各部局等の主要な取り組み
部局名
総務部

１月の主要な取り組み予定
１ 平成 30 年度高知県職員（上級）特別募集（土木 12 名）
（12/4（火）～Ｈ31.1/4（金）
）
２ 平成 30 年度障害者を対象とした高知県職員特別募集
（12/4（火）～Ｈ31.1/10（木）
）
３ 職員意識に関するアンケート（回答期間延長）
（12/4（火）～Ｈ31.1/15（火）
）
４ 仕事始め式
（1/4（金）9:00～9:30 正庁ホール）
５ ２月補正予算編成
（1/4（金）見積書提出期限）
６ 定期健康診断追加実施
（1/8（火）
、1/10（木）13:00～15:00 高知県総合保健協会
1/16（水）
、1/23（木）14:00～14:30
高知県総合保健協会幡多検診センター）
７ 選挙出前授業
（1/8（火）14:25～16:15 高知南高校）
（1/18（金）13:25～14:15 中村高校西土佐分校）
（1/22（火）15:25～16:15 宿毛高校）
（1/30（水）13:30～14:15 日高養護学校）
８ 全国知事会 第５回持続可能な社会保障制度の構築に向けた会議
（1/10（木）10:30～12:00 都道府県会館）
９ 平成 31 年度当初予算編成
（1/11（金）～1/15（火）総務部長協議）
（1/23（水）～1/31（木）知事査定）
10 県有財産売払一般競争入札（期間入札）
（1/15（火）～1/25（金） 総務部管財課）
11 キャリアチャレンジ（庁外派遣）説明会
（1/16（水）13:30～15:40 職員能力開発センター）
12 平成 30 年度メンタルヘルスチーフ等研修
（1/16（水）14:00～16:30、1/17（木）9:00～11:30 正庁ホール）
13 観光振興テレビ特別番組（テレビ高知）
「自然！体験！高知家みんなでリョーマの休日」
（1/19（土）12:00～12:55、再放送：1/27（日）13:00～13:55）
14 れんけいこうち事業調整チーム
（1/23（水）13:30～15:30 高知市役所）
15 公益法人を対象とする研修会
（1/24（木）13:20～16：20 正庁ホール）
16 四国遍路世界遺産登録推進シンポジウム
（1/27（日）13:30～16:00 ザ クラウンパレス新阪急高知）
17 平成 30 年度 ＯＡ講習(JUST Focus 4)
（1/28（月）～1/31（木）9:00～12:00,13:30～16:30
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
東京事務所

１月の主要な取り組み予定
１ 拓殖大学ＵＩターン就職相談セミナー
（1/11（金） 拓殖大学）
２ ＪＯＩＮ移住・交流＆地域おこしフェア
（1/20（日） 東京ビッグサイト）
３ 東京黒潮会定例会
（1/26（土） 大樽）
４ 高知県観光説明会
（1/30（水） 京王プラザホテル）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
危機管理部

１月の主要な取り組み予定
１ 消防出初式
（1/6（日） 8:30～ 黒潮町 黒潮消防署）
（1/6（日） 9:30～ 四万十市 安並市民運動場補助グラウンド）
（1/6（日） 9:30～ 宿毛市 宿毛総合運動公園）
（1/6（日） 9:30～ 中芸広域連合 中芸広域連合消防本部）
（1/6（日）10:00～ 室戸市 神ノ前防災公園）
（1/6（日）10:00～ 土佐市 土佐市消防本部）
（1/6（日）10:00～ いの町 消防学校）
（1/6（日）13:00～ 高知市 高知市東部総合運動場くろしおアリーナ）
（1/6（日）13:30～ 南国市 比江スポーツグラウンド）
（1/6（日）13:30～ 須崎市 須崎市防災訓練場）
（1/6（日）14:00～ 香南市 夜須中央公民館）
（1/10（木）11:00～ 嶺北広域行政事務組合 吉野クライミングセンター）
（1/13（日）10:30～ 土佐町 相川農村運動公園）
（1/13（日）13:00～ 安芸市 安芸市消防防災センター）
（1/13（日）13:00～ 香美市 香美市民グラウンド）
２ 四国緊急災害現地対策本部運営訓練
（1/16（水）9:30～14:00 高松サンポート合同庁舎）
３ 南海トラフ地震高知市街地長期浸水に関する止水・排水対策支援ワーキング
（1/17（木）13:30～15:30 高知河川国道事務所）
４ 災害時のテント等供給協定締結の挨拶
（高知県テントシート工業組合、太陽工業）
（1/17（木）15:00～15:30 部長室）
５ 南海トラフ地震対策啓発ポスター・標語コンクール表彰式
（1/19（土）14:00～15:00 イオンモール高知南コート）
６ 平成 31 年防衛協力団体新年互礼会
（1/20（日）18:00～20:00 城西館）
７ 四国４県消防ブロック会議
（1/22（火）14:00～17:00 松山市）
８ 平成 30 年度四国４県消防主管課長会議
（1/23（水）10:00～12:00 松山市）
９ 高知県自主防災組織人材育成研修
（1/26（土）13:00～16:45 高知市春野文化ホール）
10 平成 30 年度都道府県消防防災・危機管理部局長会第２回幹事会
（1/28（月）14:00～16:30 和歌山県庁）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
健康政策部

