本観光素材説明会

（10/25（木）16:00～ ホテルグランヴィア大阪）

12 森林の市2018

（10/28（日）10:00～16:00 近畿中国森林管理局・毛馬桜之宮公園（大阪府））

13 第11回食いだおれナイト

（10/30（火）18:30～21:30 ホテル阪急インターナショナル（大阪府））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

中山間振興・交通
部

１ 名古屋線利用促進イベント
（10/6（土）11:00～15:45 エアポートウォーク名古屋）
２ 運輸業女性活躍推進イベント
（未来に発進！女性のための働く車の運転体験とお仕事トーク）

（10/6（土）12:30～17:00 四万十自動車学校）
３ 集落活動センター特産品合同販売会
（10/7（日）11:00～15:00 金高堂本店前ウッドデッキ）
４ 狩猟フォーラム
（10/8（月）13:00～16:00 高知工科大学）
５ 第２回鳥獣保護管理員会
（10/12（金）14:00～ オーテピア）
６ ジビエ利用拡大狩猟者講習会
（10/14（日）13:30～16:00 サンピアセリーズ）
（10/15（月）13:30～16:00 田野町ふれあいセンター）
７ 集落活動センター連絡協議会エリア別情報交換会
（10/15（月）11:00～15:00 集落活動センターなかやま）
８ 貨客混載推進検討会 第１回大月地域部会
（10/17（水）14:00～ 大月町役場）
９ 高知県東部広域地域公共交通協議会 第２回総会
（10/18（木）10:00～12:00 あき総合病院）
10 よさこいジビエ調理教室
（10/20（土）10:00～ ヌックスキッチン（香美市香北町））
11 第３回高知県運輸業女性活躍推進実行委員会
（10/22（月）14:00～ 未定）
12 貨客混載推進検討会 第１回黒潮地域部会
（10/23（火）13:30～ 黒潮町役場）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

商工労働部 １ 2018全日本印刷文化典高知大会

（10/5（金）13:30～20:30 三翠園）

２ 平成30年度「三愛石油オブリの森」体験型環境研修

（10/14（日）9:20～14:20 本山町）

３ 平成30年度ＩoＴ技術人材育成講座（土佐ＭＢＡ専科）

（10/16（火）、10/17（水）、10/23（火）、10/24（水）9:00～17:00

高知県立大学・高知工科大学永国寺キャンパス）

４ 立地企業合同企業説明会

（10/16（火）13：00～16：00 香南市「のいちふれあいセンター」）

（10/19（金）13：00～16：00 宿毛市「宿毛市立中央公民館」）

（10/20（土）13：00～16：00 四万十市「四万十市立中央公民館」）

（10/25（木）13：00～16：00 須崎市「須崎市立市民文化会館」）

５ 住友大阪セメント社長の知事訪問

（10/17（水）11:45～12:00 知事室）

６ 高年齢者雇用の事例と働き方改革関連法の実務解説

（10/18（木）14:00～17:00 高知会館）

７ 第22回海洋深層水利用学会全国大会「海洋深層水2018韓国大会」

（10/18（木）9:00～20:00 韓国高城郡「国会研修館」）

（10/19（金）8:30～16:00 韓国高城郡「国会研修館」）

８ ジョブカフェこうちセミナー「好きなしごと☆見つけよう！」

（10/20（土）14:00～15:30 高知城ホール）

９ ジョブカフェこうちセミナー 就活対策「自己ＰＲ講座」

（10/27（土）10:00～15:00 ジョブカフェこうち）

10 大学生等向け就職セミナー

（10/27（土）13:15～17:00 東京「ＡＰ渋谷道玄坂渋東シネタワー」）

（10/28（日）13:15～17:00 大阪「ＡＰ大阪梅田茶屋町」）

11 ヤフー株式会社高知センター開所10周年記念パーティー

（10/28（日）11:30～14:00 ホテル日航高知旭ロイヤル）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10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」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）

２ 観光で西日本を元気に!!「13府県ふっこう周遊割」キャンペーン

（8/31（金）～11/30（金）※予定）

３ 日本秋遊文化祭への観光ブース出展（主催：JNTO香港）

（9/29（土）～10/1（月）香港）

４ 土佐清水ジオパーク推進協議会臨時総会

（10/1（月）10：00～12：00 土佐清水市役所)

