
各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

総務部 １ 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））
２ 職員表彰（勤続）表彰式
（11/1（金）16:30～17:15 高知会館）
３ 高知県功労者表彰・高知県文化賞表彰式
（11/3（日）10:00～11:30 高知会館）
４ 教育改革テレビ特別番組（高知放送）「ＭＡＮＡＢＩはキミの生きる力に 高
知家の教育改革２０１９」
（11/3（日） 17:00～17:30 本放送）

（11/23（土）16:30～17:00 再放送）

５ 令和元年度第６回行政不服審査会

（11/5（火）10:00～12:00 本庁地下第３・４会議室）

６ 令和元年秋の叙勲伝達式（地方自治等）

（11/5（火）13:30～14:00 第一応接室）

７ 令和元年度採用３年目職員心とからだの健康づくり研修

（11/5（火）13:30～15:30 保健衛生総合庁舎１Ｆ大会議室

11/6（水） 9:30～11:30 〃

13:30～15:30 〃 ）

８ 県知事選挙告示

（11/7（木））

９ 令和元年度高知県職員採用上級試験（特別募集）第1次試験（行政・土木）

（11/10（日）9:00～ 高知市、東京都、大阪府）

10 令和２年度当初予算編成

（11/11（月）見積書等各課提出期限）

11 全国知事会議
（11/11（月）13:00～ 都道府県会館）
12 政府主催全国都道府県知事会議

（11/11（月）16:00～ 総理大臣官邸）

13 令和２年国勢調査に向けた市町村実施準備事務打合せ会

（11/12（火）13:30～16:00 高知会館

11/13（水）13:30～16:00 幡多総合庁舎

11/15（金）13:30～16:00 安芸総合庁舎）

14 12月補正予算編成

（11/13（水）、11/14（木） 総務部長協議）

15 令和元年度 統計功績者表彰伝達式

（11/19（火）11:00～12:00 高知会館「飛鳥」）

16 令和元年度 第２回都道府県別登録調査員研修

（11/19（火）13:30～16:45 高知会館「飛鳥」）

17 令和元年度 第２回債権管理推進部会

（11/22（金）13：30～16：00 本庁地下第３、第４会議室）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

総務部
（続き）

18 県知事選挙投開票

（11/24（日） 正庁ホール）

19 令和元年秋の叙勲伝達式（消防等）

（11/25（月）13:30～14:00 第一応接室）

20 令和元年度高知県職員（獣医師、薬剤師、職業訓練指導員）採用選考考査

（11/30（土）8:30～ 県庁本庁舎 他）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

東京事務所 １ 令和元年度木材利用推進「全国会議」
（11/1（金）13:00～17:00 木材会館）
２ 北海道旅行博における高知県ブース出展
（11/2（土）、11/3（日）札幌市）
３ 首都圏のよさこい祭り
・ドリーム夜さ来い祭り
（11/2（土）、11/3（日）お台場）
・きらり☆まちだ祭
（11/10（日）町田市）
４ 災害復旧促進全国大会
（11/5（火）13:30～15:00 砂防会館）
５ 治水事業促進全国大会
（11/6（水）13:00～ 砂防会館別館）
６ 県人会等
・関東高知県人大懇親会
（11/8（金）18:00～ 東武ホテルレバント東京）
・室戸応援隊団結式
（11/16（土）16:00～ まるごと高知）
・東京黒潮会定例会
（11/18（月）18:30～21:00 都区内）
・「首都圏高知市の会」設立総会
（11/22（金）18:00～20:00 都区内）
７ 天皇陛下御即位祝賀式典 祝賀レセプション
（11/9（土）17:00～20:30 皇居前広場）
８ 全国知事会議、政府主催全国知事会
（11/11（月）13:00～17:00 都道府県会館、総理大臣官邸）
９ パラオ共和国独立25周年記念祝賀会
（11/12（火）18:30～20:30 パレスホテル東京）
10 下水道事業促進全国大会
（11/13（水）14:00～15:00 砂防会館）
11 南海トラフ地震等に対する緊急防災対策促進大会
（11/14（木）10:30～11:15 ＫＫＲホテル東京）
12 全国治水砂防促進大会
（11/19（火）11:00～ 砂防会館別館）
13 都市基盤整備事業推進大会
（11/21（木）13:30～14:30 砂防会館）
14 首都圏で頑張る高知県企業交流会
（11/25（月）19:00～21:30 新橋）
15 第51回ナショナル・レジリエンス懇談会
（11/27（水）15:00～17:00 都区内）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

危機管理部 １ 令和元年度高知県防災会議

（11/1（金）10:30～11:30 高知会館）

２ 令和元年度第２回緊急地震速報対応訓練

（11/5（火）10:00頃 高知県庁他）

３ 高知県災害対策本部事務局等震災対策訓練の事後検討会

（11/6（水）15:00～16:00 防災作戦室）

４ 国土強靱化地域計画市町村説明会

（11/7（木）13:30～15:30予定 高知市内）

５ ラオス人民革命党若手幹部来県への対応

（11/8（金）9:30～11:30 防災作戦室）

６ 令和元年度高知県新型インフルエンザ等対策訓練

（11/8（金）午前 高知県庁）

７ 令和元年度須崎災害対策支部震災対策訓練

（11/8（金）13:00～16:50 須崎地域本部）

８ 第２回四国官学連携防災・減災協議会

（11/8（金）15:00～17:00 徳島大学）

９ 高知三菱自動車販売株式会社及び三菱自動車工業株式会社との「災害時にお

ける電動自動車両等に関する協定」の締結

（11/11（月）11:45～12:00 第一応接室）

10 令和元年度都道府県消防防災・危機管理部局長会危機管理・防災部会

（11/15（金）14:00～17:00 山口市）

11 南海トラフ地震地域「防災・減災」シンポジウム2019高知

（11/18（月）13:30～16:50 高知会館）

12 損保ジャパン日本興亜株式会社との「災害時におけるドローンを活用した支

援活動に関する協定」の締結

（11/19（火）11:45～12:00 第一応接室）

13 令和元年度高圧ガス保安功労者等表彰式

（11/20（水）15:00～17:00 高知石油会館）

14 被災市区町村応援職員確保システムに関する情報伝達・連携訓練

（11/22（金）午後 防災作戦室）

15 令和元年度高知県11市消防団連絡協議会総会

（11/22（金）14:30～17:00 オーテピア）

16 宿毛市長期浸水対策連絡会

（11/29（金）時間未定 宿毛市内）

17 令和元年度中国・四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練

（11/30（土）8:30～、12/1（日）13:00 高知県庁他）

18 第63回南海トラフ地震対策推進本部会議

（11月下旬予定 第二応接室）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

健康政策部 １ 母子保健及び児童福祉の合同ヒアリング
（11/1（金）10:00～ 安芸市、芸西村、中芸広域連合（安芸総合庁舎））
（11/11（月）10:00～ 四万十市、土佐清水市、宿毛市、黒潮町、

