各部局等の主要な取り組み
部局名
総務部

９月の主要な取り組み予定
１ 平成 30 年度 高知県庁インターンシップ実習生の受入 計 120 名
（8/20(月)～9/7(金)）
２ 平成 30 年度 第２回債権管理推進部会
（9/3(月)13:30～15:30 高知県庁本庁舎４階会議室）
３ 全国知事会 第２回持続可能な社会保障制度の構築に向けた会議(予定)
（9/5(水)10:30～12:00 都道府県会館）
４ ９月補正予算知事査定
（9/5(水)、9/6(木)）
５ 第 73 回高知県安全衛生委員会
（9/7(金)9:00～10:00 高知県庁本庁舎４階会議室）
６ 平成 30 年度 第４回税外未収金対策研修会
（9/7(金)9:30～16:30 高知県人権啓発センター ホール６F）
７ 中四国サミット担当課長会議
（9/7(金)13:00～14:30 広島県庁）
８ 高知県職員（管理栄養士・看護師・理学療法士・薬剤師）採用選考考査
（9/9(日)9:00～17:00 職員能力開発センター）
９ 平成 30 年度 特定個人情報の取扱いに係る研修会
（9/10(月)10:00～11:45 正庁ホール）
10 第２回総合教育会議
（9/10(月)13:30～15:30 高知共済会館）
11 高知県職員社会人経験者採用試験 採用面接
（9/10(月)～9/14(金)）
12 第４回高知県の公文書管理のあり方に関する検討委員会
（9/12(水)9:30～11:30 オーテピア４階研修室）
13 平成 30 年度 統計グラフコンクール審査会
（9/13(木)13:00～16:30 正庁ホール）
14 交通事故防止講習会（西部ブロック）
（9/13(木)13:30～15:30 四万十市防災センター）
15 選挙出前授業
（9/14(金)13:20～14:10 盲学校）
16 ９月議会記者発表
（9/14(金)9:00～9:50 第一応接室）
17 平成 29 年度普通会計決算見込み
平成 29 年度決算健全化判断比率の状況公表
（9/14(金)）
18 中山間対策テレビ特別番組（テレビ高知）
「みんなで帰ろう集落活動センター ～中山間の元気は高知の元気に～」
（9/15(土)12:00～12:30 本放送）
（9/22(土)15:24～15:54 再放送）
19 情報セキュリティ推進部会
（9/18(火)13:30～15:00 厚生棟２階 会計管理課会議室）
20 高知県表彰審査会
（9/19(水)15:00～15:20 第二応接室）
21 公益認定等審議会
（9/20(木)13:30～ 本庁地下第５会議室）
→ 次項へ続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
総務部
（続き）

９月の主要な取り組み予定
22 日本遺産サミット in 高岡
（9/22(土)、9/23(日) 富山県高岡市）
23 南海トラフ地震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～」
（9/30(日)14:00～14:30 本放送）
（10/14(日)16:00～16:30 再放送）
【参考】
○９月議会日程（予定）
・開会（9/20(木)）
・一般質問（9/27(木)～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
東京事務所

９月の主要な取り組み予定
１ 高知はたらくフェア
（9/1（土）ふるさと回帰支援センター）
２ ＩＴ・コンテンツネットワーク大交流会
（9/1（土）(株)ＳＨＩＦＴ）
３ ハマこい 2018
（9/1（土）横浜市）
４ 品川区協定締結式
（9/7（金）品川区役所）
５ こうちフォレストスクール
（9/7（金）
、9/8（土）フクラシア東京ステーション）
６ 城南信用金庫「よい仕事おこしフェア」
（9/20（木）国際フォーラム）
７ ツーリズム EXPO JAPAN
（9/20（金）～23（日）東京ビッグサイト）
８ 三茶よいしょ祭り
（9/23（日）三軒茶屋）
９ 四国ブロック観光商談会
（9/27（木）第一ホテル東京）
10 品川宿場まつり
（9/29（土）
、9/30（日）品川・聖蹟公園）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
危機管理部

９月の主要な取り組み予定
１ 高知県シェイクアウト訓練
（9/3（月）10:00～ 県内一斉）
２ 平成 30 年度災害対策本部事務局等震災対策訓練
（9/3（月）13:00～17:15 正庁ホール、防災作戦室、３階共有会議室）
３ 第３回ライフライン復旧対策協議会
（9/7（金）13:30～15:00 高知共済会館）
４ 平成 30 年度香南市消防大会
（9/9（日）13:00～16:30 吉川漁港 西駐車場）
５ 南海トラフ地震対策推進本部会議
（9/11（火） 第二応接室 14:00～17:30）
６ 全国消防操法大会高知県出場選手知事訪問
（9/20（木）16:30～16:45 第二応接室）

4/34

各部局等の主要な取り組み
部局名
健康政策部

９月の主要な取り組み予定
１ 高知家健康パスポート取得促進イベント（中部）
（9/1（土）10:00～16:00 イオンモール高知）
２ 高知家健康パスポートマイスター認定式
（9/1（土）11:00～11:30 イオンモール高知）
３ 犬・猫の飼い方講習会、譲渡見学会
（9/2（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）
（9/27（木）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）
４ 平成 30 年度第１回高知県食の安全・安心推進審議会
（9/3（月）14:00～16:30 高知会館）
５ 獣医師職員確保インターンシップ事業
（9/3（月）～9/7（金）畜産試験場等）
６ 母子保健及び児童福祉の市町村合同ヒアリング
・四万十町
（9/5（水）9:30～10:30 須崎福祉保健所）
・大豊町、土佐町、南国市
（9/5（水）13:00～16:00 中央東福祉保健所）
・津野町、梼原町、須崎市、中土佐町
（9/10（月）9:00～14:30 須崎第２総合庁舎）
・四万十市、大月町、三原村、土佐清水市、宿毛市、黒潮町
（9/13（木）9:15～16:30 幡多福祉保健所）
７ 平成 30 年度医療安全管理研修会
（9/8（土）13:30～16:00 四万十市立文化センター）
（9/9（日）13:30～16:00 高知市文化プラザかるぽーと）
８ 高知家健康パスポート取得促進イベント（西部）
（9/8（土）
、9/9（日）9:00～15:00 須崎市（ご当地キャラまつり in 須崎）
）
９ ウィルス性肝炎啓発イベント
（9/9（日）9:00～15:00 須崎市（ご当地キャラまつり in 須崎）
）
10 平成 30 年度広域火葬対応についての研修会
（9/10（月）10:00～12:00 高知共済会館）
11 平成 30 年度特定保健指導従事者育成研修会（経験者編Ⅰ）
（9/11（火）10:00～16:10 高知市文化プラザかるぽーと）
12 献血功労者表彰式
（9/12（水）14:30～16:00 第二応接室）
13 平成 30 年度第２回高知県周産期医療災害ワーキング
（9/20（木）19:00～21:00 第二応接室）
14 なるほどなっとくがんを知る教室
（9/21（金）～9/23（日）10:00～18:00 イオンモール高知）

→ 次項へ続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
健康政策部
（続き）

９月の主要な取り組み予定
15 土佐の夢話想 2018
（9/23（日）13:00～20:00 鏡川みどりの広場）
16 災害医療コーディネート人材育成研修
（9/23（日）13:00～18:00、9/24（月）8:30～16:00
いの町総合保健福祉センター）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
地域福祉部

９月の主要な取り組み予定
１ 平成 30 年度第２回高知県子どもの環境づくり推進委員会
（9/2（日）13:00～15:00 第二応接室）
２ 平成 30 年度成年後見制度利用促進セミナー
（9/3（月）13:30～16:30 のいちふれあいセンター）
（9/5（水）13:30～16:30 須崎市立市民文化会館）
３ 高知県介護事業所認証評価制度支援セミナー
（9/4（火）
、9/12（水）10:00～16:30 高知青少年の家）
（9/18（火）10:00～16:30 こうち男女共同参画センター「ソーレ」
）
（9/27（木）13:30～16:45 ちより街テラス）
４ 平成 30 年度要介護認定調査員現任研修会
（9/4（火）13:30～16:30 佐川町健康福祉センターかわせみ）
（9/5（水）13:30～16:30 幡多総合庁舎）
（9/10（月）13:30～16:30 安芸市立総合社会福祉センター）
（9/19（水）13:30～16:30 ふくし交流プラザ）
５ 平成 30 年度第３回少子化対策推進本部会議
（9/4（火）16:00～18:00 第二応接室）
６ 母子保健及び児童福祉の合同ヒアリング
（9/5（水）9:30～10:30 須崎第２総合庁舎
13:00～16:00 中央東福祉保健所）
（9/10（月）9:00～14:00 須崎第２総合庁舎）
（9/13（木）9:15～16:30 幡多福祉保健所）
７ 平成 30 年度高知県中堅民生委員児童委員研修会
（9/5（水）10:00～15:30 四万十町役場）
８ 平成 30 年度高次脳機能障害者支援地域研修会
（9/5（水）18:30～21:00 いの町総合保健福祉センター）
（9/15（土）15:00～17:30 四万十市社会福祉センター）
（9/21（金）18:30～21:00 一陽病院）
９ 平成 30 年度ケアプラン分析システムの操作方法に係る研修会
（9/6（木）13:30～16:00 高知城ホール）
（9/7（金）11:00～14:30 四万十市役所）
10 高齢者の「できる」を引き出す研修会
（9/6（木）18:30～20:20、9/21（金）18:30～20:00 ふくし交流プラザ）
（9/10（月）18:30～20:20、9/19（水）18:30～20:00 黒潮町役場）
（9/13（木）18:30～20:20、9/26（水）18:30～20:00 高知工科大学）
11 ひとり親家庭等就業・自立支援センター移動相談
（9/7（金）10:00～15:00 四万十町役場）
（9/14（金）10:00～15:00 土佐市役所）
（9/19（水）10:00～15:00 香美市プラザ八王子）
（9/28（金）10:00～15:00 越知町保健福祉センター）

→ 次項へ続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
地域福祉部
（続き）

９月の主要な取り組み予定
12 中山間地域等における地域包括ケアシステムの構築に関するフォーラム
（9/7（金）13:30～16:30 高知ぢばさんセンター）
13 高知県遺族会創立 70 周年記念遺族大会
（9/9（日）10:00～14:30 ドリーマーベイシャトー）
14 平成 30 年度（第 40 回）
『少年の主張高知県大会』
（9/9（日）13:00～16:00 高知市立自由民権記念館）
15 平成 30 年度高知県発達障害児等支援スキルアップ研修
（9/10（月）
、9/18（火）9:00～12:00 ふくし交流プラザ）
16 ペアレント・プログラム講座事前研修
（9/10（月）13:00～15:30 こうち男女共同参画センター「ソーレ」
）
17 妊産婦等のメンタルヘルス対策検討委員会
（9/11（火）19:00～21:00 共済会館）
18 平成 30 年度高知県相談支援従事者初任者研修
（9/12（水）～9/14（金）9:30～17:30 ふくし交流プラザ）
19 平成 30 年度第１回高知県少子化対策推進県民会議（総会）
（9/12（水）10:00～11:30 共済会館）
20 障害者雇用合同面接会
（9/13（木）13:00～16:30 かるぽーと）
21 高知県認知症カフェ交流研修会
（9/13（木）13:30～16:30 自治会館）
22 第２回高知家の子どもの居場所づくりネットワーク会議
（9/13（木）13:30～16:00 ふくし交流プラザ）
23 第 47 回高知県オールドパワー文化展
・展示
（9/13（木）～9/18（火）9:00～17:00 県立美術館 ）
※9/13（木）は 10:00～17:00
・オープニングセレモニー
（9/13（木）10:00～ 県立美術館）
・表彰式
（9/18（火）13:30～ 高知会館）
24 平成 30 年度第１回高知県発達障害児者支援地域協議会
（9/13（木）19:00～21:00 正庁ホール）
25 くらしとこころ・つながる相談会
（9/14（金）13:00～17:00 ハローワーク高知）
26 平成 30 年度第２回障害者職業能力開発情報交換会
（9/14（金）13:30～16:30 職員能力開発センター）
27 平成 30 年度第２回子育て支援員専門研修
（9/15（土）9:00～17:00 ふくし交流プラザ）
28 長寿高齢者訪問
（9/15（土）時間、場所未定）
→ 次項へ続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
地域福祉部
（続き）

９月の主要な取り組み予定
29 優良勤労障害者知事表彰及び障害者雇用優良事業所等知事表彰
（9/18（火）11:00～12:00 正庁ホール）
30 平成 30 年度生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）養成研修
（9/19（水）10:00～15:30 ふくし交流プラザ）
31 平成 30 年度高知県自立支援協議会専門部会（人材育成部会）
（9/25（火）18:00～20:30 地下第５会議室）
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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

９月の主要な取り組み予定
１「ゆずかアプセットまつり in 高知けいば」
（まんが王国土佐 PR）
（9/1（土）8:30～21:30 高知競馬）
２ 多重債務者無料相談会及びこころの健康相談会
（9/2（日）13:00～16:00、9/14（金）17:00～20:00 県立消費生活センター
9/7（金）17:00～20:00 幡多広域消費生活センター
9/8（土）13:00～16:00、9/12（水）17:00～20:00 高知市消費生活センター
9/9（日）13:00～16:00 南国市役所）
３ 第２回高知県スポーツ振興県民会議
・地域スポーツ推進部会
（9/3（月）9:30～12:00 人権啓発センター）
・競技力向上部会
（9/4（火）9:30～12:00 人権啓発センター）
・県民会議
（9/12（水）13:30～16:00 高新文化ホール）
４ DV 関係機関連絡会議
（9/4（火）13:30～16:00 青少年センター
9/11（火）13:30～16:00 しまんと市立中央公民館
9/14（金）13:30～16:00 須崎総合庁舎）
５ 平成 30 年度第１回高知県人権尊重の社会づくり協議会
（9/5（水）14:00～16:00 高知会館）
６ 第２回こうち男女共同参画会議
（9/7（金）10:00～12:00 高知城ホール）
７ 高知県文化賞選定委員会
（9/7（金）13:30～15:00 高知城歴史博物館）
８ 第２回社会貢献活動推進会議
（9/7（金）13:30～15:30 高知会館）
９ ウエスタン・リーグ公式戦
（9/8（土）17:00～ 高知市総合運動場野球場）
（9/9（日）13:00～ 安芸タイガーズ球場）
10 四万十南予横断 ２RIVER 2018
（9/9（日）7:00～18:00 高知県・愛媛県）
11 文化人材育成プログラム・アートマネジメント講座
（9/9（日）13:00～16:00 宿毛まちのえき林邸）
12 隣保館運営状況調査等
（9/10（月）13:00～15:00 中土佐町隣保館）
13 阪神タイガース訪問
（9/11（火）甲子園球場内球団事務所）
→ 次項へ続く
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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
（続き）

９月の主要な取り組み予定
14 まんが教室
（9/13（木）13:20～15:20 佐川小中分教室）
（9/14（金）16:20～17:20 中村中学校）
15 冠協賛試合 高知ファイティングドッグス VS 徳島インディゴソックス
（9/14（金）18:00～ 高知市総合運動場野球場）
16 高知県芸術祭（9/15（土）～12/16（日）
）
・オープニングイベント「東京キャラバン in 高知」
（9/16（日）17:30 開演 県立美術館）
17 副知事表敬訪問（JICA ボランティア）
（9/18（火）13:30～13:45 第二応接室）
18 土佐市主催 移民パネル巡回展
（9/18（火）～9/28（金）土佐市新居地区観光交流施設南風まぜ）
19 まんが王国・土佐推進協議会第１回総会
（9/20（木）13:30～15:00 高知城ホール）
20 平成 30 年秋の全国交通安全運動
・出発式及び啓発パレード
（9/21（金）10:00～12:00 県庁本庁舎正面玄関・帯屋町アーケード）
・街頭啓発
（9/21（金）
、9/28（金）7:30～8:20 県庁前交差点等）
21 第 72 回全国レクリエーション大会 in 高知
（9/21（金）～9/23（日）高知市、南国市 他４市町）
22 オリックスバファローズ高知よさこいシリーズ
（9/24（月）大阪 京セラドーム）
23 徳島サイクルフェスタ
（9/29（土）
、9/30（日）徳島県鳴門市）
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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

９月の主要な取り組み予定
１ れんけいこうち広域都市圏事業「高知・幡多移住相談会」
（9/1（土）10:00～16:30 オーテピア）
２ 移住相談会「高知はたらくフェア in 東京」
（9/1（土）11:00～16:00 東京交通会館）
３ 第１回地域アクションプランフォローアップ会議
・仁淀川地域
（9/3（月）13:30～16:00 すこやかセンター伊野）
・物部川地域
（9/4（火）13:30～16:00 香美農林合同庁舎）
・高知市地域
（9/6（木）9:30～12:00 県民文化ホール）
・幡多地域
（9/6（木）13:30～16:00 幡多クリーンセンター）
・高幡地域
（9/7（金）13:30～16:00 須崎市総合保健福祉センター）
・嶺北地域
（9/12（水）13:30～16:00 本山町プラチナセンター）
４ 外商力アップ勉強会
（9/4（火）14:00～16:00 高知市文化プラザかるぽーと）
５ 商品力アップ相談会
（9/5（水）9:00～16:30 ちより街テラス）
６ 食品表示研修
（9/6（木）13:30～17:00 四万十市役所）
（9/7（金）13:30～17:00 高知会館）
７ 移住相談会「高知で選ぶライフスタイル」
（9/8（土）14:00～19:00 PINEBROOKLYN（大阪府）
）
８ 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１回）～
（9/8（土）13:00～17:00 品川インターシティフロント）
９ ふるさと回帰フェア 2018
（9/9（日）10:00～16:30 東京国際フォーラム）
10 事業戦略基礎講座（商品開発力・販売力アップ塾）
（9/10（月）13:30～16:30）
11 ＨＡＣＣＰ研修
（9/13（木）
、9/14（金）10:00～17:00 高知会館）
12 第２回移住促進アドバイザー会議
（9/11（火）13:30～16:30 オーテピア）
13 第１回産業振興計画フォローアップ委員会
（9/14（金）13:30～16:30 高知サンライズホテル）
14 高知家のうまいもの大賞 2019 募集開始
（9/14（金）予定）
15 日本・インドネシア国交樹立 60 周年記念事業 日本村
（9/15（土）インドネシア イオンモール BSD シティ）
16 四国フェア 2018 at Tokyo Central Gardena Store
（9/20（木）～9/26（水）アメリカ・ロサンゼルス）
→ 次項へ続く
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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
（続き）

９月の主要な取り組み予定
17 移住体験ツアー「とことん暮らし探求ツアー」
（9/22（土）
、9/23（日）中土佐町、高知市、土佐市）
18 NAF（NORTH AMERICAN FOOD）社レストランショー
（9/24（月）12:00～17:00 アメリカ・サクラメント）
19 NAS（N.A.SALES）社商談会
（9/25（火）アメリカ・サンフランシスコ）
20 ｢名古屋 高知屋｣ グランドオープン
（9/28（金）ららぽーと名古屋みなとアクルス内 ｢しなまつり｣ ）
21 中国四国もうひとつのふるさと探しフェア
（9/29（土）11:00～16:00 難波御堂筋ホール（大阪府）
）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
９月の主要な取り組み予定
産学官民連携セン １ こうちスタートアップパーク
ター
○ステップアッププログラム
・STEP２「ユーザーインサイトを掴むためのエスノグラフィ」
（こうちスタート
（9/1（土）13:00～17:00 ココプラ）
アップパークを含
・STEP３「プロトタイプ＆テストフィードバック」
む）
（9/8（土）13:00～17:00 ココプラ）
・STEP４「ビジネスモデル・収支計画・市場分析」
（9/22（土）13:00～17:00 ココプラ）
○スタートサロン③「社会価値と事業価値を両立するビジネスとは」
（9/15（土）13:00～17:00 ココプラ）
２ 土佐ＭＢＡ【本科】
○組織・人的資源マネジメントコース
・入門講座「人と組織のマネジメント入門」
（9/6（木）13:30～15:30、9/7（金）18:30～20:30 ココプラ）
・基礎講座１講「組織管理概論」
（9/14（金）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ）
・基礎講座２講「採用から退職までの労務管理～ワークライフバランスの
観点からも考えよう～」
（9/20（木）13:30～15:00、9/22（土）10:30～12:00 ココプラ）
・基礎講座３講「裁判例から学ぶ労働問題」
（9/26（水）15:00～16:30、19:00～20:30 ココプラ）
・基礎講座４講「感動共鳴が生まれる組織づくり①」
（9/30（日）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」
（9/30（日）15:20～16:50 ココプラ）
○情報ビジネスコース
・入門講座「デジタル化（データ中心経営）入門」
（9/7（金）13:30～15:30、9/8（土）13:30～15:30 ココプラ）
・基礎講座１講
「ソーシャルマーケティング/データベースド･マーケティング」
（9/28（金）13:30～15:00、9/29（土）13:30～15:00 ココプラ）
・基礎講座２講「カスタマージャーニー／コンテンツマーケティング」
（9/28（金）15:20～16:50、9/29（土）15:20～16:50 ココプラ）
○スキルアップセミナー
・４講「ネゴシエーション」
（9/11（火）13:30～16:30 ココプラ）
・５講「抵抗勢力との向き合い方～企業変革を阻む壁を乗り越える～」
（9/25（火）13:30～16:30 ココプラ）
○ビジネストレンドセミナー
・３講「AI～society5.0～」
講師： 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
人工知能研究センター 首席研究員 本村陽一氏
（9/21（金）13:30～16:45 ココプラ）
→ 次項へ続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
９月の主要な取り組み予定
産学官民連携セン
○エグゼクティブコース
ター
・開講式、第１回「ＭＢＡの概論と人材マネジメント」
（9/27（木）9:30～17:30 ココプラ）
（こうちスタート
３
土佐ＭＢＡ【実科】
アップパークを含
○社内起業家（イントラプレナー）育成支援講座
む）
・Day5「ビジネス設計」
（続き）
（9/5（水）13:00～17:00）
・Day6「プロジェクト計画書作成」
（9/13（木）10:00～12:00 ココプラ）
・講演会「プレゼンの極意」
（9/13（木）13:00～17:00 ココプラ）
・成果報告会
（9/18（火）13:00～17:00 ココプラ）
○目指せ！弥太郎 商人塾
・SESSION２「損益分岐点の考え方と財務諸表の見方」
（9/12（水）13:00～17:00、9/13（木）9:00～17:00、9/14（金）9:00～17:00
ココプラ）
○土佐経営塾
・開講式、SESSION１「夢が現実の壁にぶつかるとき」
（9/16（日）13:30～17:00 オーテピア高知図書館）
・SESSION２「会計情報ができていくプロセス」
（9/24（月）19:00～21:00 ココプラ）
○商人塾短期集中セミナーin 幡多
・SESSION４「コストを管理する組織マネジメント」
（9/26（水）13:00～17:00、9/27（木）9:00～17:00、9/28（金）8:30～11:00
四万十市防災センター）
４ シーズ・研究内容紹介
・⑨高知県立大学「子育て期にある家族のヘルスリテラシー」
（9/5（水）18:30～20:00 ココプラ）
・⑩高知大学「分析化学を医療と環境にどのように生かしてきたか」
（9/19（水）18:30～20:00 ココプラ）
５ 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（地域課題や資源等を見える化するイベント）
（9/9（日）13:00～17:00 土佐山夢産地パーク交流館「かわせみ」
（9/15（土）中土佐町（時間・場所：調整中）
）
６ 開放特許活用アイデアソン
（9/18（火）9:00～17:00 ココプラ）
７ 第６回コーディネーター会議
（9/20（木）15:30～17:00 ココプラ）
８ 経営者トーク⑤
講師：有限会社浜吉ヤ 代表取締役 山中昭典氏
（9/21（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
産業振興推進部
（名古屋事務所）

９月の主要な取り組み予定
１ ふるさと全国県人会まつり
（9/8（土）
、9/9（日）久屋大通公園（愛知県）
）
２ 四国フェア
（9/13（木）～9/18（火）アピタ北方店（岐阜県）
）
３ 第 29 回 NAGOYA フードビジネスショー
（9/19（水）
、9/20（木）名古屋市中小企業振興会館吹上ホール）
４ 「名古屋 高知屋」グランドオープン
（9/28（金）ららぽーと名古屋みなとアクルス内 ｢しなまつり｣）
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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）

９月の主要な取り組み予定
１ 土佐・高知フェア 明治維新から 150 年
（7/1（日）～9/3（月）近鉄リテーリング運営の高速道路ＳＡ・ＰＡ８店舗）
２ 幕末四賢侯ゆかりのアンテナショップ巡りスタンプラリー
（7/9（月）～9/8（土）福井県、鹿児島県、愛媛県、高知県アンテナショップ）
３ メディア視点によるセレクト商品棚「逸品コーナー」の設置
（8/1（水）～9/30（日）テーマ「高知の“最高の朝ごはん”を自宅で」
（まるごと高知）
）
４ がんばろう西日本！応援キャンペーン
（9/1（土) ～9/30（日）鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・愛媛県・
高知県の各アンテナショップ）
５ 高知フェア
（9/1（土）～9/30（日）ワイズマート（東京都、千葉県、神奈川県）
）
（9/13（木）
、9/14（金）京北スーパー（千葉県）
）
６ 四国フェア
（9/1（土）～9/30（日）大庄）
（9/13（木）～9/18（火）アピタ北方店（岐阜県）
）
７ 薩長土肥フェア
（9/5（水）～9/10（月）イトーヨーカドーららぽーと横浜）
８ 2018 秋季加藤産業グループ総合食品展示会
（9/12（水）～9/14（金）神戸国際展示場）
９ フードストアソリューションズフェア 2018
（9/20（木）
、9/21（金）10:00～17:00 インテックス大阪）
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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）

９月の主要な取り組み予定
１ 土佐・高知フェア 明治維新から 150 年
（7/1（日）～9/3（月）近鉄リテーリング運営の高速道路ＳＡ・ＰＡ８店舗）
２ 夏のフルーツをミックスジュースで味わい愉しむ 44 日間
（7/21（土）～9/2（日）グランフロント大阪 26 店舗）
３ 第 18 回 四国４県 味と技めぐり
（8/29（水）～9/3（月）10:00～20:00、9/4（火）10:00～17:00
あべのハルカス近鉄本店）
４ 中国・四国９県観光物産展
（8/31（金）11:00～19:00、9/1（土）10:00～18:00
天神橋筋２丁目商店街（大阪府）
）
５ 移住相談会「高知で選ぶライフスタイル」
（9/8（土）14:00～19:00 PINE BROOKLYN（大阪府）
）
６ こうちフォレストスクール
（9/9（日）
、9/15（土）各日 13:30～16:00 ハービス PLAZA（大阪府）
）
７ Ｕターン就職説明会および相談会
（9/19（水）13:00～16:30 神戸女子大学）
８ フードストアソリューションズフェア 2018
（9/20（木）
、9/21（金）10:00～17:00 インテックス大阪）
９ 中国四国もうひとつのふるさと探しフェア
（9/29（土）11:00～16:00 難波御堂筋ホール（大阪府）
）
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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

９月の主要な取り組み予定
１ 狩猟免許試験
（9/1（土）10:00～ 銃猟 高知県立大学池キャンパス）
（9/9（日）10:00～ わな猟 安芸市民会館）
２ 「四国における鉄道ネットワークのあり方に関する懇談会Ⅱ」第三回懇談会
（9/5（水）10:00～12:00 JR ホテルクレメント高松）
３ とさでん交通モニタリング会議
（9/7（金）13:30～ とさでん交通本社）
４ 狩猟免許更新講習
（9/8（土）13:00～ ふるさと総合センター（黒潮町）
）
（9/13（木）13:00～ 高知市春野文化ホールピアステージ）
５ 鳥獣被害対策地域リーダー育成研修会（中級）
（9/11（火）10:00～16:00 サンピアセリーズ）
６ 地域支援企画員研修会
（9/13（木）13:00～17:15 とかの集落活動センターあおぞら）
７ 第 28 回交通安全ひろば
（9/22（土）10:00～15:00 高知市中央公園）
８ 集落活動センター分野別研修会
（9/25（火）13:00～17:00 須崎市立市民文化会館）
（9/28（金）13:00～17:00 稲生ふれあい館）
９ 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）
（9/30（日）12:30～17:00 中央自動車学校）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
商工労働部

９月の主要な取り組み予定
１ 高知家ＩＴ・コンテンツネットワーク 大交流会Ｖｏｌ.３
（9/1（土）13:00～17:30 東京都港区麻布台「株式会社 SHIFT」
）
２ ＩＴ先端技術利活用講座(四国クラウドお遍路 2018)
（9/1（土）13:00～18:10 高知県立大学・高知工科大学 永国寺キャンパス）
３ 市町村防災訓練での防災製品ＰＲ
（9/2（日）8:50～12:00 宿毛市）
（9/2（日）8:30～11:30 津野町）
（9/3（月）9:00～12:00 南国市）
４ フタガミ防災イベントでの防災製品ＰＲ
（9/2（日）10:00～15:00 ホームセンターブリコ桟橋店）
５ 第１回幡多ブロック地域連絡会議
（9/3（月）10:00～12:00 中村商工会館）
６ 平成 30 年度著作権セミナー
（9/4（火）9:30～15:30 高知会館)
７ 平成 30 年度ＩｏＴ技術人材育成講座（土佐ＭＢＡ専科）
（9/4（火)、9/5（水）
、9/12（水）
、9/13（木）9:00～17:00
高知県立大学・高知工科大学永国寺キャンパス）
８ 高知県ＩｏＴ推進ラボ研究会 現場視察・意見交換会
（農薬・肥料使用履歴の一元管理）
（9/5（水）13:00～17:00 ＪＡ土佐香美 営農総合センター）
９ 平成 30 年度「第２回高知県防災関連産業交流会」
（9/5（水）15:00～17:00 県民文化ホール）
10 ゲームデザイナー育成講座（Live2D 講座）
（9/5（水）
、9/19（水）18:30～20:00 国際デザイン・ビューティカレッジ)
11 平成 30 年度第１回高知県新事業分野開拓者認定事業・高知県モデル発注
制度審査会
（9/6（木）10:30～12:00 オリエントホテル高知）
12 高知県地域人材育成協議会
（9/7（金）9:30～11:30 高知共済会館）
13 防災・ＢＣＰシンポジウム
（9/7（金）13:30～16:30 高知城ホール）
14 ＩＴ先端技術利活用講座（Agile Japan 2018 高知サテライト）
（9/8（土）13:00～18:00 株式会社 SHIFT PLUS）
15 ジョブカフェこうち「人材育成計画セミナー」
（9/11（火）13:30～16:00 のいちふれあいセンター）
（9/12（水）13:30～16:00 高知会館）
（9/19（水）13:30～16:00 ＪＡ高知はた）
16 太平洋セメント(株)社長の知事表敬訪問
（9/12（水）11:45～12:00 知事室）
→ 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

９月の主要な取り組み予定
17 高知県工業技術センター研究開発＆企業支援成果報告会
（9/13（木）13:30～16:30 高知県工業技術センター）
18 ものづくり事業戦略推進事業費補助金（製品開発事業）審査会
（9/14（金）高知共済会館）
19 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）
（9/14（金）春野高校）
（9/27（木）香北中学校）
20 日本商工会議所青年部第 35 回四国ブロック大会
（9/15（土）10:15～12:30 県民文化ホール）
21 平成 30 年度中国・四国ブロック商工会青年部交流会
（9/21（金）13:00～20:10 県民文化ホール）
22 平成 30 年度高知県 IT・コンテンツビジネス起業研究会 情報交換会・個
別相談会
（9/21（金）13:30～16:00 職員能力開発センター）
23 第 14 回高知県 IoT 推進ラボ研究会セミナー（AI）
（9/21（金）13:30～16:45 高知県立大学・高知工科大学永国寺キャンパス）
24 生涯現役実現のための再就職支援セミナー＆企業合同説明会
（9/26（水）13:15～17:00 高知会館）
25 第 15 回高知県 IoT 推進ラボ研究会セミナー（農業×IoT）
（9/26（水）13:30～16:30 高新文化ホール）
26 働き方改革セミナー
（9/26（水）13:30～15:40 中村商工会館）
（9/27（木）13:30～15:40 サンピアセリーズ）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
観光振興部

９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」
（7/14（土）～9/2（日） 安芸市立歴史民俗資料館）
２ 「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）
３ 観光で西日本を元気に!!「11 府県ふっこう周遊割」キャンペーン
（8/31（金）～11/30（金）※予定）
４ 平成の海援隊 atmos×幕末維新博１日限定ポップアップ店舗開店
（9/2（日）10:00～ 高知城追手門前）
５ JR 四国龍馬会発足式
（9/2（日）11:30～12:30 ホテル南水）
６ VISIT JAPAN 事業 自然散策ＰＲ事業
（9/6（木）
、9/7（金）室戸市、安芸市、香南市、梼原町、津野町）
７ 第１回産業振興計画フォローアップ委員会観光部会
（9/7（金）9:30～12:00 高知城ホール）
８ 高知県観光ガイドタクシー認定審査会及び認定制度実行委員会
（9/7（金）13:30～15:30 高知交通会館）
９ 第 30 回全国龍馬ファンの集い第８回実行委員会
（9/8（土）13:00～16:30 リファレンス新有楽町ビル（東京都）
）
10 教育旅行推進アドバイザー県内研修
（9/10（月）～12（水） 四万十市、須崎市、安芸市）
11 自然・体験型観光キャンペーン第２回準備委員会
（9/11（火）10:00～12:00 高知城ホール）
12 旅行会社向け研修旅行セミナー（現地セールス拠点の活用）
（9/11（火）タイバンコク）
13 四国復興支援キャンペーン（仮）
（9/14（金）14:00～20:00 ＪＲ大阪駅北側アトリウム）
14 高知県観光特使委嘱状交付式
株式会社オーケーエンタープライズ 代表取締役社長 大橋 哲也 氏
（9/14（金）10:20～10:40 第一応接室）
15 四国４県グリーン・ツーリズム実践者交流研修会
（9/18（火）
、19（水） 仁淀川地域）
16 第３回「土佐の観光創生塾」
・基礎編
（9/19（水）17:00～19:00 土佐御苑）
・応用編
（西部地域 9/25（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）
）
（中央地域 9/26（水）13:00～17:00 調整中）
（東部地域 9/27（木）13:00～17:00 田野町ふれあいセンター（田野町）
）
→ 次項へ続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
観光振興部
（続き）

９月の主要な取り組み予定
17 高知県観光コンベンション協会第４回理事会
（9/21（火）14:00～15:00 高知共済会館）
18 高知城秋の夜のお城まつり
（9/21（金）～24 日（月・祝）18:00～21:00、高知城・高知公園）
19 高知家おもてなしキャンペーン
（9/21（金）～10/28（日） 県内各地）
「花」でおもてなし宣言・おもてなしピンバッジ配布など
20 全国龍馬ファンの集い第８回部会長会
（9/24（月・祝）13:30～17:00 ホテル南水）
21 タイ旅行会社ファム
（9/24（月）～9/26（水）高知市、いの町、室戸市、馬路村、南国市）
22 高知県観光ガイド連絡協議会西部地区研修交流会
（9/26（水）11:30～16:30 大月町）
23 2018 しあわせぐるり、しこくるり。四国観光商談会
（9/27（木）14:00～17:40 第一ホテル東京）
24 外国客船寄港（高知市中心市街地）
「MSC スプレンディダ」
（9/29（土）7:00 入港～17:00 出港、乗客定員：3,274 名、総ﾄﾝ数：137,936t）
※外国客船の寄港 暦年 25 回目、年度 21 回目
25 土佐の豊穣祭 2018
仁淀川会場 神楽と鮎と酒に酔う in 仁淀ブルー
（9/29（土）15:00～20:30 ※雨天時は 9/30（日） 波川公園（いの町）
）
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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

９月の主要な取り組み予定
１ 四国観光 PR キャンペーン in こうち
（9/1（土）9:00～16:00 こうち旅広場「とさてらす」
）
２ 平成の薩長土肥連合 ＰＲ事業への参加
（9/1（土）
、9/2（日） 羽田空港）
３ 三山ひろし 10 周年記念展（9/2～10/8）
（9/2（日）9:00～オープニングセレモニー
10:00～写真撮影会
13:00～ミニライブ＆トークショー
こうち旅広場「とさてらす」
、イベントステージ）
４ ＯＡＴＡ（大阪府旅行業協会）対象 高知県モニターツアー
（9/3（月）
、9/4（火） 高知県内中部、東部エリア）
５ 香港合同商談会及び香港ＦＩＴセミナーの開催（Vizit Japan 地域連携事業）
（9/7（金）
、9/8（土） 香港）
６ 土佐おもてなし海援隊ＰＲ活動（平清盛 900 歳祭）
（9/8（土） 神戸市兵庫区）
７ ＪＴＢトラベルゲート横浜本店 高知県観光フェア
（9/8（土）9:00～18:00 横浜市内） ※東京事務所共催
８ 2018 プロ野球ウエスタン・リーグ公式戦
阪神タイガースＶＳ福岡ソフトバンクホークス
（9/8（土）17:00～ 高知市総合運動場野球場）
（9/9（日）13:00～ 安芸タイガース球場）
９ タイインセンティブセミナーの開催
（9/11（火） タイ）
10 パーソナル系旅行会社との情報交換会
（9/19（水）15:30～20:00 東京都内） ※東京事務所共催
11 メディア系旅行会社個別セールス
（9/19（水）
、9/20（木） 東京都内）
12 ＭＩＣＥ主催者個別セールス（高知県ゆかりの企業等）
（9/19（水）～9/21（金） 東京都内） ※実施日については予定
13 Vizit Japan トラベルマート 2018
（9/20（木）
、9/21（金） 東京ビックサイト出展）
（9/23（日）～9/26（水）四国ファムツアー 高知市内）
14 ツーリズムＥＸＰＯジャパン 2018 出展
（9/20（木）～9/23（日） 東京ビッグサイト）
15 秋の夜のお城まつり
（9/21（金）～9/24（月）18:00～21:00 高知城及び高知公園）
16 高知県観光コンベンション協会第４回理事会
（9/21（金）14:00～15:00 高知共済会館）
17 オリックスバファローズ高知よさこいシリーズ
（9/24（月・祝） 大阪市京セラドーム）
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（中部）
（9/26（水）15:00～17:00 高知共済会館）
19 土佐の豊穣祭 2018
仁淀川会場 神楽と鮎と酒に酔う in 仁淀ブルー
（9/29（土）15:00～20:30 ※雨天時は 9/30（日） 波川公園（いの町）
）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
農業振興部

９月の主要な取り組み予定
１ 獣医師養成確保修学資金貸与事業募集（高校生対象：３年生２名）
・募集
（7/17（火）～9/14（金）
）
・選考試験
（9/30（日）
）
２ 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）
）
３ 新・農業人フェア
（9/1（土）10:00～16:30 池袋サンシャインシティ）
４ 高知はたらくフェア
（9/1（土）11:00～16:00 東京交通会館）
５ 獣医師確保インターンシップ（獣医学生対象）
（9/3（月）9:00～17:00 畜産試験場）
（9/4（火）9:00～17:00 中央家畜保健衛生所嶺北支所）
（9/7（金）13:00～17:00 畜産振興課）
６ 第１回食の安全安心推進審査会
（9/3（月）14:00～16:30 高知会館）
７ 株式会社イチネン農園施設落成祝賀会
（9/4（火）14:00～16:50 日高村本郷）
８ 平成 30 年度複合経営拠点発展交流会
（9/7（金）13:30～17:00 高知会館）
９ こうちアグリスクール土曜昼間コース東京会場
（9/8（土）
、9/22（土）14:00～18:00 東京農業大学）
10 高知へおいでよ。とさターン！高知で選ぶライフスタイル
（9/8（土）14:00～19:00 パインブルックリン（大阪府）
）
11 各土佐会の通常総会
・北海道土佐会
（9/10（月）15:00～ 札幌みらい中央青果株式会社（北海道）
）
・東北土佐会
（9/11（火）16:00～ 仙台国際ホテル（宮城県）
）
・北陸土佐会
（9/19（水）15:30～ 松魚亭（石川県）
）
・中部土佐会
（9/20（木）15:00～ 名古屋青果株式会社（愛知県）
）
・関西土佐会
（9/21（金）15:30～ リーガロイヤルホテル（大阪府）
）
12 東京丸高花き協議会総会
（9/10（月）17:00～ 酒菜浪漫亭東京新橋店）
13 土佐あかうしセミナー
（9/12（水）11:30～14:30 リストランテアクアパッツァ（東京都）
）
→ 次頁へ続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
農業振興部
（続き）

９月の主要な取り組み予定
14 東京シティ青果株式会社 豊洲市場移転式典
（9/13（木）14:00～15:30 豊洲市場（東京都）
）
15 「土佐寿司を盛り上げる会」第３回総会
（9/13（木）14:00～16:00 高知会館）
16 土佐あき農業協同組合合併 20 周年記念式典
（9/14（金）13:00～ ロイヤルホテル土佐）
17 平成 30 年度第１回食品表示セミナー
（9/14（金）14:00～16:30 高知会館）
18 第 55 回東京丸高青果物流通対策協議会定期総会
（9/14（金）15:00～ アジュール竹芝（東京都）
）
19 ６次産業化セミナー実践コースⅣ
（9/18（火）10:00～17:00 男女共同参画センター「ソーレ」
）
20 自己改革推進大会（第 34 回高知県ＪＡ大会）
（9/21（金）13:30～16:30 高知市春野文化ホール「ピアステージ」
）
21 「よさ恋美人」実証ほ成績検討会
（9/28（金）13:30～16:00 農業技術センター）
22 大阪丸高花き協議会総会
（9/28（金）14:00～ 大阪市中央卸売市場）

26/34

各部局等の主要な取り組み
部局名
林業振興部

９月の主要な取り組み予定
１ 高知はたらくフェア（東京）
（9/1（土）11:00～16:00 東京交通会館）
２ 第 44 回四国林政連絡協議会
（9/4（火）15:00～17:00 徳島県）
３ 平成 30 年度 第１回国産材の安定供給体制の構築に向けた四国地区需給情報
連絡協議会
（9/5（水）13:00～16:00 サンピアセリーズ）
４ 土佐材展示会の開催
（9/6（木）
、9/7（金）岡山県、9/7（金）石川県）
５ 中四国ブロック合同地球温暖化防止活動推進員研修会
（スーパー推進員研修会）
（9/6（木）
、9/7（金） ソーレ）
６ こうちフォレストスクール（東京会場）
（9/7（金）
、9/21（金）18:30～21:00 フクラシア東京ステーション）
（9/8（土）
、9/22（土）13:30～16:00 フクラシア東京ステーション）
７ 高知はたらくフェア（大阪）
（9/8（土）14:00～19:00 パインブルックリン）
８ こうちフォレストスクール（大阪会場）
（9/9（日）
、9/15（土）13:30～16:00 ハービス PLAZA）
９ 県産材利用推進本部会
（9/10（月）10:00～10:15 県庁第２応接室）
10 林道施設災害復旧事業第３次査定
（9/10（月）～14 日（金） 県内）
11 第１回森林環境保全基金運営委員会
（9/12（水）10:00～12:00 高知城ホール
12 林地荒廃防止施設災害復旧事業第１次査定
（9/12（水）～14 日（金） 宿毛市、仁淀川町）
13 平成 30 年度 林業普及指導員中四国ブロックシンポジウム
（9/13（木）
、14（金） 香川県）
14 四国四県森連会長会議
（9/18（火）14:00～17:00 三翠園）
15 林道施設災害復旧事業第４次査定
（9/18（火）～21 日（金） 県内）
16 平成 30 年度委嘱高知県地球温暖化防止活動推進員フォローアップ研修
（9/22（土）13:00～16:30 ソーレ）
17 木質バイオマスエネルギー利用促進協議会全体会
（日程は調整中）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
水産振興部

９月の主要な取り組み予定
１ 高知はたらくフェア
（9/1（土）11:00～16:00 東京交通会館）
２ 高知カツオ県民会議
・資源調査保全分科会（9/3（月）12:30～14:30 高知大学）
・情報発信分科会（9/18（火）12:00～14:00 市内）
・幹事会（9/28（金）12:00～14:00 市内）
３ 第５回高知県１漁協の将来像を考える委員会
（9/3（月）14:00～ 共済会館）
４ ブリ稚魚採捕対策協議会
（9/4（火）16:00～ 水産会館）
５ 高知県養殖魚輸出促進協議会 Seafood Expo Asia 出展
（9/4（火）～9/6（木）香港）
６ 内水面漁業協同組合連合会理事会・組合長会
（9/5（水）10:30～ 三翆園）
７ 日本遺産認定推進ＷＧ合同部会
（9/5（水）14:00～16:00 黒潮町）
８ アサリ学習会及び天皇洲での潮干狩りイベント
（9/7（金）9:35～11:30 土佐市立宇佐小学校、浦ノ内湾天皇洲）
９ 第３回平成 30 年度漁協合併協議会
（9/7（金）15:30～ 土佐清水市役所）
10 相談会・交流会＆セミナー大阪「高知で選ぶライフスタイル」
（9/8（土）14:00～19:00 パインブルックリン）
11 平成 30 年度第１回高知県産業振興フォローアップ委員会水産業部会
（9/10（月）13:30～15:30 水産会館）
12 高知海区漁業調整委員会・公聴会
（9/12（水）14:00～ 共済会館）
13 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～１ヶ月
前リハーサル
（9/15（土）海上歓迎・放流行事）
（9/22（土）式典行事）
14 漁港関係公共土木施設災害復旧事業災害査定
（9/18（火）～9/21（金）安芸市、大月町）
15 高知フェア（養殖クロマグロフェア）
（9/22（土）～9/24（月） 関東地方）
16 都市と漁村の交流学習 in 潮江東
（9/25（火）9:45～13:10 高知市立潮江東小学校）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
土木部

９月の主要な取り組み予定
１ 「屋外広告物の日」違反広告物一斉除去等作業
（9/6（木）県内各地主要道路沿線）
２ 高知県道路利用者会議・道路整備促進期成同盟会高知県地方協議会による要
望活動（高知自動車道「大豊～新宮」の早期の四車線による復旧）
（9/12（水）西日本高速道路株式会社四国支社）
３ 高知県社会資本整備推進本部会議
（9/13（木）10:00～12:00 第二応接室）
４ 建設業働き方改革支援研修会
（9/13（木）13:30～16:30 高陵建設会館）
（9/18（火）13:30～16:30 安芸総合庁舎）
（9/19（水）13:30～16:30 サンピアセリーズ）
（9/25（火）13:30～16:30 中村地区建設協同組合会館）
５ ＩＣＴ技術研修会（高知地区）
（9/14（金）13:30～16:50 高知市保健福祉センターほか）
６ 梼原川河川状況調査会
（9/19（水）10:00～12:00 四万十町役場）
７ 高知県河川委員会
（9/20（木）13:00～15:00 宿毛市秋沢ホテル）
８ 平成 30 年度高知県優良建設工事施工者表彰表彰式
（9/20（木）15:20～16:30 正庁ホール）
９ 第３回木造住宅耐震補強工事実務講習会
（9/27（木）9:15～17:00 中村高等技術学校）
10 維持管理エキスパート研修（初級３回目）
（9/27（木）
、9/28（金）高知県建設技術公社）
11 外国客船「ＭＳＣスプレンディダ」高知新港寄港
（9/29（土）7:00 入港～17:00 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

９月の主要な取り組み予定
１ 平成 30 年 7 月豪雨高知県災害義援金の受付（高知県外被災分）
（受付期間：7/11（水）～9/28（金）
）
２ 銀行検査
（9/4（火）四国銀行一宮支店）
（9/6（木）四国銀行美良布代理店、四国銀行大栃代理店）
（9/19（水）四国銀行佐川支店、四国銀行越知支店）
３ 入札事務研修
（9/5（水）10:00～11:30 正庁ホール）
４ 会計検査
（9/6（木）中央東農業振興センター）
（9/7（金）山田高等学校）
（9/11（火）
、9/12（水）名古屋事務所）
（9/13（木）
、9/14（金）大阪事務所）
（9/18（火）土佐警察署）
（9/20（木）高知警察署）
（9/26（水）嶺北高等学校）
（9/28（金）高知南警察署）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
公営企業局

９月の主要な取り組み予定
１ 第 37 回がんの学び舎“みんな知りたい がんの話”
（9/9（日）10:00～11:30 黒潮町有井川多目的研修集会施設）
２ 第 45 回幡多ふれあい医療講座
（9/9（日）13:30～16:00 大方あかつき館）
３ 公営電気事業経営者会議 技術講習会
（9/11（火）
、9/12（水）都道府県会館）
４ 医療安全意見交換・SOMPO リスケア指導立会
（9/12（水）10:00～14:30 幡多けんみん病院）
５ 高知県自治体病院開設者協議会
（9/13（木）15:00～17:00 高知医療センター）
６ 第 210 回技術専門委員会
（9/19（水）14:00～17:00 公営電気事業経営者会議事務局・東京）
７ 第２回電気事業・工業用水道事業業務連絡会
（日程調整中 発電管理事務所）
８ 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）
９ 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

９月の主要な取り組み予定
１ 第６回いじめ問題調査委員会
（9/5（水）17:30～20:30 職員能力開発センター）
２ 第８回教育委員会協議会
（9/5（水）18:00～20:30 共済会館）
３ 第３回高知県地域コーディネーター研修会
（9/6（木）9:30～12:30 安田町文化センター）
４ 特別支援教育の視点に基づく新学習指導要領研修会
（9/7（金）13:00～14:40 オーテピア高知）
５ 第２回高知県総合教育会議
（9/10（月）13:30～15:30 共済会館）
６ 青少年センター陸上競技場改修工事第２回住民説明会
（9/11（火）18:30～20:00 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
警察本部

９月の主要な取り組み予定
１ 高齢者交通事故防止キャンペーン
（９/１（土）～12/31（月） 県下）
２ 高齢者１万人訪問活動
（９/１（土）～９/30（日） 県下）
３ 平成 30 年度宿毛市総合防災訓練
（９/２（日）8:30～12:00 宿毛新港）
４ 平成 30 年度高知県タウンポリス連絡協議会総会
（９/３（月）14:00～16:00 警察本部講堂）
５ 平成 30 年度四国管区内警察柔道・剣道大会
（９/７（金）9:00～16:50 高松市総合体育館）
６ 平成 30 年度高知県金融機関防犯連合会総会
（９/19（水）10:40～11:50 警察本部講堂）
７ 第 10 回無事故無違反ドライバーズコンテスト「セーフティーロード 103」
（９/20（木）～12/31（月） 県下）
８ セーフティーロード 103 開始式
（９/20（木）10:00～ 警察本部）
９ 秋の全国交通安全運動
（９/21（金）～９/30（日） 県下）
10 交通指導取締隊出発式・交通安全啓発パレード
（９/21（金）10:00～ 県庁他）
11 第 28 回交通安全ひろば
（９/22（土）10:00～15:00 高知市中央公園）
12 シニア交通安全ふれあいフェスタ 2018 in Susaki
（９/24（月）13:00～16:00 須崎市立市民文化会館）
13 明治 150 年記念平成 30 年度全国警察柔道・剣道選手権大会
（９/25（火）9:00～ 日本武道館）
14 第 72 期短期初任科卒業式
（９/28（金）10:00～ 県警察学校）
15 平成 30 年度四国管区内警察逮捕術及び拳銃射撃競技大会
（９/28（金） 四国管区警察学校）
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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

９月の主要な取り組み予定
１ 第３回事業戦略におけるセンター職員 BCP 策定支援研修
（9/4（火）15：30～17：00 ぢばさんセンター）
２ 【見本市】東京インターナショナルギフトショー秋 2018
（9/4（火）～9/7（金） 東京ビッグサイト）
３ ネットショップの売上・収益アップ実践セミナー
（9/5（水）10：00～16：30 ぢばさんセンター）
４ よろず支援拠点ホームページ作成セミナー
（9/12（水）13：30～15：00 ぢばさんセンター）
５ 会計啓発・普及セミナー（基本編・応用編）
（9/13（木）10：00～15：30 ぢばさんセンター）
６ 東京営業本部第６回高知家ミニ展示商談会（防災備蓄品）
（9/14（金）10：00～16：00 世界貿易センタービル）
７ ぐんぐん成果のあがる見本市活用セミナー
（9/20（木）13：30～16：30 ぢばさんセンター）
８ Web でメッセージが伝わる写真デザインの撮り方・考え方セミナー
（9/23（水）13：30～16：30 ぢばさんセンター）
９ 第６回事業戦略支援会議
（9/26（水）13：30～15：00 ぢばさんセンター）
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