５ 外国客船寄港（高知市中心市街地）

「セレブリティ・ミレニアム」

（10/4（木）8:00入港～17:00出港、乗客定員：2,034名、総ﾄﾝ数：90,963t）

※外国客船の寄港 暦年25回目、年度21回目

「ノルウェージャン・ジュエル」

（10/8（月）8:00入港～16:00出港、乗客定員：2,376名、総ﾄﾝ数：93,502t）

※外国客船の寄港 暦年26回目、年度22回目

「セレブリティ・ミレニアム」

（10/18（木）8:00入港～17:00出港、乗客定員：2,034名、総ﾄﾝ数：90,963t）

※外国客船の寄港 暦年27回目、年度23回目

「アムステルダム」

（10/20（土）9:00入港～18:00出港、乗客定員：1,380名、総ﾄﾝ数：62,735t）

※外国客船の寄港 暦年28回目、年度24回目

「MSCスプレンディダ」

（10/28（日）14:00入港～21:00出港、乗客定員：3,274名、総ﾄﾝ数：137,936t）

※外国客船の寄港 暦年29回目、年度25回目

６ 第30回全国龍馬ファンの集い 第９回実行委員会

（10/5（金）14:15～16:30 アルカディア市ヶ谷（東京））

７ 平成の薩長土肥連合情報発信イベント

（10/6（土）11:00～12:30 東京国際フォーラム（東京））

８ 第30回全国龍馬ファンの集い

・本大会（10/6（土）13:00～17:15 よみうりホール（東京））

・交流会（10/6（土）18:30～21:00 東京国際フォーラム（東京））

・エキスカーション（10/7（日）、10/8（月・祝） 東京周辺）

９ 第21回安濃津よさこい

（10/6（土）、10/7（日） 津市（三重県））

10 第21回みちのくYOSAKOI祭り

（10/6（土）、10/7（日） 仙台市（宮城県））

11 土佐の豊穣祭2018

・安芸会場 高知東海岸グルメまつり＆鉄道の日

（10/6（土）・10/7（日）10:00～15:00 安芸タイガース球場駐車場）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