三原村、大月町（幡多福祉保健所））
（11/18（月）10:00～ 四万十町、梼原町、津野町、

中土佐町（須崎福祉保健所））
（11/18（月）14:00～ 仁淀川町、日高村、越知町（中央西福祉保健所））
（11/19（火）10:00～ 南国市、香南市、香美市（中央東福祉保健所））
（11/27（水）10:00～ 本山町、大豊町、土佐町、

大川村（本山町保健福祉センター））

２ 入浴施設におけるレジオネラ属菌汚染防止対策講習会

（11/7（木）14:00～16:00 安芸総合庁舎）

（11/13（水）10:00～12:00 須崎市立市民文化会館）
３ 令和元年度 第１回 高知県 県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会
（11/8（金）15:00～17:00 高知城ホール）
４ 医師を対象とした災害医療研修会（セクション４）
（11/12（火）19:00～21:00 須崎市総合保健福祉センター）
（11/18（月）19:00～21:00 ＪＡ高知病院）
５ 高知県医療安全管理研修会
（11/16（土）13:30～16:00 高知県立ふくし交流プラザ）

６ 健康マイスター限定講座 レベルアップ健康講習会

（11/16（土）13:30～16:00、11/26（火）13:30～16:00 高新文化ホール）

７ 犬・猫の飼い方講習会・譲渡見学会（休日）

（11/17（日）10:00～12:00 幡多福祉保健所、

13:30～14:30 中村小動物管理センター）

８ 第７回高知県ＭＣＬＳインストラクターコース
（11/23（土）12:00～16:00 高知医療センター）
９ 多数傷病者への対応標準化トレーニングコース

（11/24（日）8:30～18:00 高知医療センター）

10 中四国薬物中毒対策連絡会議及び再乱用防止対策講習会

（11/26（火）14:00～17:00、27（水）9:00～12:00

高知市文化プラザかるぽーと小ホール）

11 令和元年度第２回高知県周産期医療災害ワーキング
（11/26（火）19:00～21:00 第二応接室）

12 合同輸血療法委員会

（11/30（土）時間未定 近森病院）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

地域福祉部 １ 児童虐待防止推進月間
・児童虐待防止横断幕掲示
（11/1（金）～11/30（土）県庁）
・第３回高知家子どもの虐待防止推進セミナー
（11/19（火）10:30～16:00 ふくし交流プラザ）
２ 高知県戦没者追悼式
（11/1（金）13:00～14:30 かるぽーと）
３ 令和元年度「子ども・若者育成支援強調月間」高知県大会
（11/3（日）13:00～14:00 オリエントホテル高知）
４ 第26回世界アルツハイマーデー記念講演会
（11/4（月）13:00～15:00 高新文化ホール）
５ 高知県介護事業所認証評価制度支援セミナー
（11/5（火）、11/14（木）、11/28（木）10:00～16:30 ふくし交流プラザ）
（11/22（金）10:00～16:30 こうち男女共同参画センターソーレ）
６ 「高知で恋しよ!!マッチング」出張登録閲覧会
・出張登録閲覧会
（11/6（水）、11/7（木）15:00～20:00 宿毛文教センター）
（11/21（木）17:30～19:30 香美市立中央公民館）
（11/27（水）、11/28（木）13:00～19:00 室戸市保健福祉センターやすらぎ）
・ヘアメイク、写真撮影付き登録会
（11/17（日）10:00～17:00 土佐市立高岡市民館）
７ ペアレントメンター個別相談
（11/7（木）9:30～10:30、11:00～12:00 療育福祉センター）
８ 令和元年度依存症相談支援基礎研修
（11/8（金）13:30～17:00 保健衛生総合庁舎）
９ 第10回こうち介護の日フォーラム
（11/9（土）12:00～16:30 ちより街テラス）
10 第24回全国重症心身障害児（者）を守る会四国ブロック研修会
（11/9（土）13:00～17:00、11/10（日）9:00～12:00 高知会館）
11 令和元年度高知県アルコール健康障害予防講座
（11/10（日）9:30～14:00 津野町東津野Ｂ＆Ｇ海洋センター）
12 令和元年度サービス管理責任者等基礎研修
（11/11（月）9:00～17:00、11/12（火）9:00～16:35
11/26（火）9:00～17:00、11/27（水）9:00～16:35 ふくし交流プラザ）

13 第37回ゆうあいスポーツ四国高知大会
（11/11（月）11:00～、11/12（火）8:30～ 春野総合運動公園）
14 子どもの居場所開設準備講座
（11/11（月）13:00～17:00 四万十市立文化センター）
（11/26（火）13:00～17:00 本山町プラチナセンター）
15 高知県地域包括ケアマネジメントリーダー養成研修
（11/12（火）9:00～17:00 保健衛生総合庁舎）
16 令和元年度若者向けゲートキーパー養成研修
（11/12（火）13:30～16:30 高知大学 物部キャンパス
11/13（水）13:30～16:30 高知大学 朝倉キャンパス）

→次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

地域福祉部
（続き）

17 令和元年度第１回高知県アルコール健康障害対策連絡協議会
（11/13（水）18:30～20:30 県民文化ホール）
18 令和元年度発達障害に関するセミナー
（11/14（木）13:00～15:30 こうち男女共同参画センターソーレ）
19 ペアレント・トレーニング指導者養成セミナー
（11/16（土）10:00～17:00、11/17（日）9:00～16:00 療育福祉センター）
20 障害者作品展
（11/16（土）、11/17（日）帯屋町２丁目商店街）
21 令和元年度高知県高齢者こころのケアサポーター養成研修
（11/17（日）9:30～17:00 ふくし交流プラザ）
22 こうち子ども未来フォーラム2019
（11/17（日）13:00～16:00 ちより街テラス）
23 高知いのちの電話フェスタ～いのちのまもりびと～
（11/17（日）13:30～16:00 牧野植物園）
24 沖縄「土佐之塔」慰霊祭
（11/18（月）9:30～11:00 沖縄県八重瀬町「土佐之塔」）
25 令和元年度第２回高知県障害者施策推進協議会及び令和元年度第１回高知県
障害者差別解消支援地域協議会
（11/18（月）14:00～16:30 高知会館）
26 第70回高知県社会福祉大会
（11/20（水）13:00～15:00 ふくし交流プラザ）
27 社会福祉審議会身体障害者専門分科会
（11/21（木）18:30～19:30 高知共済会館）
28 「高知県における地域の見守り活動に関する協定」締結式
（高知県医薬品配置協議会、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）
（11/27（水）13:00～13:20 第一応接室）
29 令和元年度ひきこもりに関する普及啓発講演会「つながるfesta（フェスタ）」
（11/27（水）13:00～17:00 こうち男女共同参画センターソーレ）
30 マッチングサポーター養成講座
（11/30（土）10:00～12:00 安芸商工会館）
31 令和元年度若年性認知症交流会・フォーラム
（11/30（土） 交流会 11:00～12:00

