
各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

総務部 １ 「高知県職員子育てサポートプラン」に基づく座談会
（6/1（金）10:00～12:00 本庁舎３階共有会議室

13:30～15:30 本庁舎３階共有会議室）
２ 選挙出前授業
（6/1 （金）10:50～11:40 嶺北高校
6/4 （月） 8:55～ 9:45 須崎工業高校
6/21（木）13:30～15:20 須崎工業高校
6/22（金）20:00～20:40 高知商業高校
6/29（金）13:35～14:25 佐川高校）
３ 「第16回公共建築賞・優秀賞」表彰式
（6/1（金）11:00～13:00 ホテルパールガーデン（高松市））
４ 平成30年度高知県職員倫理審査会
（6/4（月）10:00～11:30 本庁舎４階会議室）
５ 平成30年度毎月勤労統計調査に係るブロック別事務打合せ会議
（6/4（月）13:30～17:00 共済会館３階「藤」）
（6/5（火） 9:00～12:00 共済会館３階「藤」）
６ 四国知事会議
（6/5（火）12:20～13:35 視察 JR四国観光列車「四国まんなか千年ものがたり」

14:00～15:30 知事会議 徳島県三好市「大歩危峡まんなか」）
７ 高知県職員（獣医師・薬剤師・研究職（農業））採用選考考査
（6/10（日）9:00～17:00 高知会場：職員能力開発センター

東京会場：都道府県会館）
８ 第６回行政不服審査会
（6/11（月）13:30～15:30 高知会館）
９ 「公文書管理と個人情報保護」研修会
（6/12（火）9:30～11:30 正庁ホール）
10 平成30年度 第２回税外未収金対策研修会
（6/12（火）13:30～15:30 正庁ホール）
11 平成30年度 メンタルヘルスチーフ等研修会
「チーフ等のためのメンタルヘルスマネジメント講座」
講師：株式会社 健康企業 代表取締役 亀田 高志

（6/13（水）14：00～16：30 正庁ホール）
（6/14（木） 9：00～11：30 正庁ホール）
12 平成30年度公益法人への立入検査実施に係る説明会
（6/19（火）9:00～11:30 正庁ホール）
13 第２回高知県の公文書管理のあり方に関する検討委員会
（6/19（火）9:30～11:30 高知会館）

【参考】
○６月議会日程
・記者発表（6/15（金））
・開会（6/22（金））
・一般質問（6/27（水）～6/29（金））
・常任委員会（7/2（月）～7/4（水））
・閉会（7/6（金））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

東京事務所 １ 土佐中・高校同窓会関東支部平成30年度総会・大懇親会
（6/2（土） 東海大学校友会館）
２ 土佐史談会関東支部幹事会
（6/3（日） 高知県東京事務所）
３ ＣＬＴ地方創生議員連盟 勉強会
（6/6（水） 参議院議員会館）
４ 日本ＣＬＴ協会総会・懇親会
（6/6（水） 都市センターホテル）
５ 一木会（関東高知県人会幹事会）
（6/7（木） 高知県東京事務所）
６ 東京黒潮会総会
（6/9（土） 浪漫亭）
７ 神奈川大学 地方就職＆インターシップ相談会
（6/11（月） 神奈川大学横浜キャンパス）
８ 東京四万十会
（6/16（土） 大樽）
９ 第17回首都圏で頑張る高知県企業交流会
（6/18（月） 浪漫亭）
10 関東高知県人交流会
（6/23（土） 喜山倶楽部）
11 高知暮らしフェア
（6/24（日） 東京交通会館）
12 関東安芸の会
（6/30（土） 浜松町東京會舘）
13 国の主要な施策（骨太方針、成長戦略、まち・ひと・しごと創生基本方針等）
に関する情報収集
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

危機管理部 １ 副部長による市町村長との意見交換会
（6/1（金）11:00～12:00 東洋町、
6/5（火）10:00～11:00 四万十町、
6/12（火）11:00～12:00 馬路村）

２ 平成30年度自衛隊四国地区募集会議

（6/1（金）13:00～16:45 アンジェブラン）

３ 平成30年度地域衛星通信ネットワーク担当課長会議

（6/1（金）13:30～16:45 都道府県会館）

４ 平成30年度高知県町村消防団連絡協議会春季総会

（6/1（金）14:00～ かんぽの宿伊野）

５ 平成30年度伊方発電所原子力防災広域連携推進会議

（6/4（月）15:00～17:00 愛媛県庁）
６ 平成30年度東日本ブロック防災行政無線担当者会議
（6/7（木）13:30～16:30 青森県）
７ 南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ＷＧ
（6/11（月）15:00～17:00 内閣府）
８ ライフライン復旧対策協議会 第２回協議会
（6/14（木）13:30～15:30 高知会館）
９ 平成30年度第１回高知空港緊急計画連絡協議会
（6/14（木）14:00～15:00 南国市消防本部）
10 津波避難とくらしに関するワークショップ（第３回）
（6/14（木）調整中 黒潮町）
（6/15（金）調整中 黒潮町）
（6/23（土）調整中 室戸市）

11 平成30年度第３回地域本部連絡会議

（6/15（金）10:00～12:00 防災作戦室）

12 四国南海トラフ地震対策戦略会議
（6/20（水）14:00～16:00 高松サンポート合同庁舎）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

健康政策部 １ 第１回日本一の健康長寿県構想推進会議
（6/1（金）9:00～11:30 第二応接室）
２ 市町村献血担当者ブロック会議・献血推進員研修会
・須崎地区
（6/1（金）14:00～16:00 須崎第二総合庁舎）
・中央東地区
（6/5（火）14:00～16:00 中央東福祉保健所）
・幡多地区
（6/8（金）13:30～15:30 幡多総合庁舎）
・安芸地区
（6/13（水）13:30～15:30 安芸総合庁舎）

３ 地域医療構想調整会議（仁淀川部会）

（6/4（月）18:30～20:30 すこやかセンター伊野）
４ 高知家健康づくり支援薬局等事業説明会
（6/4（月）19:00～21:00 安芸福祉保健所）

（6/5（火）19:00～21:00 中央西福祉保健所）

（6/18（月）19:00～21:00 中央東福祉保健所）

（6/19（火）19:00～21:00 須崎福祉保健所）

（6/20（水）19:00～21:00 幡多福祉保健所）

（6/24（日）13:00～15:00 高新文化ホール）

５ 平成30年度第１回中国・四国地区准看護師試験調整会議

（6/5（火）13:00～16:00 岡山県庁）

６ 救急医療用ヘリコプター相互応援に係る基本協定調印式

（6/5（火）15:45～ 峡谷の湯宿大歩危峡まんなか）

７ 都道府県自治医科大学主管課長会議

（6/7（木）10:00～12:00 自治医科大学）

８ 第１回高知県医薬連携及びセルフメディケーション推進協議会

（6/7（木）19:00～21:00 県庁地下第３・第４会議室）

９ 医療従事者搬送計画に係る説明会（福祉保健所、地域本部）

（6/8（金）14:00～15:00 防災作戦室）

10 平成30年度第１回高知県臨床研修連絡協議会

（6/11（月）19:00～ 高知大学医学部）

11 平成30年度第１回高知県行政栄養士人材育成検討会

（6/12（火） 9:30～11:30 県民文化ホール）
12 平成30年度公益財団法人ひかり協会事業行政協力懇談会
（6/13（水）10:00～12:00 高知県職員能力開発センター）
13 第78回一般社団法人高知県食品衛生協会総会・表彰式
（6/13（水）14:10～16:40 高知サンライズホテル）

14 高知DMATロジスティック研修

（6/17（日）10:00～16:30 高知医療センター）
15 県庁献血
（6/19（火）9:30～16:30 県庁正面玄関）

→次頁へ続く
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部局名 ６月の主要な取り組み予定

健康政策部
（続き）

16 第51回高知県健康づくり婦人会連合会「いきいき健康パレード」

（6/19（火）14:25～15:00 県庁玄関前～中央公園）
17 高知県食と栄養の会総会・研修会
（6/19（火）15:00～17:30 高知城ホール）

18 平成30年度職場の健康づくり応援研修会

（6/20（水）13:30～15:30 安芸総合庁舎）

19 平成30年度高知県後発医薬品安心使用促進協議会

（6/21（木）18:30～20:30 共済会館）

20 平成30年度第１回高知県食育連携推進協議会

（6/22（金）14:00～16:00 県民文化ホール）

21 6・26薬物乱用防止ヤング街頭キャンペーン

（6/23（土）13:30～15:00 県庁玄関前→帯屋町アーケード→中央公園）

22 休日・譲渡見学会

（6/24（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）

23 第55回ビューティーグランプリ2018
（6/25（月）11:00～ 県民文化ホール・オレンジホール）

24 医師を対象とした災害医療研修

（6/27（水）18:00～19:30 高知大学医学部）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

地域福祉部 １ 平成30年度第１回日本一の健康長寿県構想推進会議
（6/1（金）9:00～11:30 第二応接室）
２ 子どもの居場所開設準備講座・ボランティア養成講座
（6/2（土）13:00～17:00 ふくし交流プラザ）
（6/13（水）13:00～17:00 のいちふれあいセンター）
（6/15（金）13:00～17:00 四万十市立中央公民館）
３ 平成30年度第１回高知県子どもの環境づくり推進委員会
（6/3（日）13:00～15:00 第二応接室）
４ 「高知県における地域の見守り活動に関する協定」締結式
（東京海上日動火災保険㈱、高知県損害保険代理業協会、明治安田生命保険相
互会社、高知県民生委員児童委員協議会連合会、高知県との五者協定）
（6/4（月）11:40～12:00 第一応接室）
５ 平成30年度自殺対策関係機関連絡調整会議及び合同研修会
（6/4（月）13:30～16:30 こうち男女共同参画センター「ソーレ」）
６ 平成30年度高知県福祉・介護就労環境改善推進事業基本セミナー
「高知家ノーリフティングケア宣言！！」

（6/5（火）13:30～16:50、18:00～21:00 県民文化ホール）
７ 平成30年度第１回介護支援専門員研修等向上委員会
（6/5（火）18:30～20:30 第二応接室）
８ 平成30年度あったかふれあいセンター職員コーディネーター研修
（6/6（水）10:00～16:00 ふくし交流プラザ）
９ 平成30年度市町村災害救助法・災害時要配慮者担当者事務説明会
（6/7（木）10:00～12:00 高知城ホール）
10 平成30年度ひきこもり支援者連絡会議
（6/8（金）13:30～16:00 高知会館）
11 地域包括支援センター職員初級研修
（6/12（火）13:30～16:30 ふくし交流プラザ）
12 平成30年度第１回圏域別権利擁護担当者意見交換会・事例検討会
・安芸ブロック
（6/12（火）9:30～16:00 安芸福祉保健所）
・幡多ブロック
（6/19（火）9:30～16:00 黒潮町役場）
・須崎ブロック
（6/22（金）9:30～16:00 須崎市総合保健福祉センター）
・中央東ブロック
（6/26（火）9:30～16:00 中央東福祉保健所）
・中央西ブロック
（6/28（木）9:30～16:00 佐川町健康福祉センターかわせみ）
13 介護事業所認証評価制度第１回認証式
（6/14（木）13:00～13:30 第二応接室）
14 平成30年度あったかふれあいセンター職員スタッフ研修
・中央部
（6/18（月）10:00～16:30 ふくし交流プラザ）
・西部
（6/21（木）10:00～16:30 四万十市立中央公民館）

→次頁へ続く
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地域福祉部
（続き）

15 平成30年度療育福祉センター発達支援連絡協議会
（6/18（月）13:30～16:00 ふくし交流プラザ）
16 「高知県における地域の見守り活動に関する協定」締結式
（日本生命保険相互会社、高知県民生委員児童委員協議会連合会、高知県との
三者協定）
（6/20（水）11:40～12:00 第一応接室）
17 子どもの居場所づくりネットワーク会議
（6/25（月） 時間・会場調整中）
18 介護事業所認証評価事業スタートアップセミナー
（6/25（月）～6/27（水） 時間・会場調整中（東部・中部・西部））
19 第17回高知ふくし機器展バリアフリーフェスティバル2018
（6/29（金）13:30～17:00、6/30（土）10:00～17:00 ふくし交流プラザ）
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部局名 ６月の主要な取り組み予定

文化生活

スポーツ部

１ 市町村スポーツ担当者会

（6/1（金）14:00～16:00 教育センター分館）
２ ＧＲＥＡＴ ＥＡＲＴＨ第１回高知仁淀ブルーライド135km
（6/3（日）6:00～ いの町波川公園）

３ 産業人材定着支援事業面接試験

（6/3（日）9:00～17:00 永国寺キャンパス）
４ 安徽省観光交流団高知県訪問
（6/4（月）9:20～13:30 県民文化ホール第７・８多目的室ほか）
５ 中南米親善協会総会
（6/4（月）11:00～13:00 ＪＡ高知ビル）

６ 第１回まんが王国・土佐情報発信拠点整備基本構想検討委員会

（6/4（月）～6/15（金）で調整中 場所未定）
７ 暴走族対策担当者会
（6/5（火）14:00～15:30 職員能力開発センター201号）
８ まんが王国・土佐推進協議会 平成30年度第１回事業推進部会
（6/5（火）18:30～20:30 本庁舎地下第３・４会議室）

９ 全国レクリエーション大会in高知（種目別全国交流大会）

第３回参加団体会議

（6/6（水）14:00～16:00 県民体育館）
10 四万十町訪問（ファミリーサポートセンター）
（6/6（水）15:00～ 四万十町役場）
11 中四国ブロック旅券事務担当者会（高知県：幹事県）
（6/7（木）13:30～ 共済会館４階）
12（公益）高知県人権啓発センター 平成30年度定時評議員会
（6/8（金）10:00～12:00 人権啓発センター４階視聴覚室）

13 平成30年度第１回高知県スポーツ振興県民会議

（6/14（木）10:00～12:00 高新文化ホール）
14 駐日韓国大使館 来庁
（6/14（木）15:00 部長室）
15 高知県交通安全母の会連合会通常総会
（6/15（金）13:30～15:30 高知会館）

16 まんが甲子園応募校数発表

（6/15（金）14:00～15:00 副部長室）

17 トキワ荘フォーラム

（6/16（土）東京）
18 国際理解セミナー(中南米にみるもう一つの高知)
（6/18（月）14:00～16：00 高知城歴史博物館ホール）
19 2018 ＦＩＦＡワールドカップロシアパブリックビューイング＠高知城
（6/19（火）ライブ19:30 キックオフ21:00 高知城追手門広場）
20 公益財団法人 高知県文化財団評議員会
（6/20（水）10:00～12:00 美術館）
21 知事表敬（ＪＩＣＡ出発・帰国隊員）
（6/20（水）15:45～16:00 未定）

→次項へ続く
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部局名 ６月の主要な取り組み予定

文化生活

スポーツ部
（続き）

22 ＫＩＡ（国際交流協会）第１回評議員会
（6/21（木）13:30～15:00 サンライズホテル）
23 第29回四国ブロック隣保館女性職員研修会
（6/21（木）、6/22（金）アスティとくしま 徳島県立産業観光交流センター）

24 まんが甲子園予選審査会

（6/22（金）9:45～16:00 正庁ホール）

25 公立大学法人経営審議会

（6/22（金）14:00～17:00 永国寺キャンパス）

26 ふれあい支援事業審査会

（6/25（月）13:30～ 人権啓発センター４階視聴覚室）

27 漫画家大会議開催運営業務委託プロポーザル審査会

（6/26（火）職員能力開発センター202号）
28 副部長表敬（韓国大学生）
（6/29（金）13:00～14:30 高知城歴史博物館ホール）
29 文化人材育成プログラム・アートビジネス講座①
（6/29（金）14:00～16:00 ココプラ）
30 交通安全子供自転車高知県大会

（6/30（土）9:00～15:00 教育センター分館体育館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

産業振興推進部 １ THAIFEX2018
（5/29（火）～6/2（土）タイ・バンコク）
２ (一社)高知県移住促進・人材確保センター理事会
（6/1（金）10:00～11:30 高知共済会館）
３ 高知県産業振興計画シンポジウム
・嶺北地域

（6/1（金）13:30～16:30 本山町プラチナセンター）
・高知市地域
（6/4（月）13:30～16:30 高知城ホール）
４ 移住セミナー「いなかを語ろう『イナカタリア』」
（6/2（土）13:00～15:30 あべのハルカス貸会議室25階Ｄ）
５ 食のプラットホーム第１回セミナー＆交流会
（6/2（土）15:00～19:30 ちより街テラス）
６ 広島高知県人会総会
（6/2（土）17:00～ メルパルク広島）
７ 移住体験ツアー「高知家くらべるツアー」
（6/2（土）、6/3（日）高知市、仁淀川町、越知町）
８ 一般衛生管理研修（実践編）
（6/6（水）10:00～17:00 ちより街テラス）
９ 米国NAF社レストランショー（サクラメント）事前相談会
（6/7（木）、6/8（金）高知市内）
10 北海道高知県人会連合会懇親会
（6/8（金）18:30～ ホテルポールスター札幌）
11 高知県・高知銀行包括協定協議会
（6/11（月）15:30～17:00 第二応接室）
12 食品加工事業者事業戦略セミナー
（6/12（火）13:30～16:30 ちより街テラス）
13 移住促進アドバイザー会議
（6/13（水）午後 高知共済会館（予定））
14 第２回産業振興推進本部会議
（6/18（月）、6/19（火）9:00～15:00 第二応接室）
15 (一社)高知県移住促進・人材確保センター社員総会
（6/20（水）13:30～15:30 高知県自治会館）
16 愛媛高知県人会総会
（6/22（金）18:30～21:00 松山全日空ホテル）
17 中国成都イトーヨーカドー日本フェア
（6/23（土）～7/1（日）中国・成都）
18 Ｕターン・Ｉターン相談会「高知暮らしフェア」
（6/24（日）11:00～17:00 東京交通会館12階 ダイヤモンドホール、
6/30（土）11:00～17:00 ABC-MART梅田ビル8階 ＡＰ大阪梅田茶屋町）
19 産業振興計画広報番組

（6/24（日）16:30～17:25、（再放送）6/30（土）16:00～16:55 高知放送）

20 四国４県事業 中国・ベトナムバイヤー招聘商談会
（6/25（月）、6/26（火）高松市（予定））
21 高知県貿易協会総会及び貿易記念日事業
（6/26（火）14:30～ 三翠園）
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部局名 ６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
○経営戦略コース
・「基礎講座①」
（6/1（金）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ）
・「基礎講座②」
（6/8（金）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ）
・「基礎講座③④」
（6/15（金）13:00～16:20、6/16（土）11:00～15:00 ココプラ）
・「基礎講座⑤⑥」
（6/24（日）13:00～16:20、6/25（月）13:00～16:20 ココプラ）
○会計コース
・「入門講座」
（6/6（水）13:30～15:30、6/9（土）13:30～15:30 ココプラ）
・「基礎講座①」
（6/13（水）15:00～16:30、6/16（土）13:30～15:00 ココプラ）
・「基礎講座②」
（6/23（土）13:30～15:00、6/27（水）13:30～15:00 ココプラ）
・「基礎講座③」
（6/23（土）15:20～16:50、6/27（水）15:20～16:50 ココプラ）
○マーケティング・商品開発コース
・「入門講座」
（6/7（木）13:30～15:30、18:30～20:30 ココプラ）
・「基礎講座①」
（6/14（木）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ）
・「基礎講座②」
（6/28（木）13:30～15:00、6/30（土）13:30～15:00 ココプラ）
・「基礎講座③」
（6/28（木）15:20～16:50、6/30（土）15:20～16:50 ココプラ）
○商人塾短期集中セミナー in 幡多
（6/28（木）～6/30（土）幡多総合庁舎）
２ シーズ・研究内容紹介③
高知県工業技術センター：「RoHS2試験対応で県内企業の海外展開を支援す

る」、「感性評価機器を用いたおいしさの数値化」、
「３Ｄプリンタでのあなたのアイデアを形に」

（6/6（水）18:30～20:00 ココプラ）
３ ビジネストレンドセミナー①「オープンイノベーション」
講師：リンカーズ株式会社 代表取締役 前田 佳宏氏

（6/13（水）15:00～17:00 ココプラ）
４ 社内起業家育成トップセミナー
講師：慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授 小杉 俊哉氏

（6/15（金）14:00～16:00 ココプラ）
５ こうちスタートアップパーク
・スタートサロン②
（6/16（土）13:00～17:00 永国寺キャンパス地域連携棟）

→次頁へ続く
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部局名 ６月の主要な取り組み予定

産学官民連携セン
ター（続き）
（こうちスタート
アップパークを含
む）

６ シーズ・研究内容紹介④
高知県立大学：「全国市区の行政比較調査データを用いた政策分析：高知県内

の市と県外の市の比較を中心に」
（6/20（水）18:30～20:00 ココプラ）
７ 第３回コーディネーター会議
（6/21（木）15:30～17:00 ココプラ）
８ 経営者トーク②
講師：有限会社スタジオオカムラ 代表取締役 小林 正美氏
（6/22（金）18:30～20:00 ココプラ）
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部局名 ６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
（6/15（金）スーパーラック（静岡県））
（6/16（土）スーパーカネハチ（静岡県））
（6/17（日）サンゼン（静岡県））
２ 大丸松坂屋 夏の催事タイアップ高知県観光ＰＲ
（6/16（土）、6/17（日）大丸松坂屋名古屋店）
３ 四国・淡路物産展inセントレア
（6/29（金）～7/9（月）中部国際空港セントレア（愛知県））
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部局名 ６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 高知フェア
（4/2（月）～6/30（土）三光マーケティングフーズグループ

（月の雫、金の蔵ほか76店舗）（東京））
（6/15（金）スーパーラック（静岡県））
（6/16（土）スーパーカネハチ（静岡県））
（6/17（日）サンゼン（静岡県））
２ 幕末維新博連携企画「やっぱり龍馬が好き!」
（4/28（土）～6/30（土）まるごと高知）
３ 「旬菜紀行」高知
（5/15（火）～7/16（月・祝）ダイナック（東京））
４ 薩長土肥のうまいもん大集合！
（5/17（木）～6/17（日）チムニー（東京））
５ 地産外商公社第22回理事会
（6/6（水）13:00～ 高知サンライズホテル）
６ 四国フェア
（6/9（土）ファミリーストアさとう（岐阜県））
７ 高知家プロモーションローンチ（記者発表、プロモーションビデオ・その
他制作物発表）
（6/13（水）東京・日比谷）
８ サザビーリーグ商談（相談）会
（6/14（木）高知ぢばさんセンター）
９ 三井食品フードショー
（6/20（水）、6/21（木）パシフィコ横浜（神奈川県））
10 薩長土肥フェア
（6/20（水）～6/25（月）イトーヨーカドー武蔵小杉（神奈川県））
11 まるごと高知商談会・相談会
（6/21（木）高知市）
（6/22（金）四万十市）
12 地産外商公社第９回評議員会
（6/25（月）13：00～ 高知会館）
13 国分中部展示商談会
（6/27（水）名古屋東急ホテル）
14 国分展示商談会
（6/27（水）～6/28（木）池袋サンシャインシティ）
15 ご当地アンテナショップまつり
（6/27（水）～7/8（日）静岡伊勢丹）
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部局名 ６月の主要な取り組み予定

産業振興推進部
（大阪事務所）

１ 高知県四万十町フェア（仮）
（6/1（金）～6/16（土）11:00～22:00 阪急梅田駅２階中央改札内）
２ 阪神の四国味めぐり
（6/6（水）～6/12（火）阪神百貨店梅田本店）
３「Ｕ・Ｉターン就職相談会」
・京都産業大学
（6/7（木）、6/8（金）、6/11（月）18:30～20:00）
・武庫川女子大学（兵庫県）
（6/18（月）、6/19（火）12:00～17:00）
・甲南大学（兵庫県）
（6/25（月）15:30～18:00）

４ 四国FLOOR
（6/11（月）～7/1（日）グランフロント大阪）
５ 神戸高知県人土陽会第88回「米寿記念総会」
（6/17（日）12:00～15:00 ラッセホール（兵庫県））
６ e-ＪＡＦ STATION ASHIYA 高知フェア
（6/22（金）～7/2（月）e-ＪＡＦ STATION ASHIYA（兵庫県））
７ 高知暮らしフェア2018
（6/30（土）11:00～17:00 ＡＰ大阪梅田茶屋町）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

中山間振興・交通
部

１ 狩猟免許更新講習
（6/1（金）13:00～ 高知ぢばさんセンター）
（6/4（月）13:00～ 安芸市民会館）
（6/6（水）13:00～ 須崎市立市民文化会館）
（6/8（金）13:00～ 香南市香我美市民館）
（6/12（火）13:00～ 宿毛市立中央公民館）
（6/13（水）13:00～ 四万十市立中央公民館）
（6/15（金）13:00～ 田野町ふれあいセンター）
（6/19（火）13:00～ 越知町民会館）
（6/22（金）13:00～ 室戸市保健福祉センターやすらぎ）
（6/26（火）13:00～ 高知市春野文化ホールピアステージ）
（6/28（木）13:00～ 本山町プラチナセンター）
（6/29（金）13:00～ 四万十町農村環境改善センター）
２ 土佐くろしお鉄道 中村・宿毛線運営協議会幹事会
（6/5（火）14:00～17:00 四万十市役所）
３ 平成30年度第１回中山間対策関係部局等会議
（6/6（水）15:00～17:00 第二応接室）
４ 高知県東部広域地域公共交通協議会第１回総会
（6/8（金）10:40～12:00 安芸市役所）
５ 鳥獣被害対策地域リーダー育成研修（初級）
（6/12（火）10:00～16:00 農業担い手育成センター（四万十町））
（6/13（水）10:00～16:00 サンピアセリーズ）
６ 集落活動センター連絡協議会第５回総会・推進シンポジウム
（6/19（火）11:00～19:00 三翠園）
７ 高知県予土線利用促進対策協議会総会

（6/26（火）10:00～ 四万十町役場）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

商工労働部 １ 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～」

（6/1（金）、6/8（金）、6/15（金）、6/22（金）、6/29（金）
13:10～14:40 高知大学）

２ ジョブカフェこうち就活サポートセミナー

（6/2（土）13:30～16:30 須崎市「須崎市立市民文化会館」）

（6/3（日）13:30～16:30 高知市「高知会館」）

３ アプリ開発人材育成講座＜ベーシックコース：プログラミング出前講座＞
（6/2（土）14:00～17:00 県立山田高校）
（6/4（月）10:50～15:45 北陵中学校）
（6/6（水）10:50～12:40 伊野商業高校）
（6/7（木） 9:50～11:40 伊野商業高校）

４ アプリ開発人材育成講座

＜アドバンスコース：ITリーダー（大学生等）育成講座、１日体験会＞

（6/3（日）、6/10（日）、6/17（日）9:00～17:00 産学官民連携センター）

５ タイEntech Pollutec Asia2018（環境機器展示会）出展＆工業省等訪問

（6/4（月）～11（月）※展示会は6/6～6/9 バンコク国際貿易センター）

６ ＡＮＥＸ展示会（不織布）

（6/6（水）・6/7（木）10:00～18:00 東京ビッグサイト）

（6/8（金）10:00～17:00 東京ビッグサイト）

７ ハローワーク職員等の事務系立地企業見学会

（6/8（金） 13:05～16:20 高知市内事務系立地企業4社見学訪問）

（6/15（金）13:15～17:10 高知市内事務系立地企業4社見学訪問）

８ 知的財産戦略セミナー×技術者養成講座～IoT時代に必須！ソフトウェア

使用ライセンスの基礎知識～（GPLライセンス契約の考え方と解説）

（6/12（火）13:30～15:30 工業技術センター）

９ H30年度第一回防災関連産業交流会

（6/13（水）14:00～20:00 高知会館）

10 事務系立地企業会社説明会

・アニコム損害保険

（6/14（木）10:00～11:00 ハローワーク高知）

（6/17（日）10:00～11:00 アニコム損害保険高知オフィス）

・セントメディア

（6/25（月）10:00～17:00 ハローワーク高知）

11 経営指導員支援事例発表大会

（6/15（金）13:00～16:10 土佐御苑）

→次項へ続く

17/32



部局名 ６月の主要な取り組み予定

商工労働部
（続き）

12 文化財保存修復学会高知大会

・公開シンポジウム

（6/15（金）13:00～16:45 高知県立高知城歴史博物館）

・大会（研究発表）

（6/16（土）9:00～18:00 高知文化プラザかるぽーと）

（6/17（日）9:00～16:00 高知文化プラザかるぽーと）

・懇親会

（6/16（土）18:40～20:40 高知サンライズホテル）

13 ジョブカフェこうち「高校生のための業界・業種理解セミナー」

（6/16（土）13:30～16:00 高知市「高知城ホール」）

（6/16（土）13:30～16:00 四万十市「四万十市社会福祉センター」）

14 平成30年度高知県産学官連携産業創出研究推進事業・事業化支援事業

第二次審査委員会

（6/19（火）9:00～17:00（予定）高知県立大学・高知工科大学 永国寺キャ

ンパス）

15 ジョブカフェこうち「新社会人のためのスタートダッシュセミナー」

（6/20（水）13:20～16:40 四万十市「四万十市社会福祉センター」）

（6/26（火）13:20～16:40 香南市「のいちふれあいセンター」）

（6/27（水）13:20～16:40 高知市「高知会館」）

16 業界研究セミナー＆BBQでおきゃく就活

（6/22（金）17:00～20:00 大阪「中之島LOVECENTRAL」）

（6/23（土）17:00～20:00 東京「ザ キャンティーン」）

17 ヤフー株式会社「HACK KiDS Caravan in 高知」

（6/23（土）10:00～17:00 ちより街テラス（高知市））

（6/24（日）10:00～17:00 ちより街テラス（高知市））

18 中小企業へ繋ぐ若者応援人材育成事業「第１回従業員のキャリアアップセ

ミナー」

（6/27（水）13:30～16:30 ちより街テラス（高知市））

19 中国・四国職業能力開発協会ブロック会議

（6/27（水）14:00～17:00 オリエントホテル高知）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６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 日台観光サミットin台湾

（5/31（木）～6/2（土） 台中）

３ 高知県観光コンベンション協会第２回理事会

（6/4（月）15:30～17:00 高知サンライズホテル）

４ 中国安徽省観光代表団との会談

（6/4（月）県民文化ホール）

５ 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」

（6/4（月）7:00入港～17:00出港、乗客定員：2,706名、総ﾄﾝ数：115,906t）

※外国客船の寄港 暦年17回目、年度13回目

・「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」

（6/7（木）7:00入港～16:00出港、乗客定員：4,180名、総ﾄﾝ数：168,666t）

※外国客船の寄港 暦年18回目、年度14回目

・「コスタ・ネオロマンチカ」

（6/8（金）7:00入港～16:00出港、乗客定員：1,572名、総ﾄﾝ数：56,769t）

※外国客船の寄港 暦年19回目、年度15回目

・「コスタ・セレーナ」

（6/9（土）10:00入港～17:00出港、乗客定員：3,000名、総ﾄﾝ数：114,147t）

※外国客船の寄港 暦年20回目、年度16回目

・「コスタ・ネオロマンチカ」

（6/18（月）9:00入港～14:00出港、乗客定員：1,572名、総ﾄﾝ数：56,769t）

※外国客船の寄港 暦年21回目、年度17回目

・「マジェスティック・プリンセス」

（6/25（月）12:00入港～22:00出港、乗客定員：3,560名、総ﾄﾝ数：143,700t）

※外国客船の寄港 暦年22回目、年度18回目

６ 第１回土佐の豊穣祭推進会議

（6/7（木）10:00～12:00 高知共済会館）

７ 第27回YOSAKOIソーラン祭り訪問

（6/10（日） 札幌市）

８ 外国客船受入協議会市街地受入部会

（6/14（木）13:30～15:00 協同組合帯屋町筋事務所）

９ 第３回 四国八十八景実行委員会

（6/14（木）14:30～16:00 高松サンポート合同庁舎）

→次項へ続く
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部局名 ６月の主要な取り組み予定

観光振興部
（続き）

10 第１回「土佐の観光創生塾」

・応用編

（中央：6/14（木）13:00～17:00 高知県立牧野植物園（高知市））

（東部：6/15（金）13:00～17:00 田野町ふれあいセンター（田野町））

（西部：6/19（火）13:00～17:00

土佐西南大規模公園ふるさと総合センター（黒潮町））

・基礎編

（6/20（水）17:30～19:00 高知城ホール（高知市））

11 大川村・高知県連絡会議

（6/15（金）14:00～16:00 高知市）

12 北川村温泉「ゆずの宿」落成式

（6/16（土）11:00～ 北川村温泉「ゆずの宿」（北川村））

13 第30回全国龍馬ファンの集い第6回部会長会

（6/16（土）14:00～17:00 龍馬の宿 南水）

14 教育旅行関西セールス

（6/18（月）、6/19（火） 関西地域）

15 物部川DMO協議会通常総会

（6/20（水）16:00～）

16 高知県観光コンベンション協会第1回評議員会

（6/20（水）10:00～12:00 高知サンライズホテル）

17 中国広州JAPANフェアへ出展

（6/21（木）～6/24（日）中国）

18 日本の観光・物産博へ出展

（6/22（金）～6/24（日）台湾）

19 高知県観光説明会

（6/27（水）15:00～19:50 ＡＮＡクラウンプラザ（広島県）、

6/28（木）15:00～19:50 アークホテル（岡山県））

20 VJアウトドアＰＲ事業香港メディア招請

（6/27（水）～6/29（金）越知町、仁淀川町、中土佐町、四万十市、大月町）

21 高知県東部観光協議会総会

（6/29（金）14:00～16:00 安芸総合庁舎（安芸市））

20/32



各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

観光コンベンショ
ン協会

１ 「PETAL Design展 ～ジャイアントペーパーフラワーアート～」
（4/21（土）～6/30（土）＜延長＞こうち旅広場）
２ GREAT EARTH第１回高知仁淀ブルーライド135km
（6/3（日）6:00～ いの町波川公園）

３ 高知県観光コンベンション協会第２回理事会

（6/4（月）15:30～17:00 高知サンライズホテル）

４ 安徽省観光代表団意見交換会
（6/4（月） 県民文化ホール）
５ 台湾（台中喜歓）旅行団体ＣＬＴ建築視察対応
（6/5（火） 高知市内織田歯科）

６ 第１回土佐の豊穣祭推進会議

（6/7（木）10:00～12:00 高知共済会館）

７ 夜のお城まつり開催委託業務に係るプロポーザル審査会
（6/7（木）午後で調整中 高知共済会館）
８ 旅行会社個別セールス
（6/14（木） 大阪市内（パーソナル系旅行会社））
９ サッカーＷ杯ロシア大会 高知城パブリックビューイング
（6/19（火）18:30～ 高知城追手門特設会場）

10 高知県観光コンベンション協会第1回評議員会

（6/20（水）10:00～12:00 高知サンライズホテル）

11 中国広州JAPANフェア、個別セールス
（6/20（水）～6/27（水） 中国広州）
12 日本コングレスコンベンションビューロー（ＪＣＣＢ）通常総会
（6/25（月）15:30～18:30 京王プラザホテル）
13 高知県観光説明会
・広島（6/27（水）15:00～20:00 ＡＮＡクラウンプラザホテル広島）
・岡山（6/28（木）14:00～19:00 アークホテル岡山）
14 ＭＩＣＥ個別セールス
（日程調整中）
・東京都内（高知県ゆかりの企業ターゲットにて調整中）
・広島市内（協働の森ターゲットにて調整中）
・岡山市内（ 〃 ）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６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追加募集
（5/24（木）～7/13（金））
２ 第１回農業技術センター企画会議
（6/1（金）14:00～16:30 農業技術センター）
３ 平成30年度ヒューマンライフ土佐通常総会
（6/4（月）15:00～17:00 ＪＡコスモス越知支所）
４ 高知県農業共済組合本所竣工式典及び落成祝賀会
・竣工式典
（6/6（水）15:00～ いの町枝川）
・落成祝賀会
（6/6（水）18:00～ ザ クラウンパレス新阪急高知）
５ いいみょうがの日レシピコンテスト審査イベント
（6/8（金）11:00～14:00 大阪中央卸売市場）

６ 「Next次世代こうち新施設園芸システム」協議

（6/8（金）14:00～16:00、6/13（水）14:00～16:00、6/21（木）9:30～11:30、

6/25（月）9:30～11:30 高知大学地域連携推進センター）

７ 平成30年度農業大学校第１回オープンキャンパス

（6/10（日）9:00～12:00 農業大学校）

８ 平成30年度はちきん農業大学始業式

（6/11（月）14:30～17:00 ラ・ヴィータ）

９ 環境制御技術普及推進会議

（6/13（水）13:30～ 農業技術センター）
10 ＧＡＰ現地指導研修会
（6/14（木）14:00～17:00、6/15（金）9:00～12:00 農業担い手育成センター）
11 東京農業大学「農業インターンシップ（一）」出前講座
（6/14（木）16:20～19:00 東京農業大学厚木キャンパス）
12 幡多地区ＧＡＰ研修会
（6/15（金）13:30～16:00 ＪＡ高知はた本所）
13 こうちアグリ体験合宿
（6/15（金）13:30～6/17（日）14:00 農業担い手育成センター）

14 ミルクフェアー

（6/17（日）帯屋町パラソル前）
15 指導農業士連絡協議会総会
（6/20（水）13:00～17:00 高知城ホール）
16 平成30年度農業基礎講座
（6/21（木）9:00～15:30、6/28（木）9:00～15:30 農業担い手育成センター）
17 高知県農村女性リーダー認定委員会
（6/21（木）13:30～15:30 職員能力開発センター）
18 オランダレンティス校からの学生受入（学生6名、教員2名）
（6/22（金）～7/2（月）農業大学校）
19 高知暮らしフェア（こうち農に就くフェアを同時開催）

（6/24（日）11:00～17:00 東京交通会館）

（6/30（土）11:00～17:00 ＡＰ大阪梅田茶屋町）

→次頁へ続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

農業振興部
（続き）

20 高知県農業共済組合通常総代会
（6/28（木）13:30～ 高知県農業共済組合本所）
21 高知県農業協同組合中央会及び高知県信用・厚生農業協同組合連合会等通常
総会

（6/29（金）14:00～ ＪＡ高知ビル）
22 高知県青年農業士認定委員会
（6/29（金）職員能力開発センター）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

林業振興・環境部 １ 嶺北森林管理署新庁舎起工式
（6/1（金）10:30～11:30 嶺北森林管理署）
２ 英国キュー王立植物園収蔵画とFlora Japonicaオープニングセレモニー
（6/2（土）9:10～9:30 牧野植物園）
３ 平成30年度第１回高知県新エネルギー導入促進協議会
（6/5（火）13:00～15:00 高知共済会館）
４ 第46回公害防止管理者等研修会
（6/7（木）13:30～16:00 ぢばさんセンター）
５ 森林組合長会
（6/7（木）15:00～17:00 三翆園）
６ 土佐材パートナー企業意見交換会及び消費地商談会
（6/7（木）香川県）
（6/14（木）京都（商談会のみ））
（6/15（金）大阪府）
７ 森林組合連合会総会
（6/8（金）9:30～12:00 三翆園）
８ 災害廃棄物処理対策に係る講演会
（6/8（金）13:30～16:25 高知共済会館）
９ 新たな森林経営管理制度等の市町村説明会
（6/12（火）13:00～17:00 高知会館）
10 高知県地球温暖化対策実行計画推進協議会（ＰＤＣＡ委員会）
（6/13（水）13:00～16:00 高知城ホール）
11 北川村温泉ゆずの宿落成式
（6/16（土）11:00～14:00 北川村温泉ゆずの宿）
12 高知県水源林造林協議会通常総会
（6/18（月）14:00～ 高知会館）
13 土佐材展示会
（6/20（水）千葉県）
14 四国電力（株）株主総会
（6/27（水）四国電力高松本店）
15 林道整備促進協議会
（6月下旬 各林業事務所）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

水産振興部 １ 高知県養殖魚輸出促進協議会「THAIFEX2018」出展

（5/29（火）～6/2（土）バンコク）

２ 水産物食育推進

（6/14（木）四万十町立田野々小学校）

３ カツオ県民会議

・情報発信分科会

（6/15（金）16:30～ 市内）

・消費・漁業分科会

（6/29（金）ＰＭ 市内）

４ 漁業就業支援フェア2018

（6/16（土）12:30～16:00 西鉄ホール（福岡市））

５ 高知海区漁業調整委員会

（6/20（水）14:00～15:00 オリエントホテル高知）

６ 「高知暮らしフェア2018」

（6/24（日）11:00～17:00 ダイヤモンドホール（千代田区））

（6/30（土）11:00～17:00 ＡＰ大阪梅田茶屋町（大阪市））

７ 宝石珊瑚国際フォーラム2018IN高知

（6/28（木）10:00～17:00 高知県立県民文化ホール）

８ 平成30年度日本の文化講座「土佐の海・鰹」第２回「魚を獲る－鰹漁の技」

（6/30（土）10:00～11:30 高知県立高知城歴史博物館）

９ 第３回佐賀魚市場整備検討協議会

（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 ６月の主要な取り組み予定

土木部 １ 高知県建設業協会定時総会（表彰式・懇親会）
（6/1（金）16:40～ ザクラウンパレス新阪急高知）
２ 住宅耐震化促進に係る市町村長協議
（6/1（金）東洋町）
（6/5（火）四万十町）
３ 外国客船高知新港寄港
・「ダイヤモンド・プリンセス」
（6/4（月）7:00入港～17:00出港
・「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」
（6/7（木）7:00入港～16:00出港
・「コスタ・ネオロマンチカ」
（6/8（金）7:00入港～16:00出港
・「コスタ・セレーナ」
（6/9（土）10:00入港～17:00出港
・「コスタ・ネオロマンチカ」
（6/18（月）9:00入港～14:00出港
・「マジェスティック・プリンセス」
（6/25（月）12:00入港～22:00出港

４ 仁淀川改修期成同盟会通常総会
（6/4（月）15:00～ 日高村社会福祉センター）
５ 春季四国地方ブロック土木部長等会議
（6/8（金）15:00～17:00 高松市）
６ 横瀬川ダム事業費等監理委員会
（6/15（金）中筋川総合開発工事事務所）
７ 高知県建設事業調整会議
（6/19（火）16:15～17:15 県庁第２応接室）
８ 事業者向けコンプライアンス研修会
（6/25（月）田野町総合文化施設ふれあいセンター）
（6/26（火）高知県立県民文化センター）
９ 伊野南小学校こども防災キャンプ
（6/30（土）いの町八田）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

会計管理局 １ 現金出納検査（対面）

（6/4（月）13:00～ 北庁舎南監査室）

２ 会計検査

（6/8（金）森林技術センター）

（6/12（火）山田養護学校）

（6/14（木）佐川高等学校）

（6/19（火）須崎県税事務所）

（6/21（木）伊野商業高等学校）

（6/27（水）高知東警察署）

（6/29（金）中央東福祉保健所）

３ 新規採用職員研修（基礎③）

（6/15（金）、6/26（火）、6/28（木）13:00～14:00 職員能力開発センター）

４ 本庁各課の契約書・請書の確認

（６月～７月）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

公営企業局 １ 減水区間関係５地区との意見交換会
（6/6（水）18:30～ 香美市猪野々集会所）
２ 公営電気技術専門委員会
（6/7（木）14:00～ 公営電気事業経営者会議事務局）
３ 第83回がんの勉強会
（6/8（金）18:00～ 幡多けんみん病院）
４ 四国電力株式会社送配電カンパニーとの合同系統事故復旧訓練等
（6/11（月）13:30～ 高知系統制御所）
５ 県立病院職員採用試験

（6/16（土）、6/17（日）9:00～ 職員能力開発センター）

６ 第44回幡多ふれあい医療公開講座
（6/17（日）13:30～16:00 大月町農村環境改善センター）

７ 香南工水対策特別委員会

（6/21（木）15:00～ 香南市役所）

８ 再生可能エネルギーへの関心を深める出前事業（南国市立国府小学校）

（6/29（金）14:30～16:30 香北青少年の家）
９ 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）

10 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 ６月の主要な取り組み予定

教育委員会 １ 第１回社会教育主事等研修

（6/1（金）10:00～16:30 高知青少年の家）

２ 高知県小中学校ＰＴＡ連合会総会

（6/2（土）13:30～16:30 高知会館）
３ 高知県保育所保護者会連合会定期総会
（6/3（日）15:30～ 人権啓発センター）
４ 第66回 高知県定時制通信制高等学校体育大会
（6/3（日）9;00～ 高知大学グラウンドほか）
５ 平成30年度小学校体育主任研修会（中部教育事務所管内・高知市）
（6/4（月）14:00～16:45 県立ふくし交流プラザ）
６ 平成30年度 小中学校人権教育主任連絡協議会
・西部教育事務所管内
（6/5（火）10:00～16:45 宿毛市立宿毛文教センター）

・東部教育事務所管内

（6/8（金）10:00～16:45 田野町総合文化施設ふれあいセンター）

７ 「若者の学びなおしと自立支援事業」地区別連絡会

（土長南国地区）（6/6（水）13:30～16:00 県立青少年センター）

（安芸地区）（6/13（水）13:30～16:00 田野町ふれあいセンター）

（高吾１地区）（6/20（水）13:30～16:00 須崎市立市民文化会館）

（高吾２地区）（6/27（水）13:30～16:000 佐川町総合文化センター）

８ 高知県教育の日「志・とさ学びの日」推進県民協議会

（6/7（木）13:30～15:30 教育委員室）

９ 第44回全国高等学校総合文化祭高知県実行委員会設立会及び第1回実行委員会
（6/8（金）14:00～15:30 高知県民文化ホール グリーン）
10 第71回高知県高等学校体育大会（水泳競技）
（6/9（土）、6/10（日）くろしおアリーナほか）
11 『高知県高校生津波サミット』学習会
（6/10（日）13:00～16:30 高知県立大学永国寺キャンパス）

12 平成30年度高知県学校保健会理事会

（6/11（月）14:00～16:30 正庁ホール）

13 図書館振興計画策定委員会

（6/12（火）場所・時間未定）

14 高知県高等学校ＰＴＡ連合会高校生育成員制第１回連絡研修協議会

（高知地区）（6/14（木）14:00～17:00 高知会館）

（幡多地区）（6/22（金）13:30～17:00 ふるさと総合センター）

（高吾地区）（6/22（金）場所・時間未定）

15 県外人事交流派遣終了報告会

（6/15（金）15:00～17:00 教育委員室）

16 人権が尊重された学校づくり支援事業集合研修

（6/15（金）PM 教育センター分館）

→次項へ続く
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部局名 ６月の主要な取り組み予定

教育委員会
（続き）

17 県立塩見記念青少年プラザオープニングイベント

（6/17（日）10:00～12:00 県立塩見記念青少年プラザ）
18 第１回総合教育会議

（6/20（水）13:00～15:30 高知会館）

19 平成30年度栄養教諭・学校栄養職員資質向上研修会

（6/21（木）10:00～16:30 高知会館）

20 平成31年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査
（高知会場／筆記審査:全校種・教科）

（6/23（土）8:50～ 高知小津高校、高知工業高校）
（関西会場／筆記審査:小学校・中学校・小中養護・特別支援小学部）

（6/23（土）8:50～ 大阪大学）

21 高知県高等学校ＰＴＡ連合会定期総会

（6/30（土）13:00～17:00 高知会館）

22 平成30年度ＰＴＡ・教育行政研修会

香美・香南地区（6/30（土）13:15～16:50 県立青少年センター）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

警察本部 １ 安全・安心フェア2018
（６/２（土）、６/３（日）10:00～17:00 イオンモール高知）
２ 高知県交通安全母の会連合会総会
（６/15（金）13:30～15:30 高知会館）
３ 高知県安全運転管理者協議会連合会総会
（６/15（金）14:00～17:00 三翠園）
４ 四国南海トラフ地震対策戦略会議本会議
（６/20（水）14:00～16:00 高松サンポート合同庁舎）
５ 平成30年度高知県警察柔道及び剣道大会
（６/21（木）９:00～16:00 高知県立武道館）
６ 交通安全子供自転車高知県大会
（６/30（土）９:00～17:00 高知県教育センター分館体育館）

31/32



各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

産業振興センター １ よさこい祭り練習場貸出
（5/1（火）～8/8(水) ぢばさんセンター）
２ 【見本市】インテリアライフスタイル2018
（5/30（水）～6/1（金）10：00～ 東京ビッグサイト）
３ 決算に関する監事監査
（6/1（金）10：00～ ぢばさんセンター）
４ 会社の魅力を見せるホームページ改善セミナー
（6/6（水）10：00～16：30 ぢばさんセンター）
５ 【見本市】Entec Pollutec Asia
（6/6（水）～6/9（土）タイ バンコク BITEC）
６ 【見本市】防犯防災総合展inKANSAI2018
（6/7（木）、6/8（金） インテックス大阪）
７ 【見本市】FOOMA JAPAN
（6/12（火）～6/15（金） 東京ビッグサイト）
８ 産業振興センター理事会
（6/13（水）10：00～ ぢばさんセンター）
９ ビジネス情報発信のためのホームページ作成講座Ａ
（6/13（水）10：00～16：00 ポリテクカレッジ）
10 地域版事業戦略普及啓発セミナー（安芸地域）
（6/14（木）13：30～15：30 安芸商工会館）
11 こうち産業振興基金事業・こうち農商工連携基金事業評価委員会
（6/20（水）9：00～ ぢばさんセンター）
12 ビジネス情報発信のためのホームページ作成講座Ａ
（6/20（水）10：00～16：00 ポリテクカレッジ）
13 第２回ミニ展示商談会（防災関係）
（6/22（金）10：00～16：00 名古屋中日ビル）
14 第３回事業戦略支援会議
（6/26（火）13：30～ ぢばさんセンター）
15 ビジネス情報発信のためのホームページ作成講座Ｂ
（6/27（水）10：00～16：00 ポリテクカレッジ）
16 産業振興センター評議員会
（6/28（木）10：00～ ぢばさんセンター）
17 第３回ミニ展示商談会（防災・環境関係）
（6/29（金）10:00～16:00 世界貿易センタービル）
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