観光振興部

（続き）

・嶺北会場 土佐の豊穣祭in嶺北

（10/14（日）10:00～16:00 早明浦ダム直下ふれあい広場）

・物部川会場 刃物まつり＆山田のかかしコンテスト

（10/20（土）10:00～17:00、10/21（日）10:00～16：00 県立鏡野公園）

12 香港メディアファムツアー

（10/7（日）～10/10（水）高知市、南国市、香南市、安芸市、北川村、馬路村、

香美市）

13 山口ゆめ花博ステージイベント

（10/7（日） 山口きらら博記念公園（山口県））

14 2018しあわせぐるり、しこくるり。四国観光商談会

・大阪（10/10（水）14:00～17:50 ホテルグランヴィア大阪）

・名古屋（10/24（水）14:00～17:40 キャッスルプラザ）

15 高知県観光コンベンション協会第３回評議会

（10/11（木）10:00～11:30 高知共済会館）

16 新竹県客家芸術節へのよさこいチーム派遣（旭食品）

（10/12（金）～10/14（日） 台湾新竹県）

17 平成30年度第１回高知県外国人観光客向けFree Wi-Fi整備推進協議会

（10/12（金）13:30～15:00 オーテピア）

18 高知県観光コンベンション協会賛助会員との意見交換会

・西部（10/17（水）15:00～17:00 新ロイヤルホテル四万十）

・東部（10/30（火）15:00～17:00 ホテルなはり）

19 高知県観光ガイド連絡協議会中部地区研修交流会

（10/17（水）13:00～16:00 いの町役場、いの町紙の博物館ほか）

20 第21回YOSAKOIさせぼ祭りへのよさこいチーム派遣（いなん）

（10/19（金）～10/21（日） 佐世保市（長崎県））

21 ジャポニスム2018へのよさこいチーム派遣（十人十彩）

（10/20（土）～10/22（月） フランス パリ）

22 あったか高知。秋のおもてなし一斉清掃

（10/23（火）9:00～10:00 ※雨天時は10/24（水） 中央公園ほか）

23 JR西日本観光素材説明会

（10/25（木）16:00～ ホテルグランヴィア大阪）

24 バリアフリー観光推進セミナー

（10/29（月）13:30～16:00 四万十市防災センター）

（10/30（火）13:30～16:00 田野町総合文化施設ふれあいセンター）

（10/31（水） 9:30～12:00 高知共済会館）

25 韓国全羅南道訪問

（10/30（火）～11/1（木） 韓国全羅南道）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

観光コンベンショ

ン協会

１ 中四国地区コンベンション推進協議会（総会＋情報交換会）

（10/4（木）、10/5（金） 島根県立産業交流会館）

２ カレー＆ラーメンフェスタ

（10/6（土）、10/7（日）10:30～16:00 こうち旅広場）

３ 土佐の豊穣祭2018

・安芸会場：高知東海岸グルメまつり＆鉄道の日

（10/6（土）、10/7（日）10:00～15:00 安芸タイガース球場駐車場）

・嶺北会場：土佐の豊穣祭in嶺北

（10/14（日）10:00～16:00 早明浦ダム直下ふれあい広場）

・物部川会場：刃物まつり＆山田のかかしコンテスト

（10/20（土）10:00～17:00、10/21（日）10:00～16：00 県立鏡野公園）

４ 山口ゆめ博での高知県観光ＰＲイベント（平成の薩長土肥連合事業）

（10/7（土） 山口きらら博記念公園（山口県））

５ ＣＹＣＬＯＧ in高知2018

（10/7（日） 高知市ほか）

６ パーソナル系旅行会社との情報交換会（大阪会場）

（10/9（火）15:30～20:00 本町センタービル）

７ メディア系旅行会社個別セールス

（10/9（火）、10/10（水） 大阪市内）

（10/17（水）、10/18（木） 福岡・広島）※予定調整中

（10/24（水）、10/25（木） 名古屋・静岡）

８ 2018しあわせぐるり、しこくるり。四国観光商談会

※四国ツーリズム創造機構主催

・大阪

（10/10（水）14:00～19:50 ホテルグランヴィア大阪）

・名古屋

（10/24（水）14:00～19:40 キャッスルプラザ）

９ 高知県観光コンベンション協会第３回評議会

（10/11（木）10:00～11:30 高知共済会館）

10 土佐おもてなし海援隊プレゼンツスペシャルツアー第１弾 ～岩﨑弥太郎の

ふるさとを楽しむ～（岩崎弥太郎・吉村虎太郎同行）

（10/12（金） 安芸市）

11 ＦＣ町田ゼルビア×高知よさこいマッチデー（VS大分戦）

（10/14（日）町田市立陸上競技場）

12 四国インバウンド商談会2018

（10/16（火）愛媛県松山市）

13 高知県観光コンベンション協会賛助会員との意見交換会

・西部（10/17（水）15:00～17:00 新ロイヤルホテル四万十）

・東部（10/30（火）15:00～17:00 ホテルなはり）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