フォーラム 13:00～15:00 高知城ホール）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

文化生活

スポーツ部

１ 阪神タイガース 秋季キャンプ

（10/31（木）～11/19（火） 安芸タイガース球場）

２ 2020年東京オリンピック競技大会に向けたチェコ共和国カヌー代表チームの

事前合宿

（11/1（金）～11/29（金）須崎市浦ノ内）

・歓迎会

（11/12 夕方 須崎市内）

３ こうちまんがフェスティバル2019 まんさい

（11/2（土）、11/3（日）高知市文化プラザかるぽーと）

４ カーニバル00in高知

（11/2（土）～11/4（月）高知市内）

５ オリックス・バファローズ 秋季キャンプ

（11/2（土）～11/20（水）高知市東部球場）

・歓迎セレモニー

（11/2（土）9:50 高知市東部球場）

６ 高知県文化賞表彰式

（11/3（日）10:00～12:30 高知会館）

７ オリックス・バファローズ球団社長の知事表敬訪問

（11/5（火）9:45 知事室）

８ 交通安全こどもセンター指定管理者選定委員会

（11/5（火）10:00～12:00 高知県人権啓発センター）

９ 四国４県連携による四国アイランドリーグplus優秀選手表彰

（2019年シーズン）

（11/8（金）10:30 第一応接室）

10 2020こうち総文プレ大会総合開会式

（11/9（土）12:45～15:05 かるぽーと）

11 性暴力被害者支援研修会

（11/12（火）17:30～19:30 県立幡多けんみん病院）

12 人材育成プログラム・アートビジネス講座

（11/15（金）14:00～16:00 高知城歴史博物館）

13 ｢女性に対する暴力をなくす運動｣街頭キャンペーン

（11/17（日）12:15～13:15 中央公園）

14 第24回高知県文化環境功労者表彰 表彰式

（11/19（火）11:00～12:00 第二応接室）

15 県民交通安全の日街頭啓発

（11/20（水）7:30～8:20 県庁前交差点）

16 中国安徽省友好交流25周年記念訪問団派遣

（11/20（水）～11/23（土）中国安徽省）

17 第60回高知県国語研究大会 開会行事

（11/22（金）15:10～15:15 高知小学校）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

文化生活

スポーツ部
（続き）

18 日中植林・植樹国際連帯事業2019年度中国大学生友好交流訪問団来高

（11/25（月）部長表敬訪問、各地視察）

（11/26（火）環境・防災学習 黒潮町）

（11/27（水）植樹活動等 高知市）

19 犯罪被害者週間パレード

（11/26（火）14:00～16:00 帯屋町アーケード）

20 第4回まんが王国・土佐推進協議会事業推進部会

（11/26（火）18：30～20:30 地下第５会議室）

21 2019 カシオワールドオープン前夜祭ディナーパーティー

（11/26（火）18:30 ロイヤルホテル土佐）

22 令和元年度第１回高知県人権尊重の社会づくり協議会

（11/28（木）14:00～16:00 高知会館）

23 第39回カシオワールドオープン
（11/28（木）～12/1（日）Kochi黒潮カントリークラブ）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

産業振興推進部 １ 第２回採用力アップセミナー2019

（11/1（金）14:30～16:00 ちより街テラス ちよテラホール）

２ ニューヨーク高知県産品賞味会

（11/4（月）、11/5（火）Hirohisa（ニューヨーク））
３ 高知家のうまいもの大賞 一次審査会
（11/5（火） 高知市中央卸売市場管理棟）

４ 明治屋シンガポール「高知県フェア2020」商談会

（11/6（水）、11/7（木）9:00～17:00 高知会館）

５ ＵＩターン転職個別相談会
（11/9（土）10:00～17:00 淀屋橋付近（大阪府））
６ 高知暮らしフェア2019in名古屋
※同時開催：高知はたらくフェア及びプロフェッショナル人材募集説明会
（11/9（土) 12:00～16:30 AP名古屋.名駅（愛知県））
７ 高知県産品商談会

（11/19（火）10:00～16:20 ザ クラウンパレス新阪急高知）

８ ＨＡＣＣＰ研修

（11/21（木）、11/22（金）10:00～17:00 県民文化ホール）

９ 食品表示研修 基礎コース

（11/27（水）13:30～17:00 高知会館）

10 第３回「日本の食品」輸出ＥＸＰＯ

（11/27（水）～11/29（金）幕張メッセ（千葉県））

11 高知暮らしフェア2019冬（大阪）
（11/30（土）11:00～17:00 アクセス梅田フォーラム（大阪府））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11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 起業家教育プログラム
・高知商業高等学校 第１回
（11/1（金）13:35～15:25 高知商業高等学校）
・窪川高等学校
（11/6（水）15:35～16:25 窪川高等学校）
・高知商業高等学校 第２回
（11/22（金）13:35～15:25 高知商業高等学校）
２ 土佐ＭＢＡ【本科】
〇事業創出コース
・第４講「データを活用したさまざまなビジネス～デジタル時代の新潮流～」
（11/1（金）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
・第５講「ＩｏＴの考え方に基づく境目に着目した課題解決手法」
（11/15（金）13:30～15:00、11/16（土）13:30～15:00 ココプラ）
・第６講「ＩｏＴで実現する新ビジネス創出ワークショップ」
（11/15（金）15:20～16:50、11/16（土）15:20～16:50 ココプラ）
〇組織・人的資源マネジメントコース
・第３講「自律的な部下に変える『職場での人を育てるノウハウ』」
（11/13（水）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
・第４講
「裁判例から学ぶ労働問題～時間外労働とハラスメント問題を中心に～」

（11/20（水）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
・第５講「事例に学ぶ組織マネジメント」
（11/29（金）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
３ 土佐ＭＢＡ【実科】
〇土佐経営塾
・第８回、第９回「会議やミーティングのマネジメント」
（11/2（土）13:30～17:30 ココプラ）
・第10回「売上構築のためのマーケティング戦略」
（11/3（日・祝）10:00～15:00 ココプラ）
・第11回「地域社会の中での経営」
（11/11（月）19:00～21:00 ココプラ）
・第12回「リーダー行動の枠組みを考える」/修了式
（11/24（日）13:30～17:00 ココプラ）
〇目指せ！弥太郎 商人塾
・第４回「リーダーシップとプレゼンテーション」
（11/6（水）13:00～17:00、11/7（木）9:00～17:00、11/8（金）9:00～17:00