１月の主要な取り組み予定
１ 平成 30 年度地域リーダー薬剤師養成研修
（1/6（日）9:30～16:30 県民文化ホール）
２ 平成 30 年度高知県食の安全・安心推進審議会分科会
（1/8（火）13:30～16:20 高知会館）
３ 平成 30 年度高知県救急医療協議会
（1/8（火）18:30～20:30 高知共済会館）
４ 平成 30 年度第３回日本一の健康長寿県構想推進会議
（1/9（水）9:00～18:00 第二応接室）
５ 県庁献血
（1/9（水）9:30～16:30 県庁正面玄関前）
６ 第５回持続可能な社会保障制度の構築に向けた会議
（1/10（木）10:30～12:00 都道府県会館）
７ 食品衛生法改正説明会及び HACCP 対応セミナー
（1/10（木）13:30～16:00 須崎福祉保健所）
（1/11（金）13:30～16:00 幡多福祉保健所）
（1/15（火）13:30～16:00 安芸福祉保健所）
（1/24（木）13:30～16:00 中央東福祉保健所）
（1/25（金）13:30～16:00 中央西福祉保健所）
８ 平成 30 年度栄養関係功労者知事表彰表彰式
（1/11（金）14:30～15:30 第二応接室）
９ 犬・猫の飼い方講習会・譲渡見学会
（1/13（日）10:00～12:00 わんぱーくこうちアニマルランド
13:30～14:30 中央小動物管理センター）
（1/23（水）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 平成 30 年度難病指定医養成研修
（1/14（月）10:30～16:50 高知共済会館）
（1/20（日）10:30～16:50 正庁ホール）
11 はたちの献血キャンペーン
（1/14（月）11:00～16:00 イオンモール高知）
12 平成 30 年度健康診査管理指導協議会循環器疾患等部会
（1/23（水）18:30～20:30 高知共済会館）
13 幡多地域在宅歯科連携室報告会・意見交換会
（1/24（木）14:00～16:00 四万十市立健康管理センター）
14 平成 30 年度高知県医療安全推進協議会
（1/24（木）14:00～16:00 高知共済会館）
15 平成 30 年度高知県健康づくり推進協議会子ども支援専門部会
（1/25（金）18:30～20:30 高知共済会館）
16 高知県食生活改善推進協議会創立 40 周年記念祝賀会
（1/26（土）12:00～15:00 三翠園）
→ 次頁に続く

4/26

各部局等の主要な取り組み
部局名
健康政策部
（続き）

１月の主要な取り組み予定
17 第 12 回高知県がんフォーラム
（1/26（土）13:00～16:00 高知市文化プラザかるぽーと）
18 在宅歯科医療連携推進事業研修会
（1/27（日）9:00～12:00 高知学園短期大学）
19 平成 31 年度自治医科大学医学部第一次入学試験
・学力試験
（1/28（月）9:00～14:10 高知共済会館）
・面接試験
（1/29（火）10:10～16:00 高知共済会館）
20 平成 30 年度市町村医療救護活動技能向上研修
（1/31（木）13:00～17:05 中央東福祉保健所）
21 平成 30 年度高知県死因究明等推進協議会
（1/31（木）18:30～21:00 高知会館）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
地域福祉部

１月の主要な取り組み予定
１ 平成 30 年度第３回高知県少子化対策推進本部会議
（1/7（月）10:00～11:30 第二応接室）
２ 高知県心とからだの健康講座
・高齢者の心の健康出前講座
（1/8（火）11:00～12:00 中土佐町あったかふれあいセンターまんまる
1/16（水）13:30～14:30
四万十市西土佐あったかふれあいセンターNPO いちいの郷
1/19（土）13:00～14:00 須崎市新町まちなかサロン
1/22（火）13:30～14:30 安芸市あったかふれあいセンター
1/28（月）13:30～14:30 三原村あったかふれあいセンター
1/31（木）13:30～14:30 仁淀川町あったかふれあいセンター大崎）
３ 平成 30 年第３回日本一の健康長寿県構想推進会議
（1/9（水）9:00～11:15、13:00～18:00 第二応接室）
４ 精神障害者の退院後支援体制整備ワーキンググループ
（1/9（水）13:30～15:30 自治会館）
５ 平成 30 年度高知県ＤＰＡＴ研修
（1/19（土）9:30～17:00、1/20（日）9:00～13:00 すこやかセンター伊野）
６ 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）
（1/22（火）13:00～17:00 高知会館）
７ 平成 30 年度ひとり親家庭福祉事務担当者研修会
（1/23（水）10:30～16:00 高知県職員能力開発センター）
８ 平成 30 年度高知県少子化対策推進県民会議第２回総会
（1/23（水）15:00～17:00 高知会館）
９ 平成 30 年度高知県医師会かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会
（1/25（金）19:00～20:30 安芸商工会議所）
10 婚活サポーター養成講座
（1/26（土）13:30～16:00 共済会館）
11 平成 30 年度高知県社会福祉審議会
（1/30（水）18:00～20:00 サンライズホテル）
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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

