
