ココプラ）
〇社内起業家（イントラプレナー）育成支援プログラム
・Day５「事業計画を策定する」
（11/13（水）10:00～17:00 ココプラ）
・Day６「投資を獲得するプレゼンテーションの方法を学ぶ」
（11/27（水）13:00～17:00 ココプラ）
〇エグゼクティブコース
・第４回「お客さまのニーズに合わせた製品開発～マーケティング」
（11/14（木）9:30～17:00 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 11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）

〇事業戦略フォローアップ講座
・第２回「やることやりゆうかえ？」
（11/15（金）10:00～17:00 ココプラ）
４ 経営者トーク
・第６回「転換期を迎えたスーパーマーケット～これまでとこれからの道～」
講師：株式会社サニーマート 代表取締役社長 中村 彰宏 氏
（11/8（金）18:30～20:00 ココプラ）
・第７回「周りの景色を見る（極探・窮覧・経験・知見）・原価意識（歩掛）・

友人（異業種からの知見吸収）」
講師：有限会社野村煎豆加工店 代表取締役 野村 純司 氏
（11/29（金）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
○トサベン
・第２日 事業の価値を手触り感あるものにする
（11/9（土）14:00～17:00 東京都）
・第３日 事業の輪郭をくっきりさせ、発信する
（11/24（日）16:00～19:00 東京都）
○tosapitch vol３ in 大阪
（11/30（土）13:00～17:00 大阪府）
６ リコージャパン×土佐ＭＢＡ連携セミナー（高知県包括協定記念イベント）
「リコージャパンが実践する働き方変革」
（11/20（水）17:30～18:30 ココプラ）

７ シーズ・研究内容紹介
・⑫高知大学
「機械学習による災害につながる気象現象検出の試み」
（11/20（水）18:30～20:00 ココプラ）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11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 高知暮らしフェア2019 in名古屋

※同時開催：高知はたらくフェア及びプロフェッショナル人材募集説明会
（11/9（土）12:00～16:30 ＡＰ名古屋.名駅（愛知県））
２ 高知フェア
（11/10（日）、11/24（日）ビオ・あつみエピスリー豊橋（愛知県））

（11/13（水）～11/19（火）名古屋 高知屋（愛知県））

（11/18（月）～11/21（木）新栄梅小路16店舗（愛知県））

３ 第２回土佐の宴～高知県食品試食商談会～

（11/11（月）11:00～16:00 名鉄ニューグランドホテル(愛知県））

４ ふるさとフェアin金山

（11/26（火）～11/30（土）金山総合駅連絡橋イベント広場（愛知県））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11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 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））

２ 土佐漁港祭り

（9/12（木）～11/30（土）いけす無門新宿店（東京都））

３ 高知フェア

（9/17（火）～11/17（日）居酒屋 味楽座・操舵４店舗（大阪府･奈良県））

（10/1（火）～11/29（金）19:30～21:30 ※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））

（10/28（月）～11/4（月）ザガーデン自由ヶ丘ペリエ千葉店（千葉県））

（11/1（金）～11/4（月）Foodaly青葉店他４店舗（宮崎県））

（11/1（金）～12/20（金）（平日のみ）11:30～15:00、17:30～22:00

ザ・キャピトルホテル東急（東京都））

（11/7（木）～11/10（日）コープかがわ栗林店他14店舗（香川県））

（11/7（木）～11/14（木）さくら市場館府中フォーリス店（東京都））

（11/13（水）～11/19（火）ららぽーとみなとアクルス内「しなまつり」

（愛知県））

（11/23（土･祝）～11/26（火）ラピタ本店他７店舗（島根県））

４ 四国フェア

（10/1（火）～11/17（日）まちの駅「味の蔵たけとよ」（愛知県））

５ 高知アンテナショップ祭り

（11/6（水）～12/4（水）西武百貨店本店（東京都））

６ 第２回土佐の宴～高知県食品試食商談会～

（11/11（月）11:00～16:00 名鉄ニューグランドホテル（愛知県））

７ Food Style 2019 in Fukuoka

（11/13(水)、11/14（木）マリンメッセ福岡（福岡県））

８ 高知県産品商談会

（11/19（火）10:00～16:20 ザ クラウンパレス新阪急高知）

９ ふるさとフェアin金山

（11/26（火）～11/30（土）金山総合駅連絡橋イベント広場（愛知県））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

産業振興推進部
（大阪事務所）

１ 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））

２ 居酒屋 味楽座・操舵 高知フェア

（9/17（火）～11/17（日）４店舗（大阪府･奈良県））

３ 京都女子大学 ～就職協定締結各府県担当者と学生との故郷交流会～

Ｕ・Ｉ・Ｊターン就職懇談会

（11/1（金）13:00～15:00 京都女子大学（京都府））

４ Umekikiマルシェおこめまつり

（11/1（金）～11/3（日・祝）11:00～20:00 グランフロント大阪（大阪府））

５ 第４回四国４県観光物産展

（11/2（土）、11/3（日・祝）

10:00～19:00 三井アウトレットパーク鶴見（大阪府））

６ 大龍馬恋観光展

（11/9（土）、11/10（日）11:00～16:00 ＪＲ京都駅前広場（京都府））

（11/15（金）10:30～17:00 京都霊山護國神社（京都府））

７ 高知県立須崎工業高等学校同窓会 第16回関西支部総会

（11/9（土）12:00～15:00 土佐料理みなみ（大阪府））

８ 第４回関西オフィス防災ＥＸＰＯ

（11/13（水）～11/15（金）10:00～18:00 インテックス大阪（大阪府））

９ 酢屋龍馬祭

（11/15（金）10:30～ 酢屋（京都府））

10 龍馬墓前祭

（11/15（金）16:00～ 京都霊山護國神社（京都府））

11 京都高知県人会総会・懇親会

（11/15（金）17:30～ ウェスティン都ホテル京都（京都府））

12 龍谷大学創立380周年記念式典・祝賀会

（記念式典 11/16（土）16:30～ 龍谷大学（京都府））

（祝賀会 11/16（土）18:30～ ウェスティン都ホテル京都（京都府））

13 同志社大学・同志社女子大学 Ｕ・Ｉターン相談会

（11/18（月）、11/19（火）14:00～17:30 同志社大学（京都府））

14 龍谷大学 Ｕ・Ｉターン就職相談会

（11/20（水）15:30～18:30 龍谷大学（京都府））

15 土佐のよさこいミーティング

（11/24（日）13:00～16:00 大阪梅田アプローズタワー（大阪府））

16 甲南大学 Ｕ・Ｉターン就職相談会

（11/25（月）15:30～18:00 甲南大学（兵庫県））

17 佛教大学 Ｕ・Ｉ・Ｊターン支援交流会

（11/26（火）15:00～17:00 佛教大学（京都府））

18 流通科学大学 Ｕ・Ｉターン就職相談会

（11/27（水）14:40～17:30 流通科学大学（兵庫県））

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

産業振興推進部
（大阪事務所）
（続き）

19 日本生命保険相互会社 食堂高知県フェア

（11/28（木）11:00～14:00 日本生命保険相互会社本店（大阪府））

20 高知暮らしフェア2019冬

（11/30（土）11:00～17:00 アクセス梅田フォーラム（大阪府））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

