
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 全国知事会 地方税財政常任委員会
（10/3（木）13:30～15:00 都道府県会館）
２ 令和元年執行県知事選挙立候補予定者説明会
（10/4（金）13:30～17:00 正庁ホール）
３ 第136回高知県市長会議
（10/7（月）13:30～ 土佐市立USAくろしおセンター）
４ 令和元年度第５回行政不服審査会
（10/7（月）14:00～16:00 西庁地階）
５ れんけいこうち担当者会議
（10/10（木）時間未定 本山町プラチナセンター
10/11（金）時間未定 幡多総合庁舎
10/16（水）時間未定 須崎市総合福祉センター
10/17（木）時間未定 安芸総合庁舎
10/18（金）時間未定 幡多総合庁舎）

６ 日本遺産サミットin高知
（10/12（土）、10/13（日）帯屋町アーケード、オーテピア高知図書館 ほか）
７ 中山間対策テレビ特別番組（高知さんさんテレビ）
「笑顔ひろがる故郷（ふるさと）に～住民力でつくる集落活動センター～」
（10/12（土）18:30～19:00 本放送、10/19（土）16:55～17:25 再放送）
８ 令和元年度高知県職員（児童自立支援専門員・保育士・獣医師・薬剤師）採
用選考考査
（10/13（日）8:30～ 職員能力開発センター）

９ Ｌｅｔ’ｓトライ！！健康度ＵＰ大作戦 仮想ウォーキング「聖火リレーで一

足早い東京オリンピック！！気分」

（10/15（火）～11/14（木））

10 令和元年度第３回公文書管理委員会
（10/15（火）14:00～17:00 高知城歴史博物館 １Ｆホール）
11 企業版ふるさと納税感謝状贈呈式（四国総合信用株式会社）
（10/15（火）15:00～15:15 知事室）

12 令和元年度高知地方税務協議会

（10/25（金）10:00～11:30 職員能力開発センター２０２）
13 第３回高知県総合教育会議
（10/25（金）13:30～15:30 人権啓発センター６Ｆホール）
14 公益認定等審議会
（10/25（金）14:00～ 本庁地下第３・４会議室）
15 令和元年度障害者を対象とした高知県職員等採用選考試験
（10/27（日）9:40～ 職員能力開発センター）

16 国連アジア太平洋統計研修所「第１回持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）のモニ

タリングのための公的統計の理論と実践コース」実施研修（家計調査）の受け

入れ

（10/29（火）12:30～ 10/31（木）15:25 高知市内及び南国市内）

17 令和元年度市町村総務・財政担当課長会

（10/29（火）13:00～16:00 オーテピア４Ｆ研修室）

18 高知県電子自治体推進協議会総会

（10月下旬 高知市内予定）

1/34



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 経済産業省令和２年度予算概算要求説明会
（10/1（火）13:30～18:00 経済産業省別館）
２ 大韓民国大使館建国記念日（開天節）レセプション
（10/3（木）17:00～19:00 ホテルニューオータニ）

３ 令和元年度全国東京事務所長講演会
（10/4（金）14:00～15:30 都道府県会館）
４ 明治安田生命保険相互会社 高知県フェア
（10/7（月）11:00～14:00 江東区東陽）
５ 明日の地域づくりを考える四国会議（四国経済連合会等４団体）
（10/9（水）11:00～12:30 ホテルニューオータニ）
６ 21世紀・活力ある道づくりを目指す四国連合協議会
（四国４県と国土交通省との意見交換、要望活動）
（10/10（木）10:00～17:00 都道府県会館ほか）
７ 高知県観光説明会（高知県観光コンベンション協会主催）
（10/10（木）15:00～20:10 京王プラザホテル）
８ 首都圏同窓会
・高知工業高校
（10/12（土）13:00～14:45 銀座）
・宿毛高校
（10/12（土）都内）
・中村高校
（10/19（土）港区高輪）
・学芸高校
（10/26（土）都内）
９ 第31回おりょうさんまつり
（10/12（土）13:30～16:30 横須賀市）
10 首都圏のよさこい祭り
・第19回坂戸よさこい
（10/12（土）・10/13（日）埼玉県坂戸市）
・第52回ふくろ祭り
（10/13（日）池袋）

11 第44回中区民祭り「ハローよこはま2019」イベント支援
（10/13（日）13:00～18:00 横浜市）
12 第7回アニ玉祭（アニメ・マンガまつりin埼玉）高知県ブース補助
（10/14（月・祝）9:00～13:00 さいたまスーパーアリーナ）
13 手話を広める知事の会
（10/15（火）都内）
14 高知家ＩＴコンテンツネットワーク大交流会
（10/19（土）14:00～18:00 千代田区丸の内）
15 大学主催就職相談会等における高知県ＰＲ
・専修大学ＵＩＪ相談会
（10/24（木）11:30～15:30 専修大学生田キャンパス）

→ 次頁に続く
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東京事務所
（続き）

16 森林（もり）の仕事ガイダンス東京会場 高知県関係ブース支援
（10/26（土）11:00～17:00 東京国際フォーラム）
17 四国暮らしフェア
（10/27（日）9:00～17:45 ふるさと回帰支援センター）
18 安全・安心の道づくりを求める全国大会（道路関係４団体）

（10/29（火）12:30～16:30 東京国際フォーラム）
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危機管理部 １ 令和元年度第６回地域本部連絡会議

（10/4（金）15:00～17:00 防災作戦室）

２ 陸上自衛隊中部方面隊創隊59周年記念行事

（10/6（日）10:30～14:00 伊丹駐屯地）

３ 液化石油ガス業務主任者講習会

（10/9（水）9:30～15:00 中村地区建設協業組合会館

10/17（木）9:30～15:00 高知城ホール）

４ 第62回南海トラフ地震対策推進本部会議

（10/9（水）13:00～15:00 第二応接室）

５ 第１回避難路の液状化対策検討会

（10/11（金）10:00～12:00 ちより街テラス）

６ 令和元年度高知県防災会議幹事会

（10/11（金）14:00～15:00 サンライズホテル）

７ 令和元年度高知県消防操法大会

（10/13（日）9:00～16:10 県消防学校）

８ 令和元年度高知県殉職警察職員慰霊祭

（10/16（水）10:00～11:00 県警察本部）

９ 令和元年度高知県防災行政無線運営協議会臨時総会

（10/17（木）13:30～14:30 高知市消防団本部）

10 令和元年度新型インフルエンザ等対策訓練

（10/17（木）14:00～16:00 四万十市竹本病院）

11 令和元年度高知県消防長会秋季総会

（10/18（金）14:30～17:00 須崎市立市民文化会館）

12 令和元年度中央西災害対策支部震災対策訓練

（10/18（金）時間、場所未定）

13 ぼうさいこくたい2019＠NAGOYA

（10/19（土）10:00～18:00 名古屋市）

14 中国四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練作業部会

（10/23（水）14:00～17:00 高知市東消防署）

15 令和元年度中央東災害対策支部震災対策訓練

（10/23（水）時間、場所未定）

16 2019年度高知空港航空機事故対応訓練

（10/24（木）10:00～16:00 高知龍馬空港）

17 令和元年度高知県女性防火クラブ連絡協議会研修会

（10/24（木）、10/25（金）土佐市民体育館他）

18 令和元年度陸上自衛隊四国地区殉職隊員追悼行事

（10/26（土）10:30～ 善通寺駐屯地）

19 四国緊急災害現地対策本部運営訓練

（10/29（火）9:30～12:00 高松サンポート合同庁舎）

20 高知県消防殉職者慰霊祭

（10/31（木）10:00～12:00 県消防学校）
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健康政策部 １ 健康パスポートアプリによる歩数競争イベント開催
（10/1（火）～10/31（木））