観光コンベンショ

ン協会

（続き）

14 ジャポニズム2018

（10/20（土）～10/22（月） フランス パリ）

15 アルビレックス新潟高知県フェア

（10/28（日） 新潟市デンカビッグスワンスタジアム）

16 韓国ＬＧツインズ秋季キャンプ

（10/31（水）～11/26（月） 春野総合運動公園）※予定

17 韓国メディア（ブロガー）招請四国ＰＲ事業

（日程調整中 四国内）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

農業振興部 １ 獣医師修学資金貸与事業募集（獣医学生対象：１年次２名）
（8/15（水）～10/31（水））

２ 各土佐会の通常総会

・九州土佐会

（10/1（月）16:00～ ホテルニュータガワ（福岡県））

・中四国土佐会

（10/2（火）15:30～ 白雲閣（岡山県））

３ 先進農業法人現地視察等

（10/2（火）、10/3（水）大分県）

４ 第27回高知県農業振興フェア

（10/5（金）、10/6(土）9:00～16:00 農業技術センター）

※最終日は15:00まで

５ 講演会「病害虫防除の現状と課題」

（10/10（水）13:00～17:00 サンピアセリーズ）

６ 豊洲市場開場に伴う東京事務所園芸分室移転

（10/11（木））

７ 新・農業人フェア 働く！農業ＥＸＰＯ2018

（10/13（土）10:00～16:30 札幌コンベンションセンター）

８ 平成30年度高知県指導農業士認定証授与式

（10/17（水）16:00～17:00 第二応接室）

９ 土佐の宴～高知県食品試食商談会～

（10/19（金）11:00～16:00 大阪新阪急ホテル）

（10/31（水）11:00～16:00 名鉄ニューグランドホテル（名古屋））

10 こうちアグリ体験合宿

（10/19（金）～10/21(日）農業担い手育成センター）

11 KOCHI Life＆Work Cafe

（10/21（日）12:00～17:00 BUKATSUDO（横浜市））

12 環境制御技術推進会議

（10/22（月）13:30～16:00 農業技術センター）

13 津野山畜産公社新畜舎落成式

（10/22（月）15:00～17:00 梼原町横貝）

14 こうちアグリスクール大阪会場土曜昼間コース

（10/27（土）14:00～18:00 本町センタービル）

15 ららぽーと豊洲×豊洲市場×まるごと高知

（10/27（土）、10/28（日）10:00～16:30 ららぽーと豊洲）

16 ６次産業化セミナースタートアップセミナー

（10/30（火）13:30～15:30 ちより街テラス）

17 県立農業大学校一般募集・社会人募集（前期）

（10/31（水）～11/9（金））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

林業振興・環境部 １ 男も（女も）もつぞ！マイバッグキャンペーン2018
（10/1（月）～11/30（金））
２ ＬＥＤ、エコカー買い替えメディアキャンペーン
（10/1（月）～3/31（日））
３ 協働の森交流活動
・コープ自然派（10/7（日）土佐町）
・四国銀行（10/13（土）高知市）
・三愛石油（10/14（日）本山町）
・トラック協会（10/21（日）土佐町）
・三菱商事（10/27（土）、10/28（日）安芸市）
４ 全国知事会「国産木材活用ＰＴ」（第１回会議）
（10/11（木）14:15～15:15 都道府県会館）
５ 平成31年度林業大学校選考試験（推薦）
（10/13（土）林業大学校）
６ レッドデータブック（動物編）改訂版発行
（10/15（月））
７ 森林計画・森林利用業務関係ブロック会（中国・四国）
（10/15（月）、10/16（火）市町村共済会館）
８ 中国安徽省林業庁訪問団来高
（10/16（火）、10/17（水））
９ 南海トラフ巨大地震の発生に伴う災害廃棄物処理検討委員会（第１回）
（10/17（水）13:30～15:30 ちより街テラス）
10 土佐経済同友会 第一次産業活性化委員会
（10/17（水）16:00～17:30 高知県立大学永国寺キャンパス 地域連携棟）
11 森林整備公社理事会
（10/19（金）10:30～12:00 森連会館）
12 木の文化賞表彰式
（10/20（土）高知市中央公園）
13 森林環境学習フェア
（10/20（土）、10/21（日）高知市中央公園）
14 こうちフォレストスクール（高知会場）
（10/21（日）13:30～16:30 森林研修センター研修館）
15 国産材ＣＬＴシンポジウム
（10/22（月）14:30～17:30 東京都）
16 林道研究発表会
（10/23（火）、10/24（水）東京都）
17 第44回木材まつり（素材の部）
（10/24（水）10:00～17:00 高知県林材（株））
18 韓国経済ミッション（韓国の木材輸入会社訪問）
（10/30（火）～11/1（木）ソウル他）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

水産振興部 １ 第11回高知県内水面漁場管理委員会
（10/11（木）14:00～ 共済会館）
２ 第20回高知海区漁業調整委員会
（10/12（金）14:00～ 共済会館）
３ 築地秋まつりでの県産水産物ＰＲ
（10/13（土）魚河岸スタジオほか 東京都）
４ 高知家の魚応援の店への感謝状贈呈式及び意見交換会
（10/15（月）東京都内）
（10/16（火）大阪市内）
５ 漁村の防災・食育学習（in佐賀小学校）
（10/17（水）9:00～13:10 黒潮町立佐賀小学校）
６ 外務省視察ツアー
（10/26（金）9:20～11:15 中土佐町）
７ 「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～」の
開催
・歓迎レセプション
（10/27（土）城西館）
・関連行事
（10/27（土）、10/28（日）高知市中央公園）
・式典行事・海上歓迎放流行事
（10/28（日）高知市文化プラザかるぽーと、宇佐しおかぜ公園）
８ 豊かな海づくりフェスタinこうち第９回土佐のおさかなまつり
（10/27（土）10:00～15:00 高知市中央公園）
（10/28（日）10:00～15:45 高知市中央公園）
９ 見本市「SEAFEX2018」出展
（10/30（火）～11/1（木） ドバイ首長国）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