中山間振興・交通
部

１ 予土線全線開通45周年記念イベント予土線フォーラム
（11/3（日）13:00～15:00 宇和島市学習交流センター）

２ 鳥獣被害対策出前授業
（11/6（水）9:00～9:50 高知農業高等高校）
（11/26（火）10:50～12:40 嶺北高等学校）

３ 狩猟免許試験
（11/9（土）10:00～ わな猟・網猟 高知県立大学池キャンパス）
（11/10（日）10:00～ 銃猟 高知県立大学池キャンパス）

４ 狩猟体験ツアー
（11/10（日）8:30～16:00 宿毛市一生原）
（11/17（日）8:00～18:00 いの町本川）

５ 野生鳥獣に強い高知県づくり集落勉強会
（11/12（火）13:00～ 南国市十市）
（11/13（水）13:30～ 南国市稲生 衣笠公民館）

６ 高知県東部広域地域公共交通協議会 第６回総会
（11/13（水）10:00～12:00 安芸市健康ふれあいセンター「元気館」）

７ ジビエ利用拡大狩猟者講習会
（11/13（水）13:30～16:00 梼原町地域活力センター）

８ 狩猟解禁日パトロール
（11/15（金）6:00～ 県内主要河川等）

９ 成田市産業まつりブース出展
（11/16（土）9:30～16:00 成田国際文化会館）

10 名古屋空港「空の日」フェスタ2019ブース出展
（11/16（土）11:00～16:00 エアポートウォーク名古屋）

11 くくりわな製作講習会
（11/16（土）13:00～16:00 すこやかセンター伊野）
（11/23（土）13:00～16:00 南国オフィスパークセンター）
（11/30（土）13:00～16:00 安芸市総合社会福祉センター）

12 県庁食堂ジビエウィーク
（11/18（月）～11/22（金）11:45～ 県庁本庁地下食堂）

13 第３回鳥獣被害対策専門員会
（11/19（火）10:00～12:00 ちより街テラス）

14 鳥獣被害対策専門員研修（鳥類）
（11/19（火）14:00～16:00 ちより街テラス）

15 嶺北地域公共交通協議会

（11/21（木）PM 土佐町基幹集落センター）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

商工労働部 １ IT・コンテンツビジネス起業研究会（biz cafe KOCHI）

（11/1（金）14:30～17:00 EN HOSTEL&LOCAL COMMUNITY）

２ 高知県IoT技術人材育成講座

（11/1（金）、11/14（木）、11/15（金）、11/28（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）

３ IT・コンテンツアカデミー アプリ開発人材育成講座＜アドバンスコース＞

3daysキャンプ

（11/2（土）～11/4（月） 高知県立高知青少年の家）

４ 働き方改革職場リーダー養成セミナー

・第４回（11/5（火）13:30～16:00 高知会館）

・第５回（11/27（水）13:30～16:00 高知会館）

５ 生涯現役実現のための再就職支援セミナーと企業合同説明会

（11/5（火）13:30～17:00 高知会館）

６ 鍛冶屋創生塾開塾式

（11/5（火）15:00～16:00 刃物流通センター）

７ 魅力的な求人ページ作成セミナー

・高知市 （11/6（水）13:30～16:30 工業技術センター）

・四万十市（11/7（木）13:30～16:30 四万十市立中央公民館）

８ 地域連絡会議

・嶺北・物部川ブロック（11/7（木）10:00～12:00 香美市商工会）

・幡多ブロック（11/12（火）14:00～16:00 中村商工会議所）

９ 第８回 ものづくり総合技術展

（11/7（木）～11/9（土）10:00～16:00 ぢばさんセンター）

10 室戸高校工場見学会

（11/8（金）13:30～16:00

株式会社山崎機械製作所、赤穂化成株式会社（室戸市））

11 コールセンター/CRMデモ&コンファレンス2019in東京

（11/13（水）、11/14（木）10:00～17:30 サンシャインシティ・文化会館）

12 デジタルコンテンツEXPO2019

（11/13（水）～11/15（金）10:00～17:00 幕張メッセ）

13 IT・コンテンツアカデミー SNSマーケティング人材育成講座

（11/15（金）16:30～17:30 高知工業高等専門学校

11/20（水）10:35～12:15 高知職業能力開発短期大学校

11/29（金）13:20～16:30 高知開成専門学校）

14 IT・コンテンツアカデミー アプリ開発人材育成講座

＜エキスパートコース＞最終課題発表会

（11/16（土）9:00～11:30 高知県立大学・高知工科大学 永国寺キャンパス）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

商工労働部
（続き）

15 ABEJA Platformで学ぶディープラーニングの基礎と応用

（11/16（土）13:00～18:00 高知県立大学・高知工科大学 永国寺キャンパス）

16 令和元年度 計量に関する図画・ポスターコンクール表彰式、受賞作品展

・表彰式（11/17（日）10:30～12:00 工業技術センター）

・受賞作品展（11/18（月）～11/22（金）県庁ロビー）

17 企業PR動画作成支援セミナー

・四万十会場（11/18（月）13:30～16:30 四万十市役所）

・高知会場（11/19（火）13:00～17:00 高知県工業技術センター）

18 令和元年度 高知県産業技術功労表彰 表彰式・祝賀会

（11/23（土）11:00～13:00 高知会館）

19 四国の業界研究フェア

（11/24（日）12:30～17:00 難波御堂筋ホール）

20 大規模小売店舗立地審議会

（11/25（月）14:00～15:00 高知城ホール）

21 特定技能制度（外国人材の雇用）説明会

（11/25（月）午後 ちより街テラス）

22 伝統的工芸品産業功労者表彰

（11/27（水）13:00～14:00 紙産業技術センター）

23 職場のワークライフバランス促進セミナー

（11/27（水）15:00～17:00 ザ・クラウンパレス新阪急高知）

24 ジョブカフェこうち出張相談会inイオンモール高知

（11/28（木）13:00～16:00 イオンモール高知）

25 第２回高知県経営計画策定等支援連絡会議

（11/28（木）13:30～16:00 高知県工業技術センター）

26 防災関連登録製品認定審査会

（11/28（木）13:30～16:45 高知会館）

27 丸三産業香南工場竣工祭及び新工場見学、レセプション

（11/30（土）10:00～11:00 竣工祭及び新工場見学 丸三産業香南工場

12:30～14:30 レセプション ホテル日航高知旭ロイヤル）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