１月の主要な取り組み予定
１ 年始の交通安全運動街頭啓発
（1/8（火）7:30～8:20 附属小学校前交差点）
２ 男女共同参画推進本部幹事会
（1/8（火）10:00～11:00 第二応接室）
３ 感謝状贈呈式（山内 豊功 氏）
（1/8（火）11:40～12:00 知事室）
４ 隣保館職員人権課題別研修Ⅲ
（1/10（木）9:50～15:10 ふくし交流プラザ）
５ 安全安心まちづくり功労団体等表彰審査会
（1/10（木）10:30～12:00 県民文化ホール）
６ 世界まんがセンバツ予選審査会
（1/10（木）14:00～17:00 正庁ホール）
７ 日本・ミクロネシア連邦国交樹立 30 周年記念訪問団派遣
（1/10（木）～1/13（日）ミクロネシア連邦）
８ えせ同和行為をはじめとする不当要求行為対策セミナー
（1/11（金）13:30～17:00 高新文化ホール）
９ 部落解放同盟高知県連合会 2019 年荊冠旗びらき
（1/11（金）18:00～ 三翠園ホテル）
10 文化人材育成プログラム・アートクリエーション講座
（1/12（土）14:00～17:00 県民文化ホール）
11 第 11 回 JFA フットボールカンファレンス 2019
（1/12（土）～1/14（月）県民文化ホールほか）
12 徳島ヴォルティス春期キャンプ
（1/16（水）～1/20（日）春野総合運動公園）
13 アルビレックス新潟春期キャンプ
（1/16（水）～2/16（土）春野総合運動公園）
14 平成 30 年度第 3 回高知県スポーツ振興推進本部会議
（1/17（木）9:00～12:00 第二応接室）
15 部長表敬訪問（JENESYS（インドネシア訪日団）
）
（1/17（木）14:30～14:45 高知城歴史博物館）
16 第３回こうち男女共同参画会議
（1/18（金）10:00～12:00 高知城ホール）
17 人権啓発ミニ番組「心呼吸しよう」
（1/19（土）16:54～17:00 テレビ高知）
18 四国地区スポーツ推進委員研修会
（1/19（土）～1/20（日）サンポートホール高松）
19 高知くろしおキッズ ちゃれんじ２
（1/20（日）10:00～15:30 県立青少年センター）
→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
１月の主要な取り組み予定
20 平成 30 年度人権啓発研修ハートフルセミナー
文化生活
講演会「
「生きる」ことを支える～「介護」ではなく「支援」を～」
スポーツ部（続き）
（1/20（日）14:00～16:00 人権啓発センター）
21 私学助成に関する陳情
（1/21（月）15:00～15:30 第二応接室）
22 副部長表敬訪問（ベンゲット州農業実習生）
（1/22（火）10:00～10:30 文学館ホール）
23 まんが王国・土佐推進協議会 平成 30 年度第５回事業推進部会
（1/23（水）18:30～20:30 県庁第５会議室）
24 第２回市町村人権教育・啓発担当者連絡協議会
（1/25（金）13:00～17:00 県立青少年の家）
25 公立大学法人経営審議会
（1/28（水）14:00～17:00 公立大学法人永国寺キャンパス）
26 第 38 回安全運転管理者選任事業所事業主大会
（1/29（火）14:00～14:50 城西館）
27 第２回高知県人権尊重の社会づくり協議会
（1/29（火) 14:00～16:00 オーテピア高知図書館）
28 消費生活相談員等研修会
（1/31（木）9:30～16:30 県立消費生活センター）
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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

１月の主要な取り組み予定
１ 移住促進アドバイザー会議
（1/9（水）13:30～16:30 オーテピア）
２ 第４回産業振興推進本部会議
（1/15（火）9:00～17:15、1/16（水）9:00～12:00 第二応接室）
３ ＨＡＣＣＰ研修補講
（1/16（水）10:00～17:00 高知会館）
４ JOIN 移住・交流&地域おこしフェア
（1/20（日）10:00～17:00 東京ビッグサイト）
５ 食のプラットホーム外商力アップ勉強会
（1/21（月）14:00～16:00 ちより街テラス）
６ 食のプラットホーム商品力アップ相談会
（1/22（火）9:00～16:30 ちより街テラス）
７ 高知家で暮らす「情報編集部」編集会議
（1/22（火）13:30～15:30 高知市内）
８ ジェトロ国内食品商社との商談会 in 高知
（1/24（木）第１部 13:00～14:30 第 2 部 15:30～17:00
ホテル日航高知旭ロイヤル）
９ 第１回産業振興計画フォローアップ委員会
（1/24（木）13:30～17:00 高知サンライズホテル）
10 旭食品フーデム 2019「高知家のうまいもの大賞 2019」受賞商品ＰＲ
（1/24（木）
、1/25（金）神戸国際展示場（神戸市）
）
11 「高知家のうまいもの大賞 2019」受賞商品表彰式・展示販売会
（1/27（日）10:00～17:00 イオンモール高知南コート
（表彰式 11:00～11:30、展示販売会 10:00～17:00）
）
12 ＨＡＣＣＰ研修
（1/30（水）
、31（木）10:00～17:00 県民文化ホール）
13 農研機構との農業・食品分野におけるＳｏｃｉｅｔｙ5.0 の実現に向けた連携
協力に関する協定締結式
（1/31（木）9:30～10:00 第一応接室）
14 第３回Ｎｅｘｔ次世代型施設園芸農業に関する産学官連携協議会
（1/31（木）10:00～11:00 第二応接室）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
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月の主要な取り組み予定
１ ローカルベンチャー創出プログラム
◯トサベン 2018
・事業検証合宿
（1/12（土）～1/14（月）高知県内）
２ 高知ハッカソン
（1/12（土）9:00～20:30、1/13（日）9:00～17:10 ココプラ）
３ 土佐ＭＢＡ【実科】
○目指せ！弥太郎 商人塾
・SESSION５「組織マネジメントと販売拡大手法」
（1/16（水）13:00～17:00、1/17（木）9:00～17:00、1/18（金）9:00～17:00
ココプラ）
○新事業創出講座
・第４回
（1/23（水）13:00～17:00 ココプラ）
４ シーズ・研究内容紹介
・⑰高知県水産試験場
「高知県における急潮予測の試み」
「養殖魚の寄生虫症対策」
（1/16（水）18:30～20:00 ココプラ）
・⑱高知県立大学 ※テーマ調整中
（1/30（水）18:30～20:00 ココプラ）
５ 第 10 回コーディネーター会議
（1/17（木）15:30～16:30 ココプラ）
６ こうちスタートアップパーク
○スタートサロン⑤「”小さく始めて大きく伸ばす”新規事業のつくり方」
（1/20（日）13:00～17:00 高知県立文学館）
○ステップアッププログラム
・STEP１「アイデアの生み出しかた、カタチにする力を身につける」
（1/26（土）13:00～17:00 ココプラ）
７ 土佐ＭＢＡ【本科】
○エグゼクティブコース
・SESSION５
「お客さまのニーズに合わせた製品開発～マーケティング」
（1/24（木）9:30～17:00 ココプラ）
８ 経営者トーク⑧「ワイン作りを通して目指すこと」
講師：井上石灰工業株式会社 代表取締役社長 井上 孝志 氏
（1/25（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）

１月の主要な取り組み予定
１ 平成 31 年度中部高知県人会定期総会
（1/19（土）ローズコートホテル（名古屋市）
）
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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
（地産外商公社）

１月の主要な取り組み予定
１ 鏡開き・振る舞い酒
（1/2（水）
、1/3（木）13:00～ まるごと高知エントランス）
２ 「明治ザ・チョコレート」×「まるごと高知」コラボ企画「チョコっと「＃ゆ
ず活」
」
（1/8（火）～2/17（日）まるごと高知ほか）
３ 高知フェア
（1/11（金）～1/16（水）アピタ桑名店（愛知）
）
４ 加藤産業第 42 回 2019 春&夏の新製品発表会
（1/17（木）
、1/18（金）10:00～17:00（最終日は 16:00 まで）神戸国際展示場）
５ 日本アクセス西日本春季フードコンベンション 2019
（1/17（木）
、1/18（金）10:00～17:00 インテックス大阪）
６「高知家の魚応援の店」による養殖マグロフェア
（1/20（日）～2/11（月）TOSA DINING おきゃく）
７ 伊藤忠食品（株）
「FOODWAVE 2019」
（1/23（水）
、1/24（木）ポートメッセ名古屋）
８ 国分グループ春夏商品発掘展示会
（1/24（木）東急ホテル（愛知）
）
９ 旭食品フーデム 2019
（1/24（木）
、1/25（金）10:00～16:30（最終日は 16:00 まで）神戸国際展示場）
10 日本アクセス中部エリア 2019 年春季展示商談会
（1/30（水）ポートメッセ名古屋）
11 日本アクセス中四国エリア 2019 年春季展示会
（1/31（木）コンベックス岡山）
【参考：まるごと高知 年末年始の営業】
＜物販：１階「とさ市」
・地下 1 階「とさ蔵」＞
12/29（土）通常営業（10:30～20:00）
12/30（日）10:30～18:00
12/31（月）10:30～17:00
1/1（火）休業
1/2（水）～1/4（金）10:30～18:00
1/5（土）通常営業（10:30～20:00）
＜飲食：2 階レストラン「TOSA DINING おきゃく」＞
12/29（土）通常営業（11:30～22:00）
12/30（日）ランチのみ（11:30～15:30）
12/31（月）～1/6（日）休業
1/7（月）ランチ（12:00～15:00）
ディナー（17:30～23:00）
1/8（火）通常営業（11:30～23:00）
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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）

１月の主要な取り組み予定
１ Ｕ・Ｉターン就職相談会
（1/11（金）14:00～17:20 京都橘大学（京都府）
）
（1/15（火）12:00～14:30 京都女子大学（京都府）
）
（1/24（木）13:00～16:00 大阪商業大学（大阪府）
）
（1/31（木）15:00～16:30 関西学院大学（大阪府）
）
２ 加藤産業第 42 回 2019 春&夏の新製品発表会
（1/17（木）
、1/18（金）10:00～17:00（最終日は 16:00 まで）神戸国際展示場）
３ 日本アクセス西日本春季フードコンベンション 2019
（1/17（木）
、1/18（金）10:00～17:00 インテックス大阪）
４ 森林の仕事ガイダンス
（1/19（土）11:00～17:00 梅田クリスタルホール）
５ 旭食品フーデム 2019
（1/24（木）
、1/25（金）10:00～16:30（最終日は 16:00 まで）神戸国際展示場）
６ 平成 30 年度高知県観光説明会
（1/24（木）15:00～20:00 大阪新阪急ホテル）
７ 高知家大学生交流会 in 大阪
（1/26（土）14:00～16:30 アットビジネスセンター大阪梅田）
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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

１月の主要な取り組み予定
１ 集落活動センター分野別研修会
（1/9（水）13:30～16:30 南国市立稲生ふれあい館）
（1/11（金）13:30～16:30 須崎市立市民文化会館）
２ 狩猟免許試験
（1/12（土）10:00～ わな猟 土佐町保健福祉センター）
（1/26（土）10:00～ 銃猟 高知県立ふくし交流プラザ）
（1/27（日）10:00～ わな猟 高知県立ふくし交流プラザ）
３ 高知地域おこし未来会議第４回フィールド・ミーティング in 芸西村
（1/14（月・祝）13:00～17：00 芸西村の家）
４ 親子野鳥ふれあい教室
（1/20（日）10:00～12:00 鏡川河畔柳原・みどりの広場他）
５ 第４回嶺北地域公共交通協議会
（1/23（水）13:00～ 土佐町あじさいホール）
６ 鳥獣被害対策出前授業
（1/24（木）8:50～12:00 高知県立農業大学校）
７ 平成 30 年度第２回中山間総合対策本部会議
（1/25（金）13:00～17:00 第二応接室）
８ 第４回鳥獣被害対策専門員会
（1/30（水）13:30～17:00 高知城ホール）

14/26

各部局等の主要な取り組み
部局名
商工労働部

１月の主要な取り組み予定
１ 第 31 回土佐和紙書き初め大会
・書き初め大会
（1/5（土）
、1/6（日）10:00～15:00 いの町紙の博物館）
・表彰式
（1/27（日）13:00～14:30 いの町紙の博物館）
２ 平成 30 年度高知県・高知労働局一体的実施事業運営協議会
（1/9（水）13:30～14:30 高知会館）
３ 平成 30 年度第２回高知県雇用対策協定運営協議会
（1/9（水）14:45～16:45 高知会館）
４ 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 ～イノ
ベーションの為のデジタルマーケティング～）
（1/10（木）
、1/17（木）
、1/24（木）13:10～14:40 高知大学）
５ 第１回ＷＥＢセミナー
（1/11（金）21:00～ 高松市（株式会社マイナビ）
）※ＷＥＢでのライブ配信
６ 高知県印刷工業組合新年会
（1/15（火）18:00～ ホテル南水）
７ 丸三産業株式会社 香南工場地鎮祭
（1/17（木）11:00～12:00 丸三産業株式会社 香南工場（香南市）
）
８ 平成 30 年度高知県 IT・コンテンツビジネス起業研究会 第５回情報交換会
及び個別相談会
（1/18（金）13:30～16:00 高知県庁周辺施設）
９ 平成 30 年度第２回商工業部会
（1/18（金）13:30～16:30 高知城ホール）
10 インフラ開発・防災のための建設技術セミナーin インドネシア
（INAP インドネシア関連事業）
（1/22（火）10:30～15:30 プルマンホテル（ジャカルタ）
）
11 高知県工業会講演会・新年賀詞交歓会
（1/24（木）17:00～ 三翠園）
12 高知旭光精工株式会社 高知工場竣工式・式典
・新工場見学会
（1/25（金）15:30～ 高知旭光精工株式会社 高知工場）
・式典
（1/25（金）18:00～ スワロー会館（宿毛市）
）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
観光振興部

１月の主要な取り組み予定
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）～1/31（木）
）
３ 「志国高知 幕末維新博」特別企画「チームラボ 高知城 光の祭」開催
（11/22（木）～1/6（日） 毎日 17:30～21:30 高知城、高知公園）
４ 香川県連携台湾商談会
・台湾台北
（1/8（火）台湾台北）
・台湾高雄
（1/9（水）台湾高雄）
５ 第 30 回全国龍馬ファンの集い第９回部会長会
（1/13（日）16:30～18:00 龍馬の宿 南水（高知市）
６ 高知県観光ガイドおもてなしアドバイザー派遣事業
（1/19（土）8:00～12:00 高知市）
（1/20（日）13:00～17:00 大月町）
７ 第２回高知県産業振興計画フォローアップ委員会観光部会
（1/22（火）9:30～12:00 高知城ホール）
８ 志国高知幕末維新博運営委員会
（1/23（水）13:00～14:30 高知共済会館）
９ 高知県観光説明会
・大阪会場
（1/24（木）15:00～20:00 大阪新阪急ホテル）
・東京会場
（1/30（水）15:00～20:00 京王プラザホテル）
10 米豪市場向けメディアファムツアー及びアドバイザリー会議
・メディアファムツアー（中部）
（1/26（土）～1/28（月）県内中部、西部）
・メディアファムツアー（西部）
（1/26（土）～1/28（月）県内西部）
・第２回アドバイザリー会議
（1/28（月）14:30～16:30 高知市）
11 「志国高知 幕末維新博」 閉幕
（1/31（木）幕末維新博全 25 会場）
12 「リョーマの休日～自然＆体験キャンペーン」スタートイベント
メディア向けプレスツアー
（1/31（木）
、2/1（金）高知市内ほか）
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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

１月の主要な取り組み予定
１ 現地観光商談会＠台湾
（1/7（月）～1/10（木）台湾）
２ 四国おもてなし感激大賞 2018 表彰式
（1/10（木）15:00～ 第一応接室）
３ 第 11 回ＪＦＡフットボールカンファレンス 2019
（1/12（土）～1/14（月）高知県民文化ホールほか）
４ 徳島ヴォルティス春季キャンプ
（1/16（水）～1/20（日）県立春野総合運動公園）
５ アルビレックス新潟春季キャンプ
（1/16（水）～2/16（土）県立春野総合運動公園）
６ おもてなし研修
（1/21（月）ザ クラウンパレス新阪急高知）
７ 観光びらき清掃
（1/23（水）9:30～10:30 高知城）
８ 平成 30 年度 高知県観光説明会
・大阪会場
（1/24（木）15:00～20:00 大阪新阪急ホテル）
・東京会場
（1/30（水）15:00～20:00 京王プラザホテル）
９ 「ガールズ＆パンツァー」ステージイベント in こうち旅広場
（1/26（土）14:00～14:30 こうち旅広場内イベントステージ）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
農業振興部

１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（獣医学生対象：１年次１名）
（11/8（木）～1/31（木）
）
２ 平成 30 年度高知県食の安全・安心推進審議会分科会
（1/8（火）13:30～16:20 高知会館）
３ 「高知県農業協同組合」設立記念祝賀会
（1/12（土）12:00～15:00 ザ クラウンパレス新阪急高知）
４ こうち逸品素材マルシェ商談会
（1/14（月）11:00～16:00 高知蔦屋書店）
５ 第２回産業振興計画フォローアップ委員会農業部会
（1/17（木）13:30～16:00 高知城ホール）
６ 第３回（平成 30 年度）高知県酒米品評会及び酒米新品種「高育酒 80 号」命名
式
（1/24（木）13:30～17:00 高知会館）
７ こうちアグリスクール平日夜間コース東京会場
（1/24（木）
、1/25（金）19:00～21:00
東京農業大学グリーンアカデミーホール）
８ 全国ゆりサミット in 高知
（1/25（金）12:00～19:30 三翠園）
（1/26（土）9:00～12:30 高知市、土佐市）
９ ６次産業化セミナー成果発表会
（1/25（金）13:30～17:00 ちより街テラス）
10 新・農業人フェア（東京会場）
（1/26（土）10:00～16:30 サンシャインシティ）
11 第３回高知オーガニックフェスタ
（1/27（日）11:00～15:00 帯屋町アーケード２丁目）
12 高知県農村女性リーダー交流会
（1/29（火）11:00～15:00 高知パレスホテル）
13 農業先進技術セミナー
（1/31（木）13:30～16:00 農業技術センター）
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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

１月の主要な取り組み予定
１ 土佐緑友会祝賀会
（1/4（金）11:00～13:30 ザクラウンパレス新阪急高知）
２ 木質バイオマスエネルギー地域実践家育成研修会 in 高知
（1/15（火）10:00～16:30 天然温泉 はるのの湯（高知市）
）
３ 【フラット 35】子育て支援型及びこうちの木の住まいづくり助成事業に係
る相互協力に関する協定締結式（住宅金融支援機構）
（1/17（木）14:00～15:00 林業振興・環境部長室）
４ 森林のガイダンス
・大阪会場
（1/19（土）11:00～17:00 梅田クリスタルホール）
・東京会場
（1/26（土）11:00～17:00 東京国際フォーラム）
５ 特定外来生物「ヒアリ」の防除等に関する勉強会
（1/22（火）高知みらい科学館）
６ 第 12 回協働の森フォーラム
（1/24（木）13:00～17:00 高知県民文化ホール）
７ 平成 30 年度治山・保安林関係事業担当課長等会議
（1/24（木）
、1/25（金）林野庁）
８ 高知県立林業大学校公開講座「林業・木材産業のこれから」
（1/25（金）13:00～16:10 高知県立林業大学校）
９ 砂防・治山事業高知地方連絡調整会議
（1/25（金）13:30～16:00 四国森林管理局）
10 いなか暮らしスタイル
（1/26（土）12:00～17:00 大阪マーチャンダイズ・マート）
11 ＷＯＯＤコレクション 2019
（1/29（火）10:00～17:30
1/30（水）10:00～16:30 東京ビックサイト）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
水産振興部

１月の主要な取り組み予定
１ 改正漁業法に関する説明会
（1/11（金）15:00～16:30 高知商工会館）
２ 日本遺産シンポジウム in 黒潮町
（1/12（土）10:00～12:00 黒潮町総合センター）
３ 第２回高知県産業振興計画フォローアップ委員会水産業部会
（1/18（金）13:30～15:30 高知サンライズホテル）
４ 高知県養殖魚輸出促進協議会先進地 HACCP 工場視察研修
（1/25（金）
、1/26（土）大分県、宮崎県）
５ 消費地市場での県産水産物 PR
（1/26（土）9:00～12:00 松山市公設水産地方卸売市場）
６ 「高知家の魚応援の店」産地見学会
（1/27（日）
、1/28（月）県西部地域）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
土木部

１月の主要な取り組み予定
１ フェリー「いしかり」高知新港寄港
（1/1（火・祝）8:00 入港～19:30 出港）
２ 高知県建設産業団体連合会新年懇談会
（1/4（金）13:00～ クラウンパレス新阪急高知）
３ 日本客船「にっぽん丸」高知新港寄港
（1/6（日）8:00 入港～16:00 出港）
４ 四国地方幹線道路協議会
（1/11（金）10:30～12:00 高松サンポート合同庁舎）
５ 平成 30 年度耐震改修技術学校（第三回）
（1/17（木）13:30～16:30 高知共済会館）
６ ＩＣＴ技術研修会（幡多地区）
（1/18（金）10:00～14:00 幡多土木事務所ほか）
７ ＩＮＡＰタンジュンペラ会議及びインドネシア経済ミッション
（1/23（水）～1/25（金）インドネシア）
８ 環瀬戸内海地域交流促進協議会
（1/21（月）13:30～15:00 高松サンポート合同庁舎）
９ 奈半利川水系ダム検討会
（1/22（火）14:00～16:00 北川村民会館）
10 港湾関係団体新春賀詞交歓会
（1/23（水）18:30～ ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京）
11 高知から発信する下水道の未来第２回シンポジウム
（1/29（火）
、1/30（水）高知大学ほか）
12 四国地方公共工事品質確保推進協議会
（1/30（水）13:10～14:10 高松サンポート合同庁舎）
13 四国防災トップセミナー
（1/30（水）14:30～17:15 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
会計管理局

１月の主要な取り組み予定

１ 会計検査
（1/8（火）中央家畜保健衛生所）
（1/10（木）幡多看護専門学校）
（1/11（金）西部家畜保健衛生所）
（1/16（水）
、1/17（木）高知土木事務所）
（1/22（火）畜産試験場）
（1/23（水）教育センター）
（1/24（木）児童家庭課、協同組合指導課、情報政策課、保健体育課）
（1/25（金）高齢者福祉課、用地対策課、建築指導課、健康長寿政策課）
（1/29（火）紙産業技術センター）
（1/31（木）高知若草養護学校）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
公営企業局

１月の主要な取り組み予定
１ 電気事業及び工業用水道事業経営戦略（案）パブリックコメント
（12/25（火）～1/31（木）
）
２ 第 13 回高知県立病院経営健全化推進委員会
（1/17（木）18:30～20:30 高知共済会館）
３ がんの訪問授業
（1/18（金）13:30～15:20 宿毛東中学校）
（1/31（木）13:50～15:30 清水小学校）
４ 障害者を対象とした県立病院職員採用選考試験）
（1/19（土）9:00～ 職員能力開発センター）
５ がんの学び舎“みんな知りたい がんの話”
（1/26（土）10:00～11:30 三原村下切地区）
６ 現金出納検査
（1/31（木）北庁舎２階南会議室）
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

１月の主要な取り組み予定
１ いじめ問題調査委員会
（1/8（火） 17:30～20:30 教育委員室）
２ 薬物乱用防止教育研修会
（1/18（金）9:30～12:30 高知城ホール）
３ がん教育推進研修会
（1/18（金）13:30～17:00 高知城ホール）
４ 高知県社会教育実践交流会
（1/19（土）10:00～16:30 のいちふれあいセンター）
５ 高知夢いっぱいプロジェクト
夢・志を育む学級運営のための実践研究事業公開授業研修会
（1/21（月）13:10～17:00 土佐市立高岡第一小学校）
（1/29（火）13:15～16:50 南国市立長岡小学校）
６ 読解力について考えるフォーラム
（1/22（火）13:15～16:30 県民文化ホール・グリーン）
７ 県立学校長事業等説明会
（1/25（金）13:30～17:00 教育センター本館）
８ 高知県小中学校 PTA 連合会と高知県教育委員会との教育研修会
（1/26（土）15:00～17:30 高知青少年の家）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
警察本部

１月の主要な取り組み予定
１ 年末年始の交通安全運動
・年始の実施期間
（1/8（火）～1/17（木）県下）
２ 110 番の日
・１日通信指令課長の委嘱
（1/10（木）9:00～9:45 警察本部）
・広報イベント
（1/10（木）10:00～12:00 ＪＲ高知駅「こうち旅広場」
）
３ 平成 31 年高知県警察年頭視閲式
（1/11（金）10:30～12:00 城西公園グラウンド）
４ 高知県警察官Ａ男性採用（特別募集）第一次試験
（1/13（日）9:00～16:30 高知県職員能力開発センター・警察本部等）
５ 平成 30 年度高知県警察逮捕術大会
（1/18（金）9:00～16:30 県立武道館）
６ インターネット安心・安全セミナー
（1/18（金）14:00～16:30 サンピアセリーズ）
７ 第１回県下警察署長会議
（1/21（月）13:30～17:15 警察本部）
８ 高知県電動車椅子安全利用促進連絡協議会
（1/23（水）13:30～15:00 警察本部）
９ 第 53 回四国４県警察音楽隊演奏会
・開始式
（1/25（金）16:00～16:20 警察本部）
・市中パレード
（1/26（土）15:50～16:30 帯屋町アーケード等）
・演奏会
（1/27（日）14:00～17:00 高知県民体育館）
10 ミニ広報紙優秀作品審査会
（1/30（水）9:00～16:00 警察本部）
11 第 86 期初任科卒業式
（1/31（木）10:00～ 県警察学校）
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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

１月の主要な取り組み予定
１ 仕事始め式
（1/4（金）8:30～ ぢばさんセンター）
２ 農商工連携セミナー スーパーマーケット・トレードショー ブースディス
プレイ作成講座
（1/8（火）
、1/9（水）ぢばさんセンター）
３ 地場産大賞最終審査会（一般の部）
（1/10（木）オーテピア）
４ 働き方改革推進支援セミナー
（1/11（金）16:00～17:00 高知市社会福祉協議会）
５ 地場産大賞最終審査会（高校生の部）
（1/12（土）ぢばさんセンター）
６ よろず支援拠点 ホームページ作成セミナー
（1/16（水）13:30～15:00 ぢばさんセンター）
７ 高知中金会賀詞交歓会
（1/18（金）18:10～ 三翠園）
８ ＩＮＡＰ防災セミナー商談会
（1/22（火）～1/24（木）インドネシア）
９ 働き方改革推進支援セミナー
（1/23（水）13:30～14:00 西土佐商工会）
10 よろず支援拠点 ホームページ活用セミナー
（1/23（水）13:30～15:00 ぢばさんセンター）
11 県工業会賀詞交歓会
（1/24（木）18:15～ 三翠園）
12 第 10 回 事業戦略支援会議
（1/29（火）13:30～15:30 ぢばさんセンター）
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