２ 高知県医療関連感染対策地域支援ネットワーク会議及び高知県ICNネットワ
ークの会
（10/3（木）18:30～20:30 第二応接室）

３ 犬・猫の飼い方講習会・譲渡見学会

（10/5（土）9:30～11:30 県民文化ホール

12:30～13:30 中央小動物管理センター）

（10/9（水）13:00～15:00 幡多福祉保健所

15:00～16:00 中村小動物管理センター）

４ がん検診啓発イベント

（10/6（日）10:00～17:00 イオンモール高知）

５ ふぐ処理師試験

（10/8（火）10:00～15:00 RKC調理製菓専門学校）

６ 地域医療構想調整会議（物部川部会）定例会議

（10/8（火）18:30～20:30 中央東福祉保健所）

７ 健康経営セミナー

（10/9（水）13:30～16:00 高新文化ホール）

８ 医療勤務環境改善研修会

（10/9（水）14:00～17:00 セリーズ）

９ 高知家健康会議

（10/10（木）14:15～16:15 セリーズ）

10 高知県医療関連感染対策研修会
(10/13（日）13:30～16:00 総合あんしんセンター）

11 PhDLS研修（災害薬事研修）

(10/14（月）8:50～17:00 近森病院）

12 第２回高知県食品総合衛生管理認証審査会

（10/15（火）13:30～17:00 衛生環境研究所）

13 高知県難病対策地域協議会

（10/16（水）18:30～20:30 第二応接室）
14 新型インフルエンザ等対策訓練
（10/17（木）14:00～16:00 竹本病院）

15 高知県医師会と高知県（健康政策部・地域福祉部）の協議会及びさつき会

（10/17（木）18:30～21:30 高知会館）

16 高知県薬事功労者等知事表彰

(10/18（金）15：00～15:30 健康政策部長室）
17 第２回高知県産婦健康診査事業体制整備検討会

（10/18（金）19:00～21:00 第二応接室）

18 ペットの災害対策に関する講演会

（10/20（日）14:30～16:00 ちより街テラス）

→ 次頁に続く
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健康政策部
（続き）

19 第78回日本公衆衛生学会総会・付随行事

・全国保健所長会

（10/21（月）10：00～17：00 ザ・クラウンパレス新阪急高知）

・全国衛生部長会議

（10/21（月）12：30～15：30 ザ・クラウンパレス新阪急高知）

・全国保健統計協議会

（10/21（月）13：30～16：30 高知城ホール）

・地方衛生研究所全国協議会

（10/21（月）13：30～17：00 高知城ホール）

・第78回日本公衆衛生学会総会

（10/23（水）～10/25（金）高知市文化プラザかるぽーと）
20 がん相談会2019
（10/22（火）10:00～17:00 オーテピア）

21 登録販売者試験

（10/24（木）10:30～15:40 高知城ホール、高知商工会館）

22 第２回DMATロジスティック技術向上研修

（10/26（土）10:00～16:30 高知医療センター）

23 リレー・フォー・ライフ・ジャパン2019高知
（10/26（土）12:00～、10/27（日）12:00 高知大学医学部グラウンド）

24 第38回動物愛護のつどい

（10/27（日）9:30～17:00 高知県立のいち動物公園

10:30～15:00 丸ノ内緑地

11:30～15:00 わんぱーくこうちアニマルランド）

25 肝炎啓発イベント

（10/27（日）10:00～14:00 香南市立野市小学校（のいちっこまつり））

26 レジオネラ属菌汚染防止対策講習会

（10/29（火）14:00～16:00 幡多総合庁舎）
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地域福祉部 １ 里親制度啓発パネル展