観光振興部 １ 高知 光のフェスタ

（11/1（金）～1/31（金）県内30ヶ所）

２ 第24回「I LOVE DOGS会 2019～秋～」

（11/1（金）18:30～ ドリーマーベイシャトー）

３ 土佐の豊穣祭2019

・「幡多会場」（11/3（日）9:00～15:00 三原村農業構造改善センター（三原村））

・「高幡会場」（11/3（日）10:00～15:00 四万十緑林公園（四万十町））

・「高知市会場」

（11/9（土）10:00～21:00、11/10（日）9:00～20:00、11/11（月）11:00～22:00

中央公園ほか（高知市））

４ ＡＮＡ誘遊四国キャンペーン説明会

（11/7（木）16:00～18:45 阿波観光ホテル（徳島））

５ 『チームラボ 高知城 光の祭 2019－2020』メディア向け内覧会

（11/7（木）17:30～21:30 高知城・高知公園）

６ 『チームラボ 高知城 光の祭 2019－2020』開幕セレモニー

（11/8（金）17:15～17:30 高知城・高知公園）

７ 天皇陛下の御即位をお祝いする国民祭典への県内よさこいチーム出演

（11/9（土）14：00～ 皇居前内堀通り）

８ 四国ツーリズム創造機構 第２回意見交換会・交流会

（11/11（月）15:30～19:00 阿波観光ホテル（徳島））

９ 外国客船寄港（高知市中心市街地）

・「セレブリティ・ミレニアム」

（11/13（水）7:00入港～17:00出港）

・「ダイヤモンド・プリンセス」

（11/24（日）7:00入港～17:00出港）

・「セレブリティ・ミレニアム」

（11/27（水）7:00入港～16:00出港）

10 土佐の観光創生塾

・旅行商品づくり・販売へ向けた実践編 第４回

（西部：11/13（水）13:00～16:30 黒潮町保健福祉センター（黒潮町））

（中部：11/14（木）13:00～16:30 ちより街テラス（高知市））

（東部：11/15（金）13:00～16:30 田野町ふれあいセンター（田野町））

・情報発信スキルの向上編 第４回

（11/28（木）13:30～17:00 ちより街テラス（高知市））

11 2019四国観光情報交換会

・広島（11/13（水）14:00～18:20 TKP広島本通駅前カンファレンスセンター）

・福岡（11/19（火）14:00～18:20 TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター）

・名古屋（11/28（木）14:00～18:20 TKP名駅桜通口カンファレンスセンター）

12 四国インバウンド商談会2019in高知

（11/26（火）10：30～18:00 ザクラウンパレス新阪急高知）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

観光コンベンショ
ン協会

１ 阪神タイガース 秋季キャンプ
（10/31（木）～11/19（火）安芸タイガース球場）
２ 龍馬月間イベント
（11/1（金）～12/1（日）こうち旅広場）
３ たびひろ 世にも不思議な科学館
（11/1（金）～1/5（日）こうち旅広場）
４ オリックス・バファローズ 歓迎セレモニー
（11/2（土）9:50～ 高知市東部総合運動場）
５ サイクルモードインターナショナル2019 ぐるっと高知サイクリングロード
ＰＲ
（11/2（土）～11/4（月）幕張メッセ<千葉県>）
６ オリックス・バファローズ 秋季キャンプ
（11/2（土）～11/20（水）高知市東部総合運動上）
７ 第８回高知県知事杯サーフィン大会
（11/3（日）平野サーフビーチ）
８ 土佐の豊穣祭2019
・幡多会場
（11/3（日）9:00～15:00 三原村農業構造改善センター）
・高幡会場
（11/3（日）10:00～15:00 四万十緑林公園）
・高知市会場
（11/9（土）10:00～21:00、11/10（日）9:00～20:00、
11/11（月）11：00～22：00 中央公園ほか）

９ 2019台北国際旅行博
（11/8（金）～11/11（月）台北南港展覧館<台湾>）
10 クルーズ船モニターツアー＆商談会
・モニターツアー
（11/27（水）～11/29（金）高知市内、西部地域等）
・商談会・懇親会
（11/28（木）高知城歴史博物館・土佐文化の店 大名）

11 第39回カシオワールドオープン
（11/28（木）～12/1（日）Kochi黒潮カントリークラブ）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

農業振興部 １ シンガポール展示会「Food Japan 2019」
（10/31（木）～11/2（土）サンテックシンガポール国際会議展示場）
２ ミスインターナショナルの知事表敬
（11/1（金）9:45～10:25 知事室）
３ こうちアグリスクール 東京会場
・第２回（11/2（土）14:00～19:00 東京JOB HUB SQARE）
・第３回（11/9（土）14:00～19:00 東京JOB HUB SQARE）
４ ５県集落法人等連絡協議会サミット
（11/5（火）14:00～19:30 三翠園）
５ 蘭遊六志会展示会（洋蘭展示商談会）
（11/6（水）6:00～ 大阪植物取引所）
６ 大田市場まつり
（11/8（金）、11/9（土）10:00～ 東急ストアアトレ大森店）
７ 土佐の豊穣祭2019高知市会場における県産農畜産物及び土佐寿司のPR販売
（11/9（土）10:00～21:00、11/10（日）9:00～20:00 高知市中央公園）
８ 農業参入フェア2019 大阪会場
（11/11（月）13:00～17:30 グランキューブ大阪）
９ 「青年農業士による高知野菜でもう一品 素材を生かした時短料理教室」
（11/12（火）10:00～13:00 大阪中央青果株式会社）
10 高知県農業会議臨時総会及び下期会長・事務局長会議
（11/14（木）13:00～17:00 高知城ホール）
11 新・農業人フェア
（11/16（土）10:00～16:30 ハービスホール（大阪市））
12 高知県野菜食育授業
（11/18（月）10:30～12:00 横浜市立小机小学校（横浜市港北区））
13 ６次産業化セミナー 実践コースⅤ（課題解決に向けた実践活動）
（11/20（水）10:00～17:00 男女共同参画センター ソーレ）
14 令和元年度高知県産業技術功労表彰式及び記念祝賀会
（11/23（土）11:00～13:00 高知会館）
15 令和元年度第55回高知県茶品評会表彰式及び土佐茶まつり
（11/30（土）10:30～ とさのさとアグリコレット）

16 高知暮らしフェア 2019冬

（11/30（土）11:00～17:00 アクセス梅田フォーラム（大阪市））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