土木部 １ 外国客船高知新港寄港
・「セレブリティ・ミレニアム」
（10/4（木）8:00入港～17:00出港）
・「ノルウェージャン・ジュエル」
（10/8（月・祝）8:00入港～16:00出港）
・「セレブリティ・ミレニアム」
（10/18（木）8:00入港～17:00出港）
・「アムステルダム」
（10/20（土）9:00入港～18:00出港）
・「ＭＳＣスプレンディダ」
（10/28（日）14:00入港～21:00出港）

２ 維持管理エキスパート研修会
（10/4（木）法面・擁壁分野（初級）建設技術公社）
（10/30（火）～10/31（水）トンネル分野（中級）建設技術公社）
３ 全国港湾知事協議会総会
（10/10（水）14:00～15:30 都市センタービル）
４ 震災復興まちづくり訓練
（10/11（木）9:45～17:00 オーテピア）
５ 平成30年度災害査定
・第７次災害査定
（10/15（月）～10/19（金）宿毛市他10市町村）
・第８次災害査定
（10/29（月）～11/2（金）調整中）

６ 四国８の字ネットワーク整備促進四国東南部連盟総会
（10/19（金）安芸市ホテルタマイ）
７ 日本客船「ぱしふぃっく びいなす」宿毛湾港寄港
（10/20（土）8:00入港～16:00出港）
８高知県建設業協会との意見交換会
（10/23（火）9:00～11:00 高知県建設会館）
（10/23（火）14:30～16:30 中村地区建設協同組合会館）
（10/24（水）10:00～12:00 安芸建設会館）
（10/24（水）15:00～17:00 南国建設会館）
（10/25（木）10:00～12:00 高陵建設会館）
（10/25（木）14:00～16:00 かんぽの宿伊野）
９ 四国港湾協議会意見交換会・要望活動
（10/24（水）都道府県会館）
10 経済と暮らしを支える海づくり全国大会
（10/25（木）砂防会館）
11日本客船「にっぽん丸」高知新港寄港
（10/26（金）16:00入港～19:00出港）

12全国高速道路秋季幹事会

（10/31（水）10:30～ 未定）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

会計管理局 １ 平成30年北海道胆振東部地震義援金の受付

（受付期間：9/12（水）～11/30（金））

２ 銀行検査

（10/2（火）四国銀行南国支店）

（10/3（水）四国銀行野市支店）

（10/11（木）四国銀行入野代理店、幡多信用金庫入野支店）

（10/16（火）四国銀行田野支店、高知銀行吉良川支店）

（10/18（木）四国銀行山田支店）

３ 会計検査

（10/4（木）、10/5（金）幡多土木事務所）

（10/9（火）四万十高等学校）

（10/12（金）農業担い手育成センター）

（10/15（月）県立安芸中・安芸高等学校）

（10/16（火）高知海洋高等学校）

（10/18（木）幡多農業高等学校）

（10/19（金）幡多林業事務所）

（10/22（月）安芸桜ヶ丘高等学校）

（10/31（水）安芸林業事務所）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10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
（10/2（火）13:35～15:20 梼原小学校）
（10/20（土）9:00～11:00 いの町立川内小学校）
（10/27（土）9:00～12:00 香美市立舟入小学校）
２ 施設見学（南国市立長岡小学校44名）
（10/4（木）13:30～14:30 杉田発電所）
３ 公営電気事業経営者会議 管理者・局長会議
（10/25（木）、10/26（金）山口県）
４ 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）

５ 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 10月の主要な取り組み予定

教育委員会 １ 平成30年度運動部活動支援員研修会
第１回（10/6（土）17:00～18:00 県立高知城歴史博物館）

第２回（10/21（日）17:00～18:00 サンピアセリーズ）

２ 第２回高知県教育の日「志・とさ学びの日」推進県民協議会

（10/9（火）13:00～16:00 教育委員室）

３ 平成30年度こうちの子ども健康・体力支援委員会

第１回就学前の体つくり部会

（10/9（火）15:00～16:45 高知会館）

４ 第７回いじめ問題調査委員会

（10/11（木）17:30～20:30 教育委員室）

５ 平成30年度こうちの子ども健康・体力支援委員会

第１回体育授業・運動部活動部会

（10/15（月）15:00～16:45 高知共済会館）

６ 高知県立須崎総合高等学校学校説明会

（10/15（月）16:00～19:20 四万十町農村環境改善センター）

（10/16（火）16:00～19:20 須崎市立市民文化会館）

（10/22（月）16:00～19:20 佐川町総合文化センター）

７ 第33回高知県連合婦人会スポーツ大会

（10/17（木）10:00～15:00 春野総合運動公園体育館）

８ 第１回高知県産業教育審議会

（10/17（水）14:00～16:00 高知会館）

９ 高知県小中学校地区別生徒指導担当者・生徒指導主事会

（東部 10/19（金）10:00～17:00 田野町総合文化施設ふれあいセンター）

（中部 10/23（火）10:00～17:00 県立高知青少年の家）

（西部 10/26（金）10:00～17:00 ふるさと総合センター）

10 高知県公民館研究大会（中央地区大会）

（10/25（木）10:00～15:30 南国市立スポーツセンター）

11 がん教育公開授業

（10/26（金）午後（未定）四万十市立中村西中学校）

12 留学フェア2018

（10/28（日）13:00～16:40 ちより街テラス）

13 第２回第２期高知県教育振興基本計画推進会議

（10/29（月）10:00～12:00 人権啓発センター）

14 高知県高等学校地区別生徒指導主事会

（10/30（火）10:00～16:30 県立幡多農業高校）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

警察本部 １ 平成30年度高知工科大学における「危機管理概論」講義
・「ＤＶ・ストーカー犯罪等の現状と対策」
（10/2（火）10:30～12:00 高知工科大学）
・「警察における被害者支援」
（10/5（金）10:30～12:00 高知工科大学）
・「非行少年等の立ち直り支援活動」
（10/9（火）10:30～12:00 高知工科大学）
・「警察活動を支える基盤の充実・強化」
（10/12（金）10:30～12:00 高知工科大学）
・「サイバー犯罪の現状と対策」
（10/16（火）10:30～12:00 高知工科大学）
・「安全安心まちづくり活動」
（10/19（金）10:30～12:00 高知工科大学）
・「犯罪の現状から見た危機管理」
（10/23（火）10:30～12:00 高知工科大学）
・「科学捜査」
（10/30（火）10:30～12:00 高知工科大学）
２ 安全・安心なまちづくりの日高知県民のつどい
（10/9（火）14:00～16:00 高知会館）
３ 平成30年全国地域安全運動
（10/11（木）～10/20（土）県下）
４ スケアード・ストレイトによる交通安全教室
（10/12（金）13:30～14:40 三里中学校）
（10/31（水）時間未定 高岡中学校）
５ 全国通信指令・無線通話技能競技大会（本選）
（10/18（木）9:30～18:00 警察庁）
６ 全国殉職警察職員・警察協力殉難者慰霊祭
（10/18（木）13:30～ グランドアーク半蔵門）
７ 全国警察柔道大会
（10/22（月）9:00～18:00 日本武道館）
８ 全国警察剣道大会
（10/23（火）9:00～18:00 日本武道館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 10月の主要な取り組み予定

産業振興センター １ 【見本市】愛媛農林水産参観デー協賛農機展
（10/1（月）、10/2（火） 愛媛県農林水産研究所)

２ 働き方改革推進支援セミナー・相談会

（10/2（火）、10/3（水）16：00～17:00 土佐市商工会

10/9（火）15:30～16:00 越知町商工会

10/10（水）14:00～15:00 嶺北地区商工会（本山町プラチナセンター）

10/12（金）14:00～16:00 高知県工業会（サンピアセリーズ）

10/17（水）18:00～19:00 東洋町・室戸市商工会

10/22（月）13:30～15:30 ホテル旅館生活衛生同業組合

10/24（水）13:30～14:30 梼原町商工会

10/25（木）15:00～16:00 佐川町商工会）

３ 【見本市】関西機械要素技術展
（10/3（水）～10/5（金） インテックス大阪)
４ 【見本市】危機管理産業展2018、国際福祉機器展2018
（10/10（水）～10/12（金） 東京ビッグサイト)
５ 【見本市】農業資材ＥＸＰＯ
（10/10（水）～10/12（金） 幕張メッセ)
６ 検索されやすい情報コンテンツの作り方セミナー
（10/11（木）13:30～16:30 ぢばさんセンター）
７ 効果的なネット広告の運用セミナー
（10/24（水）10:00～16:00 ぢばさんセンター）
８ ものづくり総合技術展第２回出展者説明会
（10/30（火）10:00～11:00、15:00～16:00 ぢばさんセンター）
９ 第７回 事業戦略支援会議
（10/25（水）13:30～15:30 ぢばさんセンター）
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