（9/27（金）～10/10（木）オーテピア１階 休憩コーナー）

（10/11（金）～10/24（木）蔦屋書店２階）

２ 平成31年度高知県発達障害児等支援スキルアップ研修

（10/1（火）、10/8（火）、10/17（木）9:00～12:00 ふくし交流プラザ）

３ 高知県介護事業所認証評価制度集合相談会

（10/1（火）9:30～16:45 四万十市防災センター）

（10/2（水）9:30～16:45 こうち男女共同参画センターソーレ）

（10/3（木）9:30～16:45 安芸総合庁舎）

４ 令和元年度認定調査員現任研修会

（10/1（火）13:30～16:30 ふくし交流プラザ）

（10/4（金）13:30～16:30 佐川町健康福祉センター）

（10/16（水）13:30～16:30 安芸総合庁舎）

（10/28（月）13:30～16:30 幡多総合庁舎）

５ 令和元年度高知県児童養護施設等基幹的職員研修

（10/2（水）10:00～16:30、10/3（木）9:00～16:30 中央児童相談所）

６ 令和元年度成年後見制度利用促進セミナー

（10/2（水）13:30～16:30 ふくし交流プラザ）

７ 令和元年度サービス管理責任者等基礎研修

（10/3（木）9:30～17:00 ふくし交流プラザ）

８ ＯｎｅＬｏｖｅ全国一斉里親制度啓発キャンペーン

（10/4（金）16:00～ 高知市帯屋町アーケード周辺でチラシ配布）

９ 高齢者の「できる」を引き出す研修会

（10/4 （金）18:30～20:00 ふくし交流プラザ）

10 「高知で恋しよ!!マッチング」出張登録閲覧会

・ヘアメイク、写真撮影付き登録会

（10/6（日）10:00～17:00、10/7（月）13:00～20:00

こうち出会いサポートセンター）

（10/20（日）10:00～17:00 須崎市立市民文化会館）

・出張登録閲覧会

（10/17（木）17:30～19:30 香美市立中央公民館）

（10/30（水）、10/31（木）16:00～19:00 土佐清水市立中央公民館）

11 相談支援事業所連絡会

（10/8（火）10:00～12:00 土佐希望の家）

12 令和元年度高知県高齢者虐待防止・権利擁護中堅職員研修

（10/9（水）、10/10（木）10:00～16:00 県立青少年の家）

→ 次頁に続く

7/34



各部局等の主要な取り組み
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地域福祉部
（続き）

13 高知県介護事業所認証評価制度支援セミナー

・スタートアップセミナー

（10/9（水）10:30-16:45 安芸市民会館）

（10/10（木）10:30-16:45 こうち男女共同参画センターソーレ）

（10/11（金）10:30-16:45 四万十市防災センター）

14 高知家健康会議

（10/10（木）14:15～16:15 セリーズ）

15 高知県地域包括ケアマネジメントリーダー養成研修

（10/11（金）9:00～17:00 高知県立大学池キャンパス）

16 令和元年度第１回「高知家の出会い・結婚・子育て応援団」交流会

・中部地区

（10/16（水）10:00～11:40 オーテピア高知図書館）

・西部地区

（10/17（木）14:00～15:40 四万十市立中央公民館）

・育休プチMBA

（10/28（月）13:00～15:30 こうち男女共同参画センターソーレ）

17 第66回高知県身体障害者福祉大会

（10/16（水）10:30～12:30 佐川町立桜座）

18 香南市ネウボラ推進会議

（10/16（水）14:00～ 香南市）

19 婚活サポーター養成講座

（10/19（土）13:30～15:00 四万十市立中央公民館）

20 ペアレントメンター個別相談

（10/21（月）9:30～10:30、11:00～12:00 療育福祉センター）

21 令和元年度高知県高齢者・障害者虐待防止・権利擁護研修

（10/21（月）10:00～16:30 ふくし交流プラザ）

22 第55回全国精神保健福祉センター研究協議会

（10/21（月）11:00～19:30、10/22（火）9:05～15:55 城西館）

23 ギャンブル障がい相談支援スキルアップ研修

（10/23（水）9:00～12:00 保健衛生総合庁舎）

24 令和元年度高知県高次脳機能障害支援委員会

（10/25（金）18:30～20:00 県民文化ホール）

25 認知症サポーター養成講座

（10/26（土）10:00～12:00 高知新聞放送会館）

26 ＡＢＡセミナー

・基礎編

（10/26（土）10:00～12:00 こうち男女共同参画センターソーレ）

・応用編

（10/26（土）13:30～16:30 こうち男女共同参画センターソーレ）

→ 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）

27 オレンジリボンたすきウォーク

（10/27（日）10:45～11:30 高知市帯屋町アーケード内）

28 令和元年度発達障害に関するセミナー

（10/28（月）13:00～15:30 こうち男女共同参画センターソーレ）

29 オーテピア高知声と点字の図書館運営協議会

（10/29（火）19:00～21:00 オーテピア４階ホール）

30 子ども食堂開設準備講座（予定）

（10/29（火）本山町、10/31（木）四万十市 ※場所、時間は調整中）

31 令和元年度高知県相談支援従事者「初任者」研修

（10/30（水）、10/31（木）9:30～17:00 ふくし交流プラザ）

32 スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）と子ども食堂との情報交換会

（10/30（水）18:00～ 香美市教育支援センター）
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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74回国民体育大会 いきいき茨城ゆめ国体

（9/28（土）～10/8（火）茨城県）

２ WHOキッズチャンピオンプログラム受入

・部長表敬・高知県の概要プレゼンほか

（10/4（金）13:30～16:00 高知城歴史博物館）

・健康増進プログラム体験

（10/5（土）仁淀川町）

・スポーツＪＡＭフェスタ

（10/6（日）春野総合運動公園）

・給食・体育活動体験

（10/7（月）高知国際中学校）

３ ハワイ州上院議員ブライアンT・タニグチ氏 知事・県議会議長表敬

（10/4（金）16:30～16:45 第一応接室）

４ 光の村養護学校土佐自然学園創立50周年記念行事

（10/5（土）9:00～12:15 光の村養護学校）

５ ＧＩＡＮＴ社 元ＣＥＯ トニー氏 四国一周サイクリングツアー

（10/5（土）～10/8（火）室戸市～高知市～四万十市）

６ スポーツＪＡＭフェスタ2019

（10/6（日）9:00～16:00

春野総合運動公園 体育館・陸上競技場・屋内運動場）

７ 国際ふれあい広場inこうち2019

（10/6（日）10:00～16:00 ひろめ市場前）

８ 中国・四国ブロック「令和元年度交通ボランティア等ブロック会」
（10/7（月）13:00～17:00 高知会館）

（10/8（火） 9:00～12:00 高知会館）

９ 安全安心まちづくりの日高知県民のつどい

（10/8（火）12:30～16:00 高知会館）

10 高知市通学路安全対策連絡協議会

（10/9（水）13:30～15:00 アスパルこうち）

11 私立学校人権教育主任者研修

（10/10（木）13:30～15:10 人権啓発センター）

12 まんが教室

（10/11（金）15：15～16：00 具同小学校）

13 内閣府外国青年招へい地方プログラム副部長表敬

（10/11(金) 16:00～16:30 ザクラウンパレス新阪急高知）

→ 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）

14 アニ玉祭（アニメ・マンガまつりin埼玉）県ブース出展

（10/14（月）さいたま市）

15 ミクロネシア連邦モリファミリー受入

（10/15（火）～10/19（土））

・森小弁生誕150周年記念特別事業

（10/18（金）14:00～16:00 三翠園）

・ミクロネシア連邦独立33周年他記念レセプション

（10/18（金）18:30～21:00 三翠園）

16 人材育成プログラム・アートビジネス講座

（10/18（金）14:00～16:00 ココプラ）
17 安全安心まちづくりひろば
（10/19（土）10:00～15:00 イオンモール高知）
18 まんが王国・土佐 まんが塾
（10/20（日）11：00～15：00 本庁舎地下会議室）
19 県民交通安全の日街頭啓発
（10/21（月）7:30～8:20 県庁前交差点）

20 公立大学法人経営審議会・理事会

（10/21（月）14:00～16:00 高知県立大学池キャンパス）

21 第10回高知県私学振興大会

（10/27（日）13:30～16:30 クラウンパレス新阪急高知）

22 令和元年度人権啓発研修 第２回ハートフルセミナー
講演会「LGBTのこと そして人権 ～誰もが生きやすい社会へ～」
（10/27（日）14:00～16:00 人権啓発センター）
23 まんが教室
（10/28（月）15:15～16:15 窪川小学校）

24 女性のための再就職準備イベント

（10/29（火）10:00～15:30 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 10月の主要な取り組み予定

産業振興推進部 １ 台湾高知県フェアat微風広場

（10/1（火）～10/14（月･祝）台北市（台湾））

２ 一般衛生管理研修

（10/2（水）10:00～17:00 高知会館）

３ 第４回食のプラットホーム勉強会

（10/4（金）14:00～16:00 高知城ホール）

４ 欧州食品展示会ＡＮＵＧＡ 2019

（10/5（土）～10/9（水）10:00～18:00 ケルン（ドイツ））

５ 中国四国もうひとつのふるさと探しフェアin大阪

（10/5（土）11:00～16:00 難波御堂筋ホール（大阪府））

６ 土佐酒プロモーション 台湾・スペイン・イギリス

（10/8（火）13:30～16:30 台北市）

（10/14（月･祝）15:00～23:00、10/15（火）17:00～23:00 マドリード）

（10/17（木）11:30～23:00 バルセロナ）

（10/19（土）、10/20（日）13:00～18:00 ロンドン）

７ ＨＡＣＣＰトップセミナー

（10/8（火）14:00～16:00 ちより街テラス）

８ 四国４県連携事業レストランプロモーション

（10/19（土）、10/20（日）ホーチミン（ベトナム））

９ 四国暮らしフェアin東京2019

（10/27（日）11:00～16:00 東京交通会館（東京都））

12/34



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】
〇事業創出コース
・第１講「新規事業創出入門」
（10/1（火）13:30～15:00、19:00～20:30 ココプラ）
・第２講「商品・サービス開発 ①基礎」
・第３講「商品・サービス開発 ②企画提案」
※第２講、第３講はセット開催
（10/18（金）、10/19（土）13:30～16:50 ココプラ）
〇事業マネジメント・業務改善コース
・第５講「業務改革の始め方」
（10/4（金）15:30～17:00、10/5（土）13:30～15:00 ココプラ）
〇特別セミナー/スキルアップセミナー
・第４講「ネゴシエーション～交渉理論を習得して対立を乗り越える～」
（10/7（月）13:30～16:30 ココプラ）
・第５講「失敗しない会議の進め方（準備編）」
（10/30（水）13:30～16:30 ココプラ）
〇財務戦略コース
・第６講「管理会計」
（10/11（金）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
・第７講「資金調達と投資判断」
（10/25（金）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
〇組織・人的資源マネジメントコース
・第１講「人と組織のマネジメント入門」
（10/23（水）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
・第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

も考える～」
（10/26（土）10:30～12:00、10/29（火）13:30～15:00 ココプラ）
２ シーズ・研究内容紹介
・⑨高知工業高等専門学校
「ギリシャの言語的少数者ウ゛ラーフから見る『民族』」
（10/2（水）18:30～20:00 ココプラ）
・⑩高知学園短期大学
※テーマ未定
（10/16（水）18:30～20:00 ココプラ）
・⑪高知県紙産業技術センター
「異物分析は『観察』と『分類』の科学だ（異物分析概論）」
（10/30（水）18:30～20:00 ココプラ）
３ 土佐ＭＢＡ【実科】
〇社内起業家（イントラプレナー）育成支援プログラム
・Day４「ビジネスモデル化する」
（10/6（水）13:00～16:00 ココプラ）
〇土佐経営塾
・第４回「投資の『見返り』とは何であるのか」
（10/7（月）19:00～21:00 ココプラ）

→ 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（続き）
（こうちスタート
アップパークを含
む）

・第５回「投資計画とその評価」
（10/14（月・祝）19:00～21:00 ココプラ）
・第６回「『夢』の再構築」
（10/20（日）13:30～17:30 ココプラ）
・第７回「公的補助金と起業」
（10/28（月）19:00～21:20 土佐市内）
〇目指せ！弥太郎 商人塾
・第３回「先進事例に学ぶ、コンセプトとは」
（10/8（火）13:00～17:00、10/9（水）9:00～17:00、10/10（木）9:00～17:00

ココプラ）
〇エグゼクティブコース
・第３回「ビジネスシミュレーション～『儲かる仕組み』構築の全体像を俯瞰

する」
（10/24（木）9:30～17:00 ココプラ）
４ わくわく地方生活実現生活パッケージ
○いつかはローカル起業プログラム＠大阪 Day３ 収支計画の策定
（10/6（日）13:00～16:00）
５ 高知県産学官民連携センター「ココプラ」５周年記念イベント
「～つながる ひろがる～」
（10/6（日）13:30～16:40 ココプラ他）
６ ローカルベンチャー創出プログラム
○ＴＯＳＡＰＩＴＣＨ Vol2 in 東京
（10/12（土）13:00～17:00 東京都）
○アイデアソン・トサベン第１日
（10/19（土）14:00～19:00 東京都）
７ こうちスタートアップパーク
○スタートサロン⑥
ビジネスモデルと収支計画から考える、お金を生むしくみ
（10/20（日）13:00～16:00 ココプラ）
○デモデイ（アイデア発表会）
（10/27（日）15:00～19:00 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 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
（10/3（木）～10/8（火）アピタ名古屋空港店（愛知県））
（10/17（木）～10/22（火）アピタ千代田橋店（愛知県））
２ 高知に行こう！県営名古屋空港から高知龍馬空港までひとっとび
（10/5（土）アピタ名古屋空港店エアポートウォーク３Ｆ（愛知県））
３ 「第22回安濃津よさこい2019」での高知県観光ＰＲ
（10/12（土）、10/13（日）津市（三重県））
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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 株式会社家族亭「四国フェア」

（9/2（月）～10/20（日）家族亭77店舗（大阪府他））

２ リーガロイヤルホテル大阪 高知県フェア

（9/2（月）～11/4（月）リーガロイヤルホテル大阪（大阪府））

３ 高知フェア

（9/16（月･祝）～11/15（金）居酒屋 味楽座・操舵４店舗（大阪府･奈良県））

（10/1（火）～10/17（木）サザビーリーグ神楽坂（東京都））

（10/1（火）～11/29（金）（土日祝日ディナーのみ）

赤坂エクセルホテル東急（東京都））

（10/1（火）～11/30（土）ラ・ロシェル山王店（東京都））

（10/3（木）～10/8（火）アピタ名古屋空港店（愛知県））

（10/5（土）、10/6（日）スーパー山田屋（京都府））

（10/17（木）～10/22（火）アピタ千代田橋店（愛知県））

４ 永和商事株式会社「高知漁港祭り」

（9/16（月･祝）～11/30（土）いけす無門新宿店（東京都））

５ サカツコーポレーション展示会「FooDrink EXPO 2019」

（10/2（水）、10/3（木） 中小企業振興会館（愛知県））

６ 東急百貨店東横店「フードショー ジスウィーク４ アンテナ特集」

（10/17（木）～10/23（水）東急百貨店東横店（東京都））

７ 第７回土佐っておいしい！食の大商談会

（10/30（水）12:00～17:00 東武ホテルレバント東京（東京都））
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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 株式会社家族亭「四国フェア」

（9/2（月）～10/20（日）家族亭77店舗（大阪府他））

２ リーガロイヤルホテル大阪 高知県フェア

（9/2（月）～11/4（月）リーガロイヤルホテル大阪（大阪府））

３ 居酒屋 味楽座・操舵 高知フェア

（9/16（月･祝）～11/15（金）４店舗（大阪府･奈良県））

４ 「龍馬と勝海舟をめぐる人々」開会式

（10/2（水）09:30～ 霊山歴史館（京都府））

５ 四国観光商談会

（10/2（水）14:00～ ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪（大阪府））

６ 大丸梅田店地下１階西菓子イベント（仮称）

（10/2（水）～10/8（火）大丸梅田店（大阪府））

７ 第13回にほんのお酒

（10/3（木）、10/4（金）17:00～22:00 ラグザ大阪（大阪府））

８ 中華民國（台湾）108年國慶日祝賀酒會

（10/4（金）18:00～ ウェスティンホテル大阪（大阪府））

９ 中国四国もうひとつのふるさと探しフェアin大阪

（10/5（土）11:00～16:00 難波御堂筋ホール（大阪府））

10 第17回関西北川会総会・懇親会

（10/6（日）12:00～15:00 なんば千日前「鳥よし本店」（大阪府））

11 秋のえぇもん市

（10/10（木）10:00～18:00

10/11（金）10:00～17:00 福井・静岡・高知県大阪事務所（大阪府））

12 第13回小津会関西支部総会・懇親会

（10/12（土）12:00～ 道頓堀ホテル（大阪府））

13 e-JAF STATION芦屋 高知県物産展

（10/19（土）10:00～18:00 e-JAF STATION芦屋（兵庫県））

14 ツーリズムＥＸＰＯジャパン2019 大阪・関西

（10/24（木）12:00～18:00、10/25（金）、10/26（土）10:00～18:00、

10/27（日）10:00～17:00 インテックス大阪（大阪府））

15 令和元年度大阪高知県人会親睦交流会

（10/26（土）12:00～15:00 大阪新阪急ホテル（大阪府））

16 第24回ラジオ関西まつり～ハーバーボンバー2019～

（10/27（日）10:00～17:00 神戸ハーバーランド高浜岸壁（兵庫県））

17 ＪＲ西日本観光素材説明会

（10/31（木）16:00～ 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 10月の主要な取り組み予定

中山間振興・交通
部

１ アピタ名古屋空港店「高知フェア」
（10/5（土）、10/6（日）9:30～16:30 アピタ名古屋空港店）
２ ジビエ利用拡大狩猟者講習会
（10/5（土）13:30～16:00 サンピアセリーズ）
（10/6（日）13:30～16:00 田野町ふれあいセンター）
３ 甲浦集落活動センター（仮）開所式
（10/6（日）15:15～18:30 白浜地区集会所）
４ 第４回高知県次期過疎対策検討会
（10/8（火）13:30～15:30 高知県自治会館）
５ 鳥獣被害対策出前授業
（10/9（水）13:25～14:15 高知県立四万十高等学校）
（10/30（水）13:00～14:20 高知県立幡多農業高等学校）
６ 第２回高知県鉄道ネットワークあり方懇談会
（10/9（水）13:30～15:30 高知会館）
７ DMVわくわくイベント（「鉄道の日イベント」）
（10/12（土）10:00～15:00 布師田車両基地）
（10/13（日）10:00～15:00 安芸駅北口）
８ 狩猟フォーラムin西部地区
（10/12（土）13:30～16:00 大方あかつき館）
９ （仮）集落活動センターそばの里立川開所式
（10/12（土）15:20～16:45 旧立川番所書院）
10 狩猟指導員研修会
（10/13（日）9:00～ 香美市 高知クレー射撃場）
（10/20（日）9:00～ 四万十市 竹村クレー射撃場）
11 中国・四国ブロック過疎対策担当課長等会議
（10/15（火）14:00～17:00 高知城ホール）
12 第５回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
（10/18（金）10:00～12:00 阿波観光ホテル（徳島市））
13 第28回高知龍馬空港「空の日」エアポートフェスティバル2019
（10/19（土）10:00～16:00 高知龍馬空港)
14 高知家地域おこし人交流セミナー
（10/19（土）13:30～17:00 ちより街テラス）
15 よさこいジビエ調理教室
（10/24（木）10:45～12:35 高知県立山田高等学校）
16 鳥獣被害対策地域リーダー育成研修会（中級）
（10/25（金）9:30～16:00 農業技術センター）
17 令和元年度第１回中山間地域における移動手段確保対策市町村担当者会
（10/25（金）10:20～16:40 かるぽーと）
18 狩猟フォーラム
（10/27（日）13:00～16:30 高知工科大学）
19 鳥獣被害対策専門員研修（中型獣類）
（10/29（火）14:00～16:10 高知城ホール）
20 第５回高知県次期過疎対策検討会
（10/30（木）10:00～12:00 高知県自治会館）
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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

商工労働部 １ 令和２年度経済産業省概算要求説明会・意見交換会

（10/4（金）10:30～12:00 職業能力開発センター202）

２ 就職支援に関する協定締結式

・四国大学・四国大学短期大学部

（10/4（金）14:00～14:15 第一応接室）

・松山大学

（10/8（火）11:15～11:30 第一応接室）

・四国学院大学

（10/21（月）13:00～13:15 第一応接室）

３ 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応会議・令和元年度第２回

ワーキングチーム

（10/9（水）10:00～12:00 オーテピア４階研修室）

４ 高知県IoT技術人材育成講座

（10/9（水）、10/10（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）

５ 働き方改革職場リーダー養成セミナー

・第２回

（10/9（水）13:30～16:00 高知会館）

・第３回

（10/16（水）13:30～16:00 高知会館）

６ 第23回海洋深層水利用学会全国大会

（10/10（木）9:00～20:00 鹿児島大学稲森会館）

７ 平成31年度高知県産学官連携産業創出研究推進事業・産学官連携事業化支援

事業意見交換会

（10/10（木）13:00～17:00 高知大学農学部、大旺新洋

10/11（金）9:00～16:30 高知工科大学）

８ 第22回高知県IoT推進ラボ研究会セミナー

（10/15（木）14:00～17:00 オーテピア高知図書館４Fホール）

９ 台湾防災技術交流セミナー

（10/16（水）9:00～14:00 弘光科技大学（台中市））

10 高知Life Shift Meetup（IT・コンテンツネットワーク大交流会）

（10/19（土）14:00～18:00 千代田区丸の内国際ビル）

11 防災製品開発WG（防災食品）セミナー（第２回）

（10/21（月）13:30～17:00 工業技術センター）

12 Python Boot Camp

（10/26（土）13:00～17:00 高知県立大学・高知工科大学永国寺キャンパス）

13 第２回高知県外国人生活相談センター運営協議会

（10/28（月）13:00～15:00 人権啓発センター６Fホール）

14 技能実習制度・特定技能に関する連絡協議会

（10/28（月）15:30～17:00 人権啓発センター）

→ 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

商工労働部
（続き）

15 ジョブカフェこうち出張相談会in高知蔦屋書店

（10/29（火）13:00～16:00 高知蔦屋書店）

16 鍛冶屋創生塾落成式

（10/29（火）時間調整中 刃物流通センター）
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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 高知家おもてなしキャンペーン

（9/13（金）～10/20（日）県内各地）

２ 足摺海洋館 秋の企画展「チビっ魚の大きな旅」

（9/14（土）～10/14（月・祝）9:00～17:00 足摺海洋館（土佐清水市））

３ ２０１９四国観光商談会

（10/2（水）14:00～19:50 ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪（大阪））

４ 外国人観光客受入研修in奥四万十エリア

（10/3（木）13:30～16:30 中土佐町立文化館）

５ 香港旅行会社招請ファムトリップ

（10/6（日）～10/9（水）高知市、いの町、仁淀川町、香美市）

６ 邦船寄港

「ぱしふぃっく びいなす」

（10/9（水）9:00入港～19:00出港）

７ 令和元年度 高知県観光説明会

（10/10（木）14:00～20:10 京王プラザホテル（東京））

８ バリアフリー観光推進セミナー

（10/11（金）13:00～15:30 城西館（高知市））

９ ＥＧＬツアーズ「四国観光セミナー」

（10/12（土）11:00～17:00 香港）

10 土佐の豊穣祭2019

「安芸会場」

（10/12（土）、10/13（日）10:00～15:00 安芸タイガース球場（安芸市））

「嶺北会場」

（10/13（日）10:00～16:00 吉野川ふれあい広場（本山町））

「物部川会場」

（10/19（土）10:00～17:00、10/20（日）10:00～16:00

県立鏡野公園（香美市））

11 香港ブロガー招請ファムトリップ

（10/13（日）～10/16（水）

高知市、香美市、土佐市、いの町、須崎市、南国市）

12 高知県おもてなし県民会議バリアフリー観光推進部会

（10/15（火）10:00～12:00 オーテピア高知図書館（高知市））

13 バリアフリー観光研修会

（10/15（火）10:00～12:00 高知市文化プラザかるぽーと（高知市））

（10/16（水）9:30～12:00 オーテピア高知図書館（高知市））

14 第３回自然・体験型観光キャンペーン実行委員会

（10/16（水）13:30～15:30 高知県立文学館ホール）

→ 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）

15 せとうち広島ＤＣ全国宣伝販売促進会議

・全体会議（10/16（水）14:00～19:00 広島コンベンションホール（広島））

・エクスカーション（10/17（木）、10/18（金）広島県内）

16 外国客船寄港（高知市中心市街地他）

「セレブリティ・ミレニアム」

（10/17（木）9:00入港～17:00出港）

17 あったか高知。秋のおもてなし一斉清掃

（10/18（金）9:00～10:00 高知駅周辺ほか）

18 台湾新竹県への県内よさこいチーム海外派遣

（10/18（金）～10/20（日）台湾）

19 米国向け歴史・文化探訪ＰＲ事業メディア招請ファムトリップ（旧VJ事業）

（10/19（土）、10/20（日）高知市、いの町）

20 観光ガイドおもてなしアドバイザー派遣事業

（10/24（木）9:00～15:00 仁淀川町）

21 第31回龍馬Worldin高知 大会・交流会

（10/26（土）13:30～17:30（大会）、18:00～（交流会）

高知市文化プラザかるぽーと）

22 2020よさこいで応援プロジェクト実行委員会理事意見交換会・総会

（10/28（月）15:00～17:00 東武ホテルレバント東京または京王プラザホテル

（東京））

23 メディア情報交換会

（10/28（月）18:30～20:30 東武ホテルレバント東京または京王プラザホテル

（東京））

24 第２回観光資源オーディション

（10/28（月）高知会館（高知市））

25 ＪＲ西日本観光素材説明会

（10/31（木）16:00～20:00 グランヴィア大阪（大阪））
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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 2019四国観光商談会※四国ツーリズム創造機構主催
（10/2（水）14:00～19:50 大阪 ANAクラウンプラザホテル大阪(大阪府)）
２ たびひろナイトイベント
（10/5（土）、10/12（土）、10/19（土）18：00～20：00 こうち旅広場）
３ 高知県観光コンベンション協会賛助会員意見交換会
「西部」
（10/8(火)15:00～19:30 新ロイヤルホテル四万十）
「東部」
（10/15(火)15:00～19:30 ホテルＴＡＭＡＩ）
「中部」
（10/30（水）15:00～17:00 高知城ホール）
４ さいか屋グルメ博（仮）
「さいか屋藤沢店」
（10/9（水）～10/15（火）10:00～19:00 （神奈川県））
「さいか屋横須賀店」
（10/16（水）～10/22（火）10:00～19:00 （神奈川県））
５ 高知県観光説明会（東京会場）
（10/10（木）15:00～20:10 京王プラザホテル（東京都））

６ メディア系旅行会社個別セールス ※調整中
「東京」
（10/11（金）東京）
「関西・中部」
（10/16（水）～10/18（金）京都・北陸・静岡・名古屋）
「東北・北海道」
（10/17（木）、10/18（金）札幌・仙台）

７ 土佐の豊穣祭2019

「安芸会場」

（10/12（土）、10/13（日）10:00～15:00 安芸タイガース球場（安芸市））

「嶺北会場」

（10/13（日）10:00～16:00 吉野川ふれあい広場（本山町))

「物部川会場」

（10/19（土）10:00～17:00、10/20（日）10:00～16:00
県立鏡野公園（香美市））

８ あったか高知。秋のおもてなし一斉清掃
（10/18（金）9:00～10:00 こうち旅広場）
９ 令和元年秋巡業大相撲高知安芸場所
（10/22（火）安芸ドーム）
10 ツーリズムEXPO出展
（10/24（木）～10/27（日）インテックス大阪(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

農業振興部 １ 2019年度第２回こうちアグリ体験合宿
（10/4（金）～10/6（日）農業担い手育成センター ほか）
２ 令和元年度高知県秋季果実展示品評会及び表彰式
（10/5（土）、10/6（日）とさのさと AGRI COLLETTO）
３ こうちアグリスクール 東京会場
・第１回（10/12（土）13:30～19:00 東京JOB HUB SQARE）
・第２回（10/26（土）14:00～19:00 東京JOB HUB SQARE）
４ 高知県全国取引会社協議会交流会の開催
（10/15（火）13:30～ 得月楼）
５ 収入保険の加入推進活動（農水省キャラバン）
（10/15（火）、10/16（水）高知県、NOSAI高知本所、その他未定）
６ 令和２園芸年度高知県園芸品販売拡大推進大会
（10/16（水）14:00～16:00 高知県民体育館）
７ 令和元年度高知県指導農業士認定証授与式
（10/18（金）16:00～17:00 第二応接室）
８ 第18回高知県豚枝肉共進会表彰式
・審査（10/26（土）9:00～11:00 四万十市営食肉センター）
・審査講評及び表彰式（10/26（土）16:00～17:30 別館いなか）
９ 高病原性鳥インフルエンザ対策訓練
・情報伝達訓練
（10/28（月）9:00～10:00 防災作戦室、各課執務室）
・実動訓練
（10/29（火）9:00～15:40 保健衛生総合庁舎、吾岡山（南国市大埇乙））
10 ６次産業化セミナー スタートアップコース２
（10/30（水）13:00～16:30 高知商工会館）
11 農業参入フェア
（10/31（木）12:30～18:00 東京国際フォーラム）
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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 協働の森づくり交流事業
・日鉄エンジニアリング株式会社
（10/5（土）四万十市）
・三菱商事株式会社
（10/12（土）9:55～20:20 安芸市）
・株式会社四国銀行
（10/12（土）10:00～14:10 高知市）
・三愛石油株式会社
（10/20（日）本山町）
・オンワードホールディングス株式会社
（10/23（水）、10/24（木）高知市）
・西日本高速道路株式会社
（10/26（土）大豊町）
２ 林業大学校実務者向け公開講座
（10/5（土）14:00～17:30 イオンコンパス大阪駅前（大阪府））
３ こうちフォレストスクール2019
（10/6（日）13:30～16:30 森林研修センター研修館）

４ 県産材を活用した木造新工法の設計マニュアル活用セミナー
（10/9（水）13:30～16:30 ちより街テラス）

５ 第２回木材増産推進プロジェクトチーム会議
（10/11（金）13:30～15:00 高知興林会館）

６ 第８回林業・木材産業生産性向上プロジェクトチーム会議

（10/11（金）15:30～17:00 高知興林会館）

７ 協働の森づくり事業協定締結式
・福島ミドリ安全株式会社
（10/17（木）13:00～13:15 第一応接室）
８ 第13回協働の森フォーラム
（10/18(金）13:00～16:40 ちより街テラス、18:00～20:00 交流会（三翠園））

９ 天皇陛下御即位慶祝行事に係る牧野植物園の無料開園
（10/22（火）牧野植物園）

10 第45回木材まつり優良土佐材展示即売会素材の部
（10/24（木）10:00～ 高知市）
11 森林環境学習フェア「もくもくエコランド2019」
（10/26(土)、27(日) 高知市中央公園）
12 森林の仕事ガイダンス

（10/26（土）11:00～17:00 東京国際フォーラム（東京都））

13 「災害廃棄物の処理に関する協定書」締結式

・住友大阪セメント株式会社

・須崎市

（10/31（木）10:00～10:20 第一応接室）

14 森林整備公社理事会

（10/31（木）10:00～12:00 森連会館）

→ 次頁に続く

25/34



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
（続き）

15 第１回高知県新エネルギー導入促進協議会

（10月下旬 場所未定）

16 高知県環境影響評価技術審査会
（仮称）西予梼原風力発電事業及び（仮称）高知県国見山周辺における風力発
電事業に係る意見聴取

（10月下旬～11月上中旬で調整中）
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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 「高知家の魚応援の店」100店舗全国同時開催高知県フェア

（10/1（火）～11/4（月））

２ 令和元年度第２回高知県水産物輸出促進協議会

（10/11（金）15:00～17:00 すくも湾漁協）

３ 第16回高知県内水面漁場管理委員会

（10/16（水）14:00～ 高知会館）

４ 第28回高知海区漁場調整委員会

（10/17（木）14:00～ 高知会館）

５ 県産水産物フェア

（10/18（金）～10/20（日）クイーンズ伊勢丹仙川ほか 関東）

６ 築地にっぽん漁港市場「さかな屋高知家」５周年記念イベント

（10/19（土）9:30～12:00 魚河岸スタジオ 東京都）

７ 「高知家の魚応援の店」1,000店舗達成記念セレモニー

（10/19（土）16:45～ 酒場 あじとよ屋 東京都）

８ 「高知家の魚応援の店」を対象にした県産水産物試食提案会

（10/23（水）13:00～15:30 土佐料理 司 梅田茶屋町店 大阪府）

９ 高知カツオ県民会議幹事会

（10/23（水）16:30～ 高知市内）

10 水産専門見本市「China Fisheries ＆ Seafood Expo 2019」出展

（10/30（水）～11/1（金）中華人民共和国（青島））
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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 横瀬川ダム湛水式
（10/1（火）12:30～13:40 宿毛市横瀬川ダム建設地）
２ 第55回全国不動産会議高知県大会
（10/3（木）13:30～17:10 高知市文化プラザかるぽーと）
３ 夜の動物公園「のいちdeナイト」
（10/5（土）17:00～ 高知県立のいち動物公園）
４ 令和元年度災害査定
・第５次災害査定
（10/7（月）～10/11（金）宿毛市ほか８市町村）

・第６次災害査定

（10/28（月）～11/1（金）調整中）
５ 日本客船「ぱしふぃっく びいなす」高知新港寄港
（10/9（水）9:00入港～19:00出港）
６ 21世紀・活力ある四国を目指す四国連合協議会意見交換会・要望活動
（10/10（木）10:30～ 都道府県会館ほか）
７ 四国建設業協会連合会意見交換会
（10/10（木）15:10～17:00 ザクラウンパレス新阪急高知）

８ 全国港湾知事協議会総会
（10/11（金）14:00～15:30 ルポール麹町）

９ 被災建築物応急危険度判定講習会
（10/16（水）13:00～17:00 中村地区建設協同組合会館）
10 外国客船「セレブリティ・ミレニアム」高知新港寄港
（10/17（木）10:00入港～18:00出港）

11 高知県建設業協会との意見交換会

（10/23（水） 9:30～11:30 すこやかセンター伊野）

（10/23（水）14:30～16:30 中村地区建設協同組合会館）

（10/24（木）10:00～12:00 高陵建設会館）

（10/24（木）14:30～16:30 南国建設会館）

（10/25（金） 9:30～11:30 高知県建設会館）

（10/25（金）14:00～16:00 安芸建設会館）

12 被災建築物応急危険度判定コーディネーター連絡会及び震前実施計画に関す
る説明会
（10/23（水）10:00～12:00 オーテピア高知図書館）
（10/28（月）10:00～12:00 安芸市消防防災センター）
13 四国港湾協議会意見交換会・要望活動
（10/23（水）13:30～ 都道府県会館）

14 経済と暮らしを支える海づくり全国大会
（10/24（木）10:30～12:00 砂防会館別館）

15 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合同要望
活動
（10/29（火）10:00～ 国土交通省ほか）
16 安全・安心の道づくりを求める全国大会・要望活動
（10/29（火）12:30～ 東京国際フォーラムほか）
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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 会計検査

（10/9（水）高岡高等学校）

（10/10（木）幡多青少年の家）

（10/15（火）岡豊高等学校）

（10/16（水）産学官民連携センター）

（10/17（木）高知北高等学校）

（10/24（木）高知江の口特別支援学校）

（10/30（水）宿毛警察署）

（10/31（木）大方高等学校）

２ 銀行検査

（10/15（火）四国銀行高岡支店、四国銀行宇佐代理店）

（10/17（木）四国銀行春野代理店、四国銀行弘岡支店）

（10/24（木）四国銀行須崎支店、四国銀行須崎東支店）

３ 現金出納検査

（10/31（木）予定）
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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

公営企業局 １ 令和元年度工業用水道事業研究大会

（10/3（木）、10/4（金）東京ガーデンパレス）
２ 障害者を対象とした県立病院職員採用選考試験

（10/5（土）9:00～ 職員能力開発センター）

３ 令和元年度地方公営企業財務会計講習会

（10/17（木）、10/18（金）山口市）
４ 公営電気事業経営者会議 管理者・局長会議
（10/24（木）、10/25（金）新潟市）

５ 再生可能エネルギーへの関心を深める出前授業
（10/26（土）9:35～11:05 香美市立舟入小学校）

６ 地方公営企業連絡協議会 第102回総会及び会員研修会
（10/28（月）、10/29（火）宮崎市）

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 10月の主要な取り組み予定

教育委員会 １ 2020こうち総文 第４回企画運営委員会

（10/4（金）14:00～16:00 オーテピア）
２ 第47回高知県図書館大会

（10/7（月）13:00～16:30 オーテピア）

３ 第３回旧陸軍歩兵第44連隊跡地保存活用検討委員会

（10/8（火）10:00～12:00 オーテピア）
４ 第１回県立学校再開計画策定支援講座
（10/10（木）9:30～16:30 教育センター）
５ 夜間中学体験学校
（10/10（木）18:00～20:00 高岡市民館）

６ 2020こうち総文 プレ大会

・新聞部門（10/12（土）、10/13（日）高知県立大学永国寺キャンパス）

・放送部門（10/26（土）9:00～16:30 のいちふれあいセンター）

７ 第61回高知県人権教育研究大会

（10/12（土）9:30～16:30 城山高等学校、赤岡中学校）
８ 第34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）

９ 第45回高知県小中学校教頭会研究大会

（10/18（金）9:00～12:30 高知会館、高知共済会館）
10 運動部活動コーディネーター研修会
（10/18（金）13:30～16:30 高知市春野文化ホールピアステージ）
11 第２回オーテピア高知図書館サービス計画推進委員会
（10/21（月）13:30～15:30 オーテピア）

12 第２回高知県文化財保存活用大綱策定委員会

（10/23（水）9:30～12:00 高知城ホール）
13 高知県公民館研究大会（香美・香南地区大会）
（10/23（水）10:00～15:30 夜須公民館）
14 教員採用候補者名簿登載者発表（第２回）

任期付教員採用候補者名簿登載者発表（第１回）
（10/25（金））
15 第２回高知県市町村図書館等振興協議会
（10/25（金）10:00～12:00 教育委員室）
16 第３回高知県総合教育会議
（10/25（金）13:30～15:30 人権啓発センター）

17 2020こうち総文 第９回部門代表者会

（10/25（金）14:00～16:30 オーテピア）

18 志・とさ学びの日イベント こうちマナビバ触れ合いパーク「五感で楽しむ

文化とカツオ」

（10/26（土）11:30～16：00 帯屋町二丁目商店街、高知城歴史博物館）
19 高知県立須崎総合高等学校開校記念式典

（10/26（土）13:00～14:20 須崎総合高等学校）

→ 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

教育委員会
（続き）

20 高知県高校生津波サミット
（10/27（日）10:00～16:30 ふくし交流プラザ）

21 第２回いじめ問題対策連絡協議会

（10/28（月）9:30～10:50 ザ・クラウンパレス新阪急高知）

22 第４回旧陸軍歩兵第44連隊跡地保存活用検討委員会

（10/31（木）15:00～17:00 高知会館）
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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

警察本部 １ ライフサイクルプランセミナー
(1)30歳対象
（10/1（火）13:00～17:15 県警察本部）

(2)40歳対象
（10/2（水）13:00～17:15 県警察本部）

(3)新婚さん対象
（10/29（火）13:00～17:15 県警察本部）

(4)50歳対象
（10/30（水）13:00～17:15 県警察本部）

２ 令和元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」
（10/4（金）10:30～12:00 高知工科大学）
・「科学捜査」
（10/8（火）10:30～12:00 高知工科大学）
・「初動警察」
（10/11（金）10:30～12:00 高知工科大学）
・「サイバー犯罪の現状と対策」
（10/18（金）10:30～12:00 高知工科大学）
・「最近の薬物情勢とその対策」
（10/25（金）10:30～12:00 高知工科大学）
・「警察における被害者支援」
（10/29（火）10:30～12:00 高知工科大学）
３ 全国殉職警察職員・警察協力殉難者慰霊祭
（10/7（月）11:00～ グランドアーク半蔵門）

４ 安全安心まちづくりの日高知県民のつどい
（10/8（火）14:00～16:00 高知会館）
５ 令和元年度高知県殉職警察職員慰霊祭
（10/16（水）10:00～11:00 県警察本部）
６ 安全安心まちづくりひろば
（10/19（土）10:00～15:00 イオンモール高知）
７ スケアード・ストレイトによる交通安全教室
・10/21（月）佐川高校
・10/23（水）中村中学校
・10/24（木）檮原高校
・10/25（金）高知北高校
・10/25（金）青柳中学校
・10/28（月）高知海洋高校
・10/29（火）愛宕中学校
・10/30（水）中村高校西土佐分校
・10/31（木）宿毛東中学校
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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

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（火）、10/2（水） 愛媛県農林水産研究所（果樹研究センター））

２ よろず支援拠点無料で作るネットショップセミナー
（10/2（水）13:30～15:30 ぢばさんセンター)

３ 事業戦略セグメント別セミナー（第１回 研究開発・設計部門①）
（10/2（水）14:00～16:00 ぢばさんセンター）

４ 【見本市】危機管理産業展（RISCON TOKYO）2019
（10/2（水）～10/4（金） 東京ビッグサイト）

５ 【見本市】第22回関西機械要素技術展
（10/2（水）～10/4（金）インテックス大阪）

６ よろず支援拠点Googleマイビジネス入門セミナー
（10/7（月）13:30～14:30 ぢばさんセンター）

７ 検索エンジンで露出するためのコンテンツの作り方セミナー
（10/9（水）13:30～16:30 ぢばさんセンター）

８ 【見本市】第９回国際農業資材EXPO
（10/9（水）～10/11（金）幕張メッセ）

９ Webサイト運営におけるAIの活用セミナー
（10/16（水）13:30～16:30 ぢばさんセンター）

10 高知県技術の外商第８回工場視察商談会
（10/17（木）高知市、南国市、香南市）

11 よろず支援拠点ウェブ文章の書き方入門セミナー
（10/21（月）13:30～15:00 ぢばさんセンター）

12 よろず支援拠点ホームページデザイン５つのコツセミナー
（10/23（水）13:30～15:00 ぢばさんセンター）

13 第７回事業戦略支援会議
（10/29（火）PM ぢばさんセンター）

14 【見本市】JAPAN PACK2019（日本包装産業展）
（10/29（火）～11/1（金）幕張メッセ）
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