林業振興・環境部 １ ウォームビズ四国
（11/1（金）～3/31（火））
２ 協働の森づくり交流事業
・一般社団法人四国クリエイト協会
・株式会社建設マネジメント四国
（11/2（土）10:00～20:00 檮原町）
・東京海上日動火災保険株式会社
（11/2（土）10:50～20:00 安芸市）
・日本たばこ産業株式会社
（11/9（土）奈半利町）
・コクヨ株式会社
（11/15（金）、11/16（土）四万十町）
・損保ジャパン日本興亜株式会社
（11/16（土）馬路村）
・井上石灰工業株式会社
（11/16（土）高知市）
・日本道路株式会社
（11/16（土）、11/17（日）檮原町）
・電源開発株式会社
（11/19（火）安田町）
・浅野アタカ株式会社
（11/20（水）四万十市）
・ＮＴＴ西日本グループ
（11/30（土）高知市）
３ オフセット・クレジット売買契約締結式
・カシオワールドオープンゴルフトーナメント大会事務局
（11/5（火）11:00～11:30 第一応接室）
４ ＣＬＴフォーラム2019
（11/5（火）13:00～17:00 ベルサール九段（東京都））
５ 第54回全国木材産業振興大会（高知大会）
（11/6（水）13:00～17:30 高知市文化プラザかるぽーと）

６ 第４回高知県地産地消型再生可能エネルギー検討会

（11/7（木）13:30～16:00 ちより街テラス）

７ 高知暮らしフェア2019in名古屋

（11/9（土）12:00～16:30 ＡＰ名古屋名駅（愛知県））
８ （仮称）西予檮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

発電事業に係る高知県環境影響評価技術審査会
（11/11（月）9:30～11:30予定 高知建設会館）

９ 第45回木材まつり優良土佐材展示即売会製材品の部

（11/14（木）9:00～ 協同組合高知木材センター）

10 森林の仕事ガイダンス

（11/16（土）11:00～17:00 ＯＭＭ（大阪府））

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

林業振興・環境部
（続き）

11 第４回災害廃棄物処理広域ブロック協議会（図上訓練）

（11/19（火）9:30～16:00 衛生環境研究所）

（11/20（水）9:30～16:00 高知城ホール）

12 第２回小規模林業推進協議会

（11/20（水）13:00～16:00 三原村)

13 日下川改修事業等見学会

（11/22（金）13：00～17：00 日下川周辺）

（11/30（土）13：00～17：00 日下川周辺）

14 高知県森林審議会

（11/29（金）13:30～15:30 オリエントホテル高知）

15 高知暮らしフェア2019冬

（11/30（土）11:00～17:00 アクセス梅田フォーラム（大阪府））

16 林業就業ガイダンス

（11/30（土）13:30～16:30 四国森林管理局）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

水産振興部 １ 水産専門見本市「China Fisheries ＆ Seafood Expo 2019」出展

（11/1（金）中華人民共和国（青島））

２ ＮＹ高知県賞味会

（11/4（月）、11/5（火）米国（ＮＹ））

３ 産地買受人連絡協議会 現地調査

（11/5（火）、11/6（水）千葉、東京）

４ 「高知家の魚応援の店」県産水産物試食提案会

（11/6（水）13:00～15:30 築地魚河岸スタジオ）

５ 令和元年度かつお・まぐろ漁業対策推進道県協議会

・役員会及び総会

（11/6（水）14:00～17:00 日本かつお・まぐろ漁業協同組合）

・要望活動

（11/7（木）9:00～16:30 水産庁、議員会館）

６ 太平洋広域漁業調整委員会

（11/20（水）東京都内）

７ 「高知家の魚応援の店」産地招へい（有限会社 久慈企画）

（11/20（水）、11/21（木）須崎市、中土佐町ほか）

８ 第２回上海賞味会

（11/21（木）14:00～17:00 中華人民共和国（上海））

９ 「高知家の魚応援の店」産地見学会

（11/24（日）、11/25（月）安芸市、須崎市ほか）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

土木部 １ 維持管理エキスパート研修会

・のり面・擁壁分野（中級）

（11/1（金）、11/8（金）高知県建設技術公社）

・橋梁分野（中級）

（11/6（水）高知県建設技術公社）

・トンネル分野（中級）

（11/7（木）高知県建設技術公社）

・構造物全般（上級）

（11/21（木）、11/22（金）、11/28（木）、11/29（金）高知県建設技術公社）

２ のいち動物公園開園28周年記念イベント
（11/2（土）～11/4（月・祝）高知県立のいち動物公園）
３ こうち防災フェスタ2019
（11/3（日）10:00～16:00 高知市中央公園）

４ 高知県測量設計業協会との意見交換会
（11/6（水）15:45～17:15 高知会館）

５ いい井戸の日2019in高知（一般社団法人全国さく井協会四国支部主催）
（11/7（木）15:30～ ザクラウンパレス新阪急高知）
６ 令和元年度第７次災害査定
（11/11（月）～11/15（金）安芸市ほか３市町）
７ 外国客船高知新港寄港
・「セレブリティ・ミレニアム」
（11/13（水）7:00入港～17:00出港）
・「ダイヤモンド・プリンセス」
（11/24（日）7:00入港～17:00出港）
・「セレブリティ・ミレニアム」
（11/27（水）7:00入港～16:00出港）
８ ＩＣＴ活用工事発注者研修
（11/18（月）須崎市商工会議所）
（11/19（火）香南市夜須公民館）

９ 高知県耐震改修技術学校

（11/18（月）、11/19（火）高知城ホール）

10 高知新港振興プランフォローアップ会議
（11/21（木）14:00～16:30 高知城歴史博物館）
11 高知県優良建設工事施工者表彰発表会
（11/26（火）13：00～15：30 高知市春野文化ホール）

12 四国地方公共工事契約業務連絡協議会及び講演会

（11/27（水）13:30～17:00 オーテピア高知図書館）

13 建設コンサルタンツ協会四国支部との意見交換会
（11/27（水）16:00～17:30 高知会館）

14 クルーズ船モニターツアー・オプショナルツアー商談会
(11/27（水）～11/29（金）高知県内）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

