各部局等の主要な取り組み
部局名
総務部

５月の主要な取り組み予定
１ 平成 30 年春の叙勲伝達式（地方自治等）
（5/7（月）15:00～15:30 第一応接室）
２ 大井競馬場における高知県ＰＲイベント
（5/8（火）～5/10（木）14:10～21:00 大井競馬場(東京都)）
３ 平成 30 年度市町村統計主管課長会議及び平成 30 年度地方統計職員業務研修
（5/8（火）10:00～16:00 高知会館３F「飛鳥の間」
）
４ 高知県町村長・町村議会議長大会決議の要望活動
（5/8（火）15:30～15:45 知事室）
５ 平成 30 年度財政担当者会及び平成 29 年度地方公営企業決算状況調査等に係
る説明会
（5/8（火）10:00～15:40 正庁ホール）
６ 選挙出前授業
（5/10（木）14:30～15:20 高岡高校）
７ 国等への政策提言
（5/10（木）
、5/29（火）他 農林水産省等(調整中)）
８ 地方分権改革有識者会議第 71 回提案募集検討専門部会
（5/11（金）9:40～10:55 中央合同庁舎４号館）
９ 第４回香川・高知両県知事会議
（5/11（金）15:15～15:45 視察（香川用水記念館）
16:00～17:15 知事会議(栗林公園商工奨励館)）
10 第１回 高知県の公文書管理のあり方に関する検討委員会
（5/15（火）13:30～16:30 高知会館４階「やまもも」
）
11 選挙出前授業
（5/18（金）8:50～10:20 高知工科大学）
12 平成 30 年度 第１回税外未収金対策研修会
（5/22（火）13:30～15:30 正庁ホール）
13 平成 30 年度愛媛・高知交流会議
（5/22（火）11:00～12:00 視察（坂本龍馬記念館）
13:30～14:30 知事会議(サンピア・セリーズ)）
14 第 18 回高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議
（5/23（水）15:00～16:30 高知市たかじょう庁舎６階大会議室）
15 職場ドッグ推進リーダー研修会
（5/23（水）13:30～16:00 正庁ホール）
16 平成 30 年春の叙勲伝達式（消防、第 30 回危険業務従事者）
（5/25（金）16:00～16:30 第一応接室）
17 公益認定審議会
（5/25（金）9:30～11:30 西庁１階南）
18 法制審議会
（5/29（火）13:15～16:00 第二応接室）
19 日本創生のための将来世代応援知事同盟サミット in みやぎ
（5/31（木）9:30～12:30 ホテルメトロポリタン仙台）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
東京事務所

５月の主要な取り組み予定
１ サンルートプラザ東京での高知県フェア【外商公社連携】
（4/16（月）～5/31（木） サンルートプラザ東京）
２ 第 12 回 銀座柳まつり【外商公社連携】
（5/5（土・祝） 銀座）
３ 大井競馬場での高知県 PR イベント
（5/8（火）～5/10（木） 大井競馬場）
４ 旭硝子訪問 宮地専務訪問
（5/9（水） 旭硝子）
５ 大学訪問
・就職支援協定に関する協議など
（5/7（月） 東洋大学、法政大学、日本大学）
（5/8（火） 青山学院大学、拓殖大学）
（5/9（水） 立教大学）
（5/14（月） 明治大学）
（5/15（火） 東海大学）
（5/16（水） 駒沢大学、国士舘大学）
（5/17（木） 帝京大学）
（5/21（月） 神奈川大学）
（5/22（火） 首都大学東京）
（5/23（水） 東京国際大学）
・林業職採用案内
（5/7（月）
、5/8（火） 東京農工大学、東京農業大学、東京大学、日本大学
玉川大学)
６ 大田市場まつり
（5/17（木）
、5/18（金）
、5/31（木）アトレ大森）
７ 地方人材還流促進協議会総会
（5/18（金） 日経カンファレンスセンター）
８ 関東室戸会定例総会
（5/19（土） アルカディア市ヶ谷）
９ 高知家ホームパーティーin 東京
（5/19（土） ＬＥＡＧＵＥ銀座）
10 高知就職・転職フェア
（5/26（土） ＡＰ西新宿）
11 関東幡多の会・第７回交流会
（5/26（土） 東武ホテルレバント東京）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
危機管理部

５月の主要な取り組み予定
１ 副部長による市町村長との意見交換会
（5/8（火）13:00～14:00 三原村、15:00～16:00 宿毛市）
（5/9（水）9:00～10:00 四万十市、11:00～12:00 土佐清水市）
（5/10（木）9:30～10:30 仁淀川町、11:00～12:00 越知町、15:00～16:00
土佐市）
（5/11（金）10:00～11:00 いの町、13:00～14:00 日高村）
（5/15（火）10:00～11:00 檮原町、13:00～14:00 津野町、15:00～16:00
須崎市）
（5/16（水）9:40～10:40 南国市、11:00～12:00 香美市、 13:10～14:10
香南市）
（5/17（木）13:00～14:00 大月町、15:30～16:30 黒潮町）
（5/18（金）11:00～12:00 大川村）
（5/22（火）10:00～11:00 佐川町、10:30～11:30 室戸市）
（5/30（水）10:00～11:00 中土佐町）
（5/31（木）9:30～10:30 安芸市、13:00～14:00 芸西村）
２ 第 17 回（平成 30 年度）中四国広域防災責任者会議
（5/9（水）16:00～17:00 広島県庁）
３ 平成 30 年度高知県総合防災訓練航空機訓練分科会（第３回）
（5/10（木）13:30～15:00 防災作戦室）
４ 平成 30 年度第１回南海トラフ地震対策推進本部幹事会
（5/11（金）10:00～12:00 第二応接室）
５ 平成 30 年度高知県消防長会消防署長会議
（5/11（金）15:00～17:00 香美市消防本部）
６ 津波避難とくらしに関するワークショップ（第２回）
（5/12（土）13:00～ 室戸市佐喜浜町浦地区）
７ 平成 30 年度物部川・仁淀川総合水防演習
（5/13（日）9:00～12:00 物部川（右岸）
）
８ 平成 30 年度高知県 L アラート利用者連絡会
（5/15（火）13:30～15:00 高知城ホール）
９ 全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験（第１回）
（5/16（水）11:00～ 高知県及び各市町村）
10 平成 30 年度高知県消防大会
（5/17（木）12:00～14:40 県民体育館）
11 平成 30 年度都道府県消防防災・危機管理部局長会第１回幹事会
（5/18（金）15:00～17:00 東京都庁）
12 第 56 回南海トラフ地震対策推進本部会議
（5/24（木） 9:00～12:00 第二応接室）
13 L アラート全国合同訓練 2018
（5/24（木）PM 防災作戦室）
14 平成 30 年度高知県中央地区消防協議会総会
（5/25（金）14:30～17:00 須崎市総合保険福祉センター）
15 平成 30 年度高知県総合防災訓練・地域防災フェスティバル
（5/27（日）11:30～15:00 高知新港（メイン会場）
8:00～17:00 春野総合運動公園ほか 11 箇所（サテライト会場）
10:00～15:00 高知新港（地域防災フェスティバル）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
健康政策部

５月の主要な取り組み予定
１ 平成 30 年度第１回高知県感染症対策協議会
（5/2（水）19:00～21:00 第二応接室）
２ 獣医科大学就職説明会
（5/9（水）13:00～16:00 帯広畜産大学）
（5/10（木）13:00～16:00 北海道大学）
（5/10（木）13:00～17:00 日本大学）
（5/11（金）10:20～16:20 酪農学園大学）
（5/11（金）14:00～17:30 北里大学）
（5/17（木）13:00～16:30 岩手大学）
（5/21（月）13:00～16:15 鳥取大学）
（5/25（金）15:00～18:00 日本獣医生命科学大学）
３ 平成 30 年度協力難病指定医養成研修会
（5/9（水）19:00～20:30 県庁４階会議室）
（5/15（火）19:00～20:30 県庁４階会議室）
（5/20（日）10:00～11:30 県庁４階会議室）
４ 平成 30 年度第１回高知県周産期医療災害ワーキング
（5/9（水）19:00～ 第二応接室）
５ 高知県歯科医師会との意見交換会
（5/10（木）18:30～ 高知県歯科医師会館）
６ 平成 30 年度第１回日本一の長寿県構想推進会議
（5/14（月）9:00～17:00 第二応接室）
７ 平成 30 年度がん検診関係事業市町村担当者会
（5/15（火）13:00～16:30 須崎市総合保健福祉センター）
（5/16（水）13:00～16:30 中央東福祉保健所）
８ 平成 30 年度高知県エイズ治療拠点病院連絡会
（5/18（金）18:00～20:10 高知大学医学部附属病院）
９ 第 23 回豊かないのち講演会
（5/20（日）13:00～16:30 高知医療センター）
10 病院事務長連絡会
（5/22（火）13:30～16:00 中央東福祉保健所）
（5/25（金）13:00～15:30 幡多総合庁舎）
（5/30（水）13:30～16:00 高知青少年の家）
11 ＤＭＡＴ指定医療機関協定調印式
（5/24（木）16:00～16:30 もみのき病院）
12 休日・譲渡見学会
（5/27（日）10:00～12:00 わんぱーくこうち）
（5/27（日）13:30～14:30 中央小動物管理センター）
13 平成 30 年度高知県総合防災訓練・地域防災フェスティバル
（5/27（日）10:00～15:00 高知新港）
14 高知県薬物乱用防止推進連合協議会総会
（5/29（火）14:00～ ちより街テラス）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
地域福祉部

５月の主要な取り組み予定
１ 「高知県における地域の見守り活動に関する協定」締結式
（株式会社デミック四国、高知県民生委員児童委員協議会、高知県との三者協定）
（5/2（水）13:00～13:15 第一応接室）
２ 子ども食堂支援企画にかかる知事表敬訪問
（株式会社エースワン、ひまわり乳業株式会社）
（5/2（水）16:00～16:15 第一応接室）
３ こうちシニアスポーツ交流大会 2018 総合開会式
（5/10（木）9:00～ 春野総合運動公園）
４ 児童発達支援センターしんほんまち落成記念式典
（5/12（土）12:00～14:00 グランディール高知駅前店）
５ 平成 30 年度第 18 回高知県民生委員児童委員大会
（5/16（水）12:30～16:00 高知市民文化プラザかるぽーと）
６ 北海道高知県人会連合会からの県内社会福祉施設へのすずらん贈呈式
（5/18（金）11:00～11:30 第二応接室）
７ 発達障害に関するセミナー「みてわかる」支援と環境づくり講座
（６回開催：いずれも同じ内容）
（5/23（水）～25（金）9:15～12:00、13:30～16:15
こうち男女共同参画センター「ソーレ」
）
８ 婚活サポーター地区別交流会
・西部地区
（5/23（水）13:30～16:00 四万十市立中央公民館）
・中央地区
（5/26（土）13:30～16:00 ちより街テラス）
・東部地区
（5/29（火）13:30～16:00 安芸市民会館）
９ 高知版地域包括ケアシステム構築に向けたトップセミナー
（5/24（木）13:00～15:00 高知城ホール ）
10 「上手にほめて楽しい子育て講座」指導者養成セミナー
（5/30（水）9：30～17：00 こうち男女共同参画センター「ソーレ」
）
11 介護予防支援従事者研修会
（5/31（木）10:00～17：00 ふくし交流プラザ）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
文化生活
スポーツ部

５月の主要な取り組み予定
１ チェコ共和国男子ソフトボールＵ19 高知県合宿受入
（4/27（金）～5/8（火）須崎市、高知市）
２ 平成 30 年度自転車マナーアップキャンペーン
（5/1（火）～5/31（木）県内各地）
・開始式及びパレード
（5/1（火）16:20～17:00 丸の内緑地～高知大神宮前～帯屋町アーケード
～中央公園）
３ まるごと高知県３日間！（高知県ＰＲイベント）
（5/8（火）～5/10（木）東京大井競馬場）
４ まんが甲子園ＰＲキャラバン
（5/9（水）～5/11（金）福岡、熊本、佐賀）
５ 高知県交通安全指導員協議会通常総会
（5/10（木）14:15～15:45 高知会館）
６ 平成 30 年度産業人材定着支援事業小論文審査
（5/13（日） 13:00～16:30 県立大学永国寺キャンパス）
７ 高知県市町村人権教育・啓発担当者連絡協議会
・東部（5/14（月）13:15～17:00 田野町ふれあいセンター）
・中部（5/21（月）13:15～17:00 県立高知青少年の家）
・西部（5/24（木）13:15～17:00 四万十市立中央公民館）
８ 全国レクリエーション大会専門部会
（5/14（月）
、5/15（火）県民体育館会議室）
９ 高知市姉妹・友好都市委員会総会
（5/15（火）15:30～17:30 三翠園）
10 太平洋島嶼国・日本地方自治体ネットワーク（仮称）設立会議
（5/17（木）17:45～18:45 ホテルニューオータニ）
11 第４回全国大学女子硬式野球選手権 高知大会
（5/19（土）
、5/20（日）安芸市営球場）
12 部長表敬訪問（ブラジル・ボニート市長）
（5/21（月）16:00～16:15 部長室）
13（公財）高知県人権啓発センター理事会
（5/22（火）10:00～12:00 人権啓発センター４Ｆ視聴覚室）
14 スポーツ推進委員連絡協議会総会
（5/22（火）14:00～16:00 高知市総合体育館）
15 早稲田大学留学センター来訪
（5/23（水）13:10～14:10 産学官民連携センター）
16 サッカー天皇杯１回戦 高知県代表ＶＳ岡山県代表
（5/26（土）13:00～ 春野総合運動公園）
17 第 20 回高知県障害者スポーツ大会
（5/27（日）8:45～16:30 春野総合運動公園）
18 日本卓球リーグ高知大会
（5/29（火）～6/3（日）県民体育館）
19 特殊詐欺被害防止の街頭啓発キャンペーン
（5/30（水）10:10～10:50 高知大丸前）
20 第 155 回 高知県私立学校審議会
（開催日時場所未定）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
産業振興推進部

５月の主要な取り組み予定
１ 高知家新プロモーション動画公開
（3/12（月）～）
２ 株式会社ローソンによる県産素材を使用した商品の発売及び知事への報告
（5/7（月）10:45～11:00 第一応接室）
３ 平成 30 年度起業・創業促進市町村担当者会
（5/7（月）13:30～16:30 高知県自治会館）
４ 高知県・四国銀行包括協定協議会
（5/8（火）15:30～17:00 四国銀行本店）
５ ＨＡＣＣＰ研修
（5/10（木）
、5/11（金）10:00～17:00 中村地区建設協同組合会館（四万十市）
）
６ 移住交流会 高知家ホームパーティー
（5/13（日）12:00～16:00 PINEBROOKLYN 屋上フロア（大阪市）
、
5/19（土）12:30～16:00 LEAGUE 銀座 2F ラウンジ（東京）
）
７ 高知県産業振興計画シンポジウム
・幡多地域
（5/15（火）13:30～16:30
県立土佐西南大規模公園ふるさと総合センター（黒潮町）
）
・安芸地域
（5/21（月）13:30～16:30 安芸市総合社会福祉センター）
８ 第７回高知いいものうまいもの市
（5/15（火）～5/20（日）フジグラン高知朝倉店）
９ 高知就職・転職フェア
（5/26（土）12:00～16:30 ＡＰ西新宿（東京）
、
5/27（日）12:00～16:30 ＡＰ大阪梅田茶屋町（大阪市）
）
10 高知県産品商談会（５月）
（5/29（火）10:30～16:30 ザ クラウンパレス新阪急高知）
11 THAIFEX2018
（5/29（火）～6/2（土）タイ・バンコク）
12 移住に関する市町村との情報交換会
（５月下旬 場所調整中）

7/26

各部局等の主要な取り組み
部局名
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）

５月の主要な取り組み予定
１ 商人塾短期集中セミナーin 幡多 選考面接
（5/8（火）～5/10（木）四万十市防災センター）
２ 土佐ＭＢＡ個別相談会
（5/11（金）～5/13（日）9:00～17:00 ココプラ）
３ 平成 30 年度四国４県連携産業人材育成事業協議会第２回会議
（5/16（水）13:30～15:00 香川県庁）
４ シーズ・研究内容紹介①
高知大学：
「海洋性微細藻の可能性を探る
～有用微細藻と有毒微細藻の研究～」
（5/16（水）18:30～20:00 ココプラ）
５ 第２回コーディネーター会議
（5/17（木）15:30～17:00 ココプラ）
６ 経営者トーク①
本山印刷（株）取締役 / paper message 代表 本山 珠里氏
（5/18（金）18:30～20:00 ココプラ）
７ 土佐ＭＢＡ 本科 経営戦略コース 入門講座「経営戦略入門」
（5/25（金）13:30～15:30、18:30～20:30 ココプラ）
８ シーズ・研究内容紹介②
高知工科大学：
「人を動かすにはどうしたらよいか」
（5/30（水）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
産業振興推進部
（名古屋事務所）

５月の主要な取り組み予定
１ 高知フェア
（5/19（土）
、5/20（日）予定 ファミリーストアさとう（岐阜県）
）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
産業振興推進部
（地産外商公社）

５月の主要な取り組み予定
１ 高知フェア
（3/20（火）～5/8（火）源平、マルヤス水軍 34 店舗（大阪市）
）
（4/2（月）～6/30（土）月の雫、金の蔵ほか 76 店舗（東京）
）
（4/16（月）～5/31（木）サンルートプラザ東京）
（5/5（土・祝）
、5/6（日）アルク２店舗（山口県）
）
（5/11（金）～5/17（木）大寿（東京）
）
（5/16（水）～5/21（月）イトーヨーカドー八尾店（大阪府）
）
（5/23（水）～5/29（火）イトーヨーカドーららぽーと横浜）
２ 四国フェア
（3/23（金）～5/31（木）東京ベイ舞浜クラブリゾート）
３ 土佐・四万十フェア～ディナービュッフェ～
（4/1（日）～5/18（金）東京ベイ舞浜ホテル）
４ 高知魚介フェア
（4/9（月）～5/31（木）ビストログラッソ（東京）
）
５ 「第 12 回銀座柳まつり」よさこい踊り披露
（まるごと高知オフィシャルチーム他５チーム参加）
（5/5（土・祝）14:00～16:00 西銀座通り）
６ サントリーお得意様向け高知県食材マッチング商談会
（5/8（火）11:00～17:00 大阪マーチャンダイズ・マート）
７ 「旬菜紀行」高知
（5/14（月）～7/16（月・祝）ダイナック（東京）
）
８ 第９回関西居酒屋産業展
（5/15（火）～5/17（木）10:00～17:00（最終日 16:00 まで）インテックス大阪）
９（仮名）薩長土肥フェア
（5/17（木）～6/17（日）チムニー（東京）
）
10 まるごと高知フェア
（5/19（土）～5/26（土）misty（東京）
）
11 まるごと高知メディア関係者連携「逸品コーナー」設置
（５月：カツオ）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
産業振興推進部
（大阪事務所）

５月の主要な取り組み予定
１ サントリーお得意様向け高知県食材マッチング商談会
（5/8（火）11:00～17:00 大阪マーチャンダイズ・マート）
２ 尼崎高知系県人会第 55 回総会
（5/12（土）11:00～ ふるさと交流会館（兵庫県）
）
３ 高知家ホームパーティ in 大阪
（5/13（日）12:00～16:00 PINE BROOKLYN（大阪市）
）
４ 第９回関西居酒屋産業展
（5/15（火）～5/17（木）10:00～17:00（最終日 16:00 まで）インテックス大阪）
５ 東大阪高知県人会第 52 回総会
（5/20（日）12:00～15:30 ユトリート東大阪）
６ 第 10 回にほんのお酒
（5/24（木）
、5/25（金）16:00～22:00 ラグザ大阪）
７ ざこばの朝市
（5/27（日）8:00～14:00 大阪市中央卸売市場前）
８ 四国×酒国 酒蔵ワンダーランド On 大阪 2018
（5/27（日）
（１部）11:30～14:00（２部）15:30～18:00
西梅田スクエア（大阪市）
）
９ 高知就職・転職フェア
（5/27（日）12:00～16:30 ＡＰ大阪梅田茶屋町）
10 大阪商品説明会（ＪＲ四国主催）
（5/30（水）16:00～19:25 ホテルグランヴィア大阪）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
中山間振興・交通
部

５月の主要な取り組み予定
１ 第 1 回高知龍馬空港・航空ネットワーク成長戦略検討会議
（5/8（火）13:00～15:00 高知会館「平安」
）
２ 愛鳥週間ポスター展
（5/10（木）～5/15（火）9:00～17:00
わんぱーくこうちアニマルランド展示学習室）
３ 津野町白石地区の集落活動センター開所
（5/20（日）13:00～13:40 旧白石小学校（津野町）
）
４ 第２回嶺北地域公共交通協議会
（5/25（金） 本山町プラチナセンター）
５ 平成 30 年度第１回中山間総合対策本部会議
（5/28（月）10:00～12:00 第二応接室）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
商工労働部

５月の主要な取り組み予定
１ 平成 30 年度第１回「高知県防災関連製品認定制度」の公募開始
（5/7（月）～6/1（金） 工業振興課）
２ 高知大学・高知県共催 地域連携講座「IT・コンテンツアカデミー ～企業
から学ぶ先端ビジネス～」
（5/11（金）
、5/18（金）
、5/25（金）13:10～14:40 高知大学）
３ 高知県鉱業会総会後の懇談会
（5/11（金）17:30～ 高知パレスホテル）
４ ルネサス高知工場雇用対策連絡会議
（5/11（金）10:00～12:00 高知労働局）
５ ジョブカフェこうち就活サポートセミナー
（5/12（土）13:30～16:30 香南市「のいちふれあいセンター」
）
（5/13（日）13:30～16:30 四万十市「ＪＡ高知はた」
）
６ 事業戦略普及啓発セミナー
（5/14（月）13:15～16:15 ザ クラウンパレス新阪急高知）
７ 高知県防災関連製品市場調査委託業務プロポーザル審査会
（5/15（火）13:30～17:10 県民文化ホール会議室）
８ 高知県技術者協会定期総会・懇親会
（5/15（火）17:00～ 高知会館）
９ 高知県中小企業青年中央会総会後の懇親会
（5/17（木）18:30～ ホテル日航高知旭ロイヤル）
10 全国商工会議所専務理事・事務局長会議交流懇親会
（5/17（木）18:00～19:30 三翠園）
11 地方創生貢献店舗表彰・懇親会
（5/18（金）18:00～ 城西館）
12 IT・コンテンツビジネス起業研究会 第１回情報交換会
（5/18（金）13:10～15:40 高知大学）
13 コミュニティリーダーズサミット in 高知
（5/19（土）13:00～20:00 株式会社 SHIFT PLUS セミナールーム、
5/20（日） 9:00～15:00 県内施設等視察）
14 高知海洋深層水企業クラブ総会・懇親会
（5/22（火）14:45～ 高知県工業技術センター）
15 高知県印刷工業組合総会後の懇親会
（5/23（水）18:00～ 城西館）
16 高知県砕石工業組合通常総会後の懇親会
（5/23（水）18:00～ オリエントホテル高知）
17 海洋深層水利用学会定期総会・記念講演会
（5/24（木）13:30～17:30 東京海洋大学）
18 高知県製紙工業会通常総会後の懇親会
（5/25（金）18:00～ 城西館）
19 平成 30 年度 第１回・高知県 IoT 推進ラボ運営委員会
（5/25（金）13:15-14:45 高知会館）
→次項へ続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
商工労働部
（続き）

５月の主要な取り組み予定
20 第 12 回 高知県 IoT 推進ラボ研究会セミナー
（5/25（金）15:00-17:00 高知会館）
21 IT・コンテンツアカデミー開講式・交流会
（5/26（土）13:00～15:00 開講式、15:30～17:00 交流会 高知県立大学）
22 溶接技術コンクール
（5/26（土）9:15～ 高知高等技術学校）
23 アプリ開発人材育成講座＜アドバンスコース＞開催
（5/27（日）時間調整中 産学官民連携センター）
24 地域防災フェスティバル（防災関連製品の PR 出展）
（5/27（日）10:00～15:00 高知新港）
25 高知県コンクリート製品工業組合通常総会後の懇親会
（5/29（火）18:00～ 三翠園）
26 高知県・高知市商店街振興組合連合会通常総会後の懇親会
（5/29（火）18:00～ 高知商工会館）
27 高知県工業会通常総会後の懇親会
（5/30（水）18:15～ 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
観光振興部

５月の主要な取り組み予定
１ 志国高知幕末維新博特別巡回展「幕末維新写真展」
（4/28（土）～6/24（日）高知市立自由民権記念館）
２ 足摺海洋館ＧＷイベント
（4/28（土）～5/6（日） 足摺海洋館（土佐清水市）
）
３ ゴールデンウィーク期間中の渋滞対策
（4/28（土）～ 5/5（土）
）
・中心市街地：高知城歴史博物館交差点で、警備員による誘導、高知市中心部
駐車場マップ配布
・桂浜：競馬場から桂浜駐車場間の無料シャトルバス運行（高知市運行分含む）
４ 臨時観光案内所設置
（4/28（土）～ 5/6（日）高知城）
（4/28（土）～ 5/5（土）南国ＳＡ（下り）
）
（5/3（木）
、5/4（金）豊浜ＳＡ（下り）
）
５ 高知龍馬空港歓迎出迎業務
（5/3（木）
、5/4（金）高知龍馬空港）
６ 外国客船寄港（高知市中心市街地）
・
「ダイヤモンドプリンセス」
（5/7（月）8:00 入港～18:00 出港、乗客定員：2,706 名、総ﾄﾝ数：115,906t）
※外国客船の寄港 暦年 14 回目、年度 10 回目
・
「MSC スプレンディダ」
（5/13（日）13:00 入港～22:00 出港、乗客定員：3,274 名、総ﾄﾝ数：137,936t）
※外国客船の寄港 暦年 15 回目、年度 11 回目
・
「ダイヤモンドプリンセス」
（5/21（月）8:00 入港～18:00 出港、乗客定員：2,706 名、総ﾄﾝ数：115,906t）
※外国客船の寄港 暦年 16 回目、年度 12 回目
７ 竜串海洋観光クラスター推進協議会
（5/9（水）15:00～17:00 レスト竜串（土佐清水市）
）
８ 高知県インバウンド推進連絡会
（5/14（月）13:30～14:30 三翠園）
９ 志国高知幕末維新博推進協議会
・受入部会（5/15（火）10:00～12:00 高知城ホール）
・誘致・広報部会（5/15（火）13:30～15:30 高知城ホール）
10 龍河洞活性化協議会
（5/16（水）17:30～19:30 逆川公民館（香美市）
）
11 高知県観光ガイド連絡協議会総会
（5/16（水）13:30～16:30 サンピア高知）
12 高知県観光説明会
（5/17（木）15:00～20:00 ソラリア西鉄ホテル（福岡市）
）
（5/29（火）15:00～20:00 名古屋東急ホテル（名古屋市）
）
13 土佐観光ガイドボランティア協会総会
（5/22（火）13:00～15:00 高知会館）
14 JR 四国商品説明会
（5/30（水）16:00～19:25 ホテルグランヴィア大阪（大阪府）
）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
観光コンベンショ
ン協会

５月の主要な取り組み予定
１ 龍馬パスポートファン感謝イベント
（3/24（土）～5/6（日）こうち旅広場）
２ 「PETAL Design 展 ～ジャイアントペーパーフラワーアート～」
（4/21（土）～5/31（木）こうち旅広場）
３ ＧＷ臨時観光案内所設置
・高知城公園（4/28（土）～5/6（日）9:00～16:30）
・南国ＳＡ（4/28（土）～5/5（土）7:00～13:00）
・豊浜ＳＡ（5/3（木）
、5/4（金）8:00～11:00（予定）
）
４ ゴールデンウィークスペシャルイベント
・土佐おもてなし海援隊お楽しみステージ
（5/3（木）
、5/4（金）こうち旅広場）
・カツオの藁焼き体験・試食
（5/3（木）
、5/4（金）こうち旅広場）
・ふわふわカーニバル＆バルーンアートプレゼント
（5/3（木）～5/5（土）こうち旅広場）
５ 全国龍馬会明治維新 150 年記念東京大会 第６回実行委員会
（5/11（金）東京都フクラシア品川）
６ 旅行会社個別セールス
（5/17（木）午前 福岡市内）
（5/18（金）終日 福岡、熊本市内）
（5/23（水）終日 新潟市内）
（5/24（木）終日 東京都内）
（5/29（火）午前 名古屋市内）
（5/30（水）午前 静岡市内）
（5/31（木）終日 大阪市内）
７ 高知県観光説明会
・福岡（5/17（木）15：00～20：00 ソラリア西鉄ホテル）
・名古屋（5/29（火）15：00～20：00 名古屋東急ホテル）
８ 第４回全国大学女子硬式野球選手権 高知大会
（5/19（土）
、5/20（日）安芸市営球場）
９ サッカー天皇杯１回戦 高知県代表ＶＳ岡山県代表
（5/26（土）13:00～ 春野総合運動公園）
10 高知県産業振興土木委員会出先機関等調査
（5/28（月）16:00～16:50 第二委員会室）
11 タイ旅行誌「チェックツアー」取材アテンド
（5/29（火）～5/31（木）高知市他）
12 日本卓球リーグ高知大会
（5/29（火）～6/3（日）高知県民体育館）
13 ＪＲ四国観光説明会
大阪（5/30（水）午後 ホテルグランビア大阪）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
農業振興部

５月の主要な取り組み予定
１ 獣医師修学資金貸与事業募集
（4/1（日）～5/15（火）
）
２ 高知県果樹研究協議会通常総会
（5/2（水）14:30～ 高知県園芸連）
３ 高知工科大、情報研究機構との現地ニーズ調査
（5/2（水）13:30～17:00 芸西村（集出荷場、ナスほ場）
、香南市（メロンほ場）
）
４ 第５回新食肉センターワーキンググループ作業部会
（5/2（水）16:00～18:00 こうち企業支援センター）
５ 新茶まつり
（5/5（土）10:00～16:00 中央公園北口）
６ すもも生産現地検討会
（5/8（火）13:30～ ＪＡ高知市本所、管内現地）
７ 「まるごと高知県３日間！」～高知競馬×ＴＣＫ～
（5/8（火）～5/10（木）14:10～21:00 大井競馬場）
８ 獣医科大学就職説明会
（5/9（水）13:00～16:00 帯広畜産大学）
（5/10（木）13:00～16:00 北海道大学）
（5/10（木）13:00～17:00 日本大学）
（5/11（金）10:20～16:20 酪農学園大学）
（5/11（金）14:00～17:30 北里大学）
（5/17（木）15:00～16:30 岩手大学）
（5/21（月）13:00～16:15 鳥取大学）
（5/25（金）15:00～18:00 日本獣医生命科学大学）
９ 平成 30 年度第１回畜産後継者育成推進検討会
（5/10（木）13:30～15:30 土佐合同庁舎）
10 高知大学希望創発セミナー
（5/12（土）13:00～20:00 南国スタイル次世代型ハウス、高知城ホール）
11 第９回関西居酒屋産業展
（5/15（火）～5/17（木）10:00～17:00 インテックス大阪）
12 新需要マーケティング協議会総会
（5/25（金）14:00～16:00 高知県園芸連）
13 こうちアグリスクール高知会場
（5/26（土）10:00～17:00、5/27（日）9:30～15:00 農業担い手育成センター）
14 四国×酒国 酒蔵ワンダーランド On 大阪 2018
（5/27（日）11:30～14:00、15:30～18:00 西梅田スクエア）
15 平成 30 年度高知県産品商談会
（5/29（火）10:30～17:00 ザ クラウンパレス新阪急高知）
16 トヨタ方式の｢カイゼン｣手法を活用したモデル経営体へのコンサルティング
（5/30（水）13:30～16:00 モデル経営体①（春野町）施設トマト）
（5/31（木）9:00～11:30 モデル経営体②（土佐市）施設ピーマン）
（5/31（木）14:00～16:30 モデル経営体③（安田町）施設赤ピーマン）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
林業振興・環境部

５月の主要な取り組み予定
１ クールビズ四国 開始（四国４県連携事業）
（5/1（火）～10/31（水）
）
２ 高知県地球温暖化防止県民会議総会
（5/7（月）13:00～16:30 高知共済会館「桜」
）
３ はるのガーデン完成見学会
（5/9（水）10:00～ 高知市）
４ 協働の森づくり事業協定締結式（
（株）オンワード）
（5/16（水）11:45～12:00 第一応接室）
５ うみがめ保護活動情報交換会
（5/16（水）ちより街テラス）
６ 高知県素材生産業協同組合連合会 通常総会
（5/17（木）16:00～ 高知会館）
７ 地球環境フェア 2018
（5/19（土）
、5/20（日）東京都足立区役所）
８ 株式会社山西 土佐材展
（5/19（土）
、5/20（日）名古屋市）
９ 平成 30 年度ゆめプロジェクト 65 さん総会・木づかいフォーラム
（5/20（日）13:00～ はるのの湯）
10 ナゴヤ辻文 土佐材展
（5/20（日）名古屋市）
11 特用林産推進チーム会
（5/22（火） 西庁３Ｆ会議室）
12（一社）高知県森林土木協会通常総会
（5/23（水）16:00～ 高知商工会館）
13 森林整備公社理事会
（5/29（火）10:00～12:00 県森連会議室）
14 公益社団法人高知県森と緑の会通常総会
（5/29（火）14:00～16:00 ぢばさんセンター）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
水産振興部

５月の主要な取り組み予定
１ 第１回水産物産地買受人連絡協議会
（5/8（火）13:00～17:00 高知市中央卸売市場）
２ 高知県広域水産業再生委員会
（5/8（火）13:30～ 水産会館）
３ 高知県河川魚族保護会（通常総会）
（5/9（水）15:00～17:00 高知共済会館）
４ 高知カツオ県民会議
・情報発信分科会
（5/11（金）12:00～ 市内）
・幹事会
（5/11（金）14:00～ 市内）
５ 平成 30 年度ロケット打上げに関する事前協議会
（5/15（火）15:30～ 水産会館）
６ 食育事業
（5/15（火）9:00～14:00 中土佐町立大野見小）
（5/22（火）9:00～14:00 馬路村立馬路小）
（5/31（木）9:00～14:00 津野町立中央小）
７ 水産加工施設起工式
（5/16（水）14:00～ 宿毛市）
８ 平成 30 年度四国小型船舶連絡協議会
（5/18（金）13:30～17:00 県庁西庁舎）
９ 第１回高知県養殖魚輸出促進協議会
（5/18（金）15:00～17:00 すくも湾漁業協同組合）
10 大阪市場関係者とのネットワークを活用した量販店等での水産物フェアの開
催
（5/27（日）ざこばの朝市（大阪府）
）
11 THAIFEX2018 への出展
（5/29（火）～6/2（土）タイ（バンコク）
）
12 第４回高知県１漁協の将来像を考える委員会
（5/30（水）13:00～ 高知共済会館）
13 第９回土佐のおさかなまつり事前説明会
（5/30（水）14:00～16:00 高知市中央卸売市場）
14 第７回高知県内水面漁場管理委員会
（日時・場所未定）
15 クロマグロの数量管理について説明会
（日時・場所未定）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
土木部

５月の主要な取り組み予定
１ のいち動物公園ＧＷイベント
（4/29（日・祝）～5/6（日）高知県立のいち動物公園）
２ 外国客船高知新港寄港
・
「ダイヤモンド・プリンセス」
（5/7（月）8:00 入港～18:00 出港）
・
「ＭＳＣスプレンディダ」
（5/13（日）13:00 入港～22:00 出港）
・
「ダイヤモンド・プリンセス」
（5/21（月）8:00 入港～18:00 出港）
３ 物部川・仁淀川総合水防演習
（5/13（日）9:30～12:00 南国市物部地先）
４ 道路整備促進期成同盟会高知県協議会総会及び大会
（5/14（月）13:30～17:00 城西館）
５ 全国道路利用者会議第 70 回定時総会
（5/16（水）13:30～ 砂防会館別館）
６ 道路整備促進期成同盟会全国協議会第 39 回通常総会及び命と暮らしを守る道
づくり全国大会
（5/17（木）13:40～ 砂防会館別館）
７ 高知県市町村道整備促進協議会通常総会
（5/22（火）13:00～ 高知共済会館）
８ 全国治水砂防協会通常総会
（5/25（金）11:00～ 砂防会館別館）
９ 日本客船「にっぽん丸」あしずり港寄港
（5/25（金）12:00 入港～17:00 出港）
10 高知県水防協議会
（5/25（金）13:30～ 高知城ホール）
11 第１回高知県社会資本整備推進本部会議
（5/28（月）15:15～17:15 第二応接室）
12 全国高速道路建設協議会第 54 回大会
（5/29（火）12:00～ 砂防会館別館）
13 日本客船「にっぽん丸」高知新港寄港
（5/30（水）10:00 入港～18:00 出港）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
会計管理局

５月の主要な取り組み予定
１ 補佐・次長研修
（5/7（月）15:00～16:00 正庁ホール）
２ 財務会計システム操作研修
（5/8（火）～5/11（金）9:00～12:00・13:00～16:00 職員能力開発センター）
３ 主幹研修（基礎）
（5/17（木）15:15～16:15 正庁ホール）
４ 主査研修（基礎）
（5/28（月）15:15～16:15 正庁ホール）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
公営企業局

５月の主要な取り組み予定
１ 県立病院職員（助産師、看護師、薬剤師、診療放射線技師、理学療法士、医
療ソーシャルワーカー）採用選考試験募集
（4/9（月）～5/28（月）
）
２ 職場安全衛生委員会
（5/10（木）9:30～ 総合制御所）
３ 第１回物部川ダム連絡会
（5/11（金）10:00～11:00 吉野発電所待機宿舎会議室）
４ 第 82 回がんの勉強会
（5/11（金）18:00～ 幡多けんみん病院）
５ 物部川放流予報連絡会総会
（5/21（月）10:00～11:00 香南市役所）
６ 公営電気事業経営者会議定期総会
（5/21（月）15:00～ KKR ホテル東京）
７ 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）
８ 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
教育委員会

５月の主要な取り組み予定
１ 平成 31 年度現職教員等特別選考受付期間
（5/7(月)～5/25(金)）
２ 平成 30 年度県立学校人権教育主任連絡協議会
（5/8(火)10:00～17:00 いの町総合保健福祉センター）
３ 平成 30 年度高知県小学校生徒指導担当者会
・東部教育事務所管内、土長南国地区、土佐市、須崎市、高知市対象
（5/8(火)13:30～17:00 サンピアセリーズ）
・吾川地区、日高村、佐川町、越知町、津野町、梼原町、中土佐町、四万十町、
日高村佐川町学校組合、西部教育事務所管内
（5/18(金)13:30～17:00 すこやかセンター伊野）
４ 平成 30 年度アウトリーチ型 SC・教育支援センター連絡会
（5/9(水)10：30～11：45 教育センター分館）
５ 高知県国公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会総会・理事会
（5/9（水）14：30～高知大学教育学部附属幼稚園）
６ 第２回いじめ問題調査委員会
（5/9(水)17：30～20：30 教育センター分館第 11 研修室）
７ 平成 30 年度高等学校及び特別支援学校体育主任・体育担当者研修会
（5/10（木）9:30～12:10 県立ふくし交流プラザ）
８ 平成 30 年度スクールソーシャルワーカー活用事業初任者研修
（5/10（木）13:00～17:00 高知県立大学共用棟 220 教室）
９ 第５回図書館振興計画策定委員会
（5/10（木）14：00～16：00 教育委員室）
10 内閣府地方分権改革有識者会議第 71 回提案募集検討専門部会（放課後児
童健全育成事業関係）
（5/11（金）9：40～10：55 中央合同庁舎 4 号館）
11 平成 30 年度高知県小中学校長会総会並びに研修会
（5/11(金) 10:40～17:00 高知会館）
12 平成 30 年度中学校体育主任研修会
（5/14（月）9:30～16:30 県立ふくし交流プラザ）
13 平成 30 年度 高知県市町村人権教育・啓発担当者連絡協議会
・東部地区
（5/14（月）13:15～17:00 田野町ふれあいセンター）
・中部・高知市地区（5/21（月）13:15～17:00 県立高知青少年の家）
・西部地区
（5/24（木）13:15～17:00 四万十市立中央公民館）
14 第２回教育委員会協議会
（5/14（月）18:00～20:00 共済会館）
15 平成 30 年度学校における働き方改革に関する管理職マネジメント研修
・小・中・義務教育・特別支援学校長対象（東部地区・中部地区・高知市）
（5/15(火)14:00～16:40 県民文化ホール）
・県立学校長対象
（5/16(水)10:00～12:00 県民文化ホール）
・小・中学校長対象（西部地区）
（5/17(木)9:30～11:45 大方ふるさと総合センター）
→次項へ続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
教育委員会
（続き）

５月の主要な取り組み予定
16 「高知家の親の育ちを応援する学習プログラム」を活用した講座
（5/17（木）10：00～11：30 黒潮町地域子育て支援センター）
17 平成 30 年度 中国・四国人権教育主管課長会議
（5/17（木）13:30～17:00、5/18（金）9:00～12:00 高知共済会館）
18 第３回教育委員会協議会
（5/18（金）18:00～20:00 共済会館）
19 第 71 回高知県高等学校体育大会
（5/19（土）～5/21（月）春野陸上競技場ほか）
20 平成 30 年度小学校体育主任研修会
（5/21（月）14:00～16:45 東部教育事務所管内 安田町文化センター）
（5/22（火）14:00～16:45 西部教育事務所管内 四万十市中央公民館）
21 平成 30 年度高知県立高等学校、特別支援学校生徒指導主事会
（5/24(木)10:00～16:45 高知県立ふくし交流プラザ）
22 平成 30 年度高知県小中学校教頭会総会・研修会
（5/25(金)10:00～17:00 高知会館）
23 平成 30 年度 小中学校人権教育主任連絡協議会
・中部教育事務所管内（土長・南国・吾川地区）
（5/25（金）10:00～16:45 高知県立高知青少年の家）
・中部教育事務所管内（高岡地区）
（5/31（木）10:00～16:45 須崎市立市民文化会館）
24 生涯学習課・女性教育研修会、高知県連合婦人会定期総会
（5/25(金)13:30～15:55 県庁正庁ホール）
25 平成 30 年度ＰＴＡ・教育行政研修会（安芸地区）
（5/26（土）13:30～16:50 安田町文化センター）
26 若者はばたけプログラム活用研修会指導者ステップアップ講座Ⅰ
（5/29（火）10:30～16:00 県立ふくし交流プラザ）
27 平成 30 年度高知県中学校生徒指導主事会
（5/29(火)10:00～17:00 高知県立福祉交流プラザ）
28 平成 30 年度 体育・保健体育指導力向上研修（西部ブロック）
（5/30(水)10:30～6/1(金)15:30 県民文化ホールほか）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
警察本部

５月の主要な取り組み予定
１ 自転車安全利用促進月間
（5/1（火）～5/31（木）
）
２ 自転車マナーアップキャンペーン街頭啓発パレード
（5/1（火）16:20～（予定） 帯屋町アーケード）
３ 平成 30 年度物部川・仁淀川総合水防演習
（5/13（日）9:00～12:00 物部川河川敷）
４ 第 56 回南海トラフ地震対策推進本部会議
（5/24（木）9:00～12:00 県庁第二応接室）
５ 明治 150 年記念パレードフェスティバル薩長土肥警察音楽隊合同演奏会
（5/26（土）10:30～17:00 鹿児島市）
６ 平成 30 年度高知県総合防災訓練
（5/27（日）11:30～15:00 高知新港ほか）
７ 公益社団法人高知県防犯協会総会
（5/31（木）13:30～15:30 高知会館）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
産業振興センター

５月の主要な取り組み予定
１ 高知県議会商工農林水産委員会 出先機関等調査
（5/8（火）11:30～12:00 ぢばさんセンター）
２ 平成 30 年度 事業戦略普及啓発セミナー
（5/14（月）13:15～16:15 クラウンパレス新阪急高知）
３ Ｗeb マーケティングのための基礎セミナー
（5/15（火）13:00～16:00 ぢばさんセンター）
４ 産業振興センター会計監査人監査
（5/16（水）～5/18（金） ぢばさんセンター）
５ 四国ビジネスマッチング第１回担当者会
（5/16（水）ＰＭ ）
６【見本市】中部ライフガードＴＥＣ2018
（5/17（木）、5/18（金） ポートメッセなごや）
７ 東京営業本部 平成 30 年度 第１回ミニ展示商談会（防災・建築関係）
（5/18（金）10:00～16:00 世界貿易センタービル）
８【見本市】2018ＮＥＷ環境展
（5/22（火）～5/25（金） 東京ビッグサイト）
９ 商談会・発注企業開拓セミナー
（5/23（水）13:30～16:30 ぢばさんセンター）
10 第７回ものづくり総合技術展プロポーザル審査会
（5/23（水）ＰＭ ぢばさんセンター）
11【見本市】第 28 回西日本食品産業創造展‘18
（5/23（水）～5/25（金） マリンメッセ福岡）
12 こうち産業振興基金等事業審査会
（5/28（月）終日 ぢばさんセンター）
13 第２回 事業戦略支援会議
（5/29（火）13:30～ ぢばさんセンター）
14【見本市】インテリアライフスタイル 2018
（5/30（水）～6/1（金） 東京ビッグサイト）
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