会計管理局 １ 会計検査

（11/5（火）、11/6（水）幡多土木事務所）

（11/14（木）須崎総合高等学校）

（11/19（火）消費生活センター）

（11/21（木）高知国際中学校、高知西高等学校）

（11/28（木）宿毛高等学校）

（11/29（金）県立中村中学校、中村高等学校）

２ 銀行検査

（11/6（水）四国銀行清水支店）

（11/7（木）四国銀行中村支店、四国銀行宿毛支店、四国銀行御荘支店）

（11/12（火）四国銀行南国南支店、四国銀行潮江支店）

（11/21（木）高知銀行梼原支店）

（11/26（火）四国銀行上町支店、木屋橋支店）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

公営企業局 １ 令和元年度高知県職員（県立病院）採用選考試験（特別募集）

（10/24（木）～11/22（金））

２ 公営企業局債権管理推進部会

（11/6（水）15:00～17:00 高知共済会館）

３ 公営電気事業経営者会議第58回技術研究会

（11/6（水）、11/7（木）栃木県）
４ 甫喜ヶ峰フェスティバル2019

（11/10（日）10:00～15:00 甫喜ヶ峰森林公園）

５ 令和元年度（第51回）四国地区水力発電技術研究会

（11/12（火）、11/13（水）高知サンライズホテル他）
６ 令和元年度四国４県公営企業管理者・局長会議
（11/14（木）、11/15（金）徳島県）

７ 令和元年度中国・四国ブロック工業用水道事業担当者会議
（11/28（木）14:00～17:00 岡山国際交流センター）

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）

28/32



各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

教育委員会 １ 2020こうち総文・関連 東京都1000日前イベント
（11/4（月）14:30～16:00 大江戸博物館）
２ 若者はばたけプログラム活用研修会
（11/6（水）10:30～17:00 高知青少年の家）
３ 第１回第２期高知県教育振興基本計画推進会議
（11/7（木）10:00～12:00 高知会館）
４ 高知県教育委員会・高知県小中学校校長会教育懇談会
（11/7（木）15:00～17:00 高知会館）
５ 青少年教育施設指定管理者選定審査委員会
（11/8（金）9:00～12:00 本町ビル）
６ 2020こうち総文 プレ大会
・総合開会式（11/9（土）12:45～15:05 高知市文化プラザかるぽーと）
・パレード（11/9（土）16:00～17:00 帯屋町周辺）
・囲碁部門（11/10（日）高知追手前高校）

・文芸部門（11/10（日）高知県立文学館）

・日本音楽部門（11/10（日）高知市文化プラザかるぽーと）
・美術・工芸部門、書道部門、写真部門、新聞部門、文芸部門、
まんが部門（展示）
（11/12（火）～11/17日（日）高知市文化プラザかるぽーと）
・書道部門（11/16（土）、11/17（日）トップワン四国ほか）
・新聞部門（取材・交流）（11/16（土）、11/17（日）高知追手前高校）
・合唱部門（11/17（日）高知市文化プラザかるぽーと）
・吹奏楽部門（11/17（日）高知県立美術館ホール）
・写真部門（講評会・講演会）（11/17（日）サウスブリーズホテル）
・マーチングバンド・バトントワリング部門
（11/17（日）南国市スポーツセンター）
・自然科学部門（11/17（日）高知みらい科学館）
・郷土芸能部門（11/23（土）須崎市立市民文化会館）
・吟詠剣詩舞部門（11/24（日）須崎市立市民文化会館）

７ 留学フェア2019

（11/10（日）13:30～16:40 高知会館）
８ 第１回高知県地域学校協働活動推進委員会
（11/14（木）9:30～11:30 県庁西庁舎）
９ 2020こうち総文・関連 全国高等学校総合文化祭事務引継会
（11/14（木）14:00～17:00 佐賀県佐賀市 ガーテンテラス佐賀）
10 第１回高知県運動部活動改革推進委員会
（11/15（金）14:30～16:30 高知県立県民体育館）

11 これからの学びシンポジウムin高知

（11/22（金）18:00～20:10 高知会館）

（11/23（土）10:00～12:10 青少年センター）
12 全国高等学校ビブリオバトル2019高知県大会
（11/24（日）13:00～16:30 オーテピア）
13 令和元年度教職員等表彰式
（11/26（火）15:30～17:00 高知会館）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

教育委員会
（続き）

14 第２回県立学校再開計画策定支援講座

（11/28（木）9:30～16:30 高知城ホール）

15 令和元年度学校保健推進研修会（養護教諭研修会）

（11/29（金）10:00～16:30 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 11月の主要な取り組み予定

警察本部 １ 高知県警察柔道剣道大会
（11/1（金）9:00～16:30 高知県立武道館）

２ 令和元年度高知工科大学における「危機管理概論」講義
・「犯罪の現状から見た危機管理」
（11/1（金）10:30～12:00 高知工科大学）

・「大規模災害・事故等緊急事態に対する危機管理」
（11/5（火）10:30～12:00 高知工科大学）
・「交通社会における危機管理」
（11/12（火）10:30～12:00 高知工科大学）
・「組織における不祥事案の防止とダメージコントロール」
（11/15（金）10:30～12:00 高知工科大学）
・「警察の情報通信」
（11/19（火）10:30～12:00 高知工科大学）
・「警察活動を支える基盤の充実・強化」
（11/22（金）10:30～12:00 高知工科大学）
・「安全安心まちづくり活動」
（11/26（火）10:30～12:00 高知工科大学）
・「講義項目未定、（少年非行関係）」
（11/29（金）10:30～12:00 高知工科大学）

３ スケアード・ストレイトによる交通安全教室
（11/1（金）13:00～ 高知工業高校）
４ 令和元年度中国四国管区内警察拳銃射撃競技大会
（11/7（木）9:00～16:30 中国四国管区警察学校）
５ 秋の勲章伝達式
（11/7（木）14:00～ 県警察本部）
６ リクルーター指定式
（11/8（金）14:00～ 県警察本部）
７ 高知県警察表彰式
（11/21（木）14:00～ 県警察本部）
８ 令和元年度中国四国管区内警察柔道大会、剣道大会
（11/26（火）9:00～17:00 広島県立総合体育館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 11月の主要な取り組み予定

産業振興センター １ 【見本市】JAPAN PACK2019（日本包装産業展）
（10/29（火）～11/1（金）幕張メッセ）

２ よろず支援拠点セミナー（ネット集客の基礎）
（11/6（水）13:30～15:00 ぢばさんセンター)

３ 第８回ものづくり総合技術展
（11/7（木）～11/9（土）ぢばさんセンター）

４ 【見本市】第４回関西オフィス防災EXPO
（11/13（水）～11/15（金）インテックス大阪）

５ 【見本市】第41回ジャパンホームショー
（11/13（水）～11/15（金）東京ビッグサイト）

６ よろず支援拠点セミナー（無料で始めるホームページ）
（11/18（月）13:30～15:30 ぢばさんセンター）

７ 【見本市】METALEX
（11/20（水）～11/23（土）タイ・バンコク）

８ よろず支援拠点セミナー（無料で作るネットショップ）
（11/25（月）13:30～15:30 ぢばさんセンター）

９ 【見本市】第６回鉄道技術展
（11/27（水）～11/29（金）幕張メッセ）

10 第８回事業戦略支援会議
（11/28（木）13：30～ ぢばさんセンター）

11 ものづくり人材育成交流会
（11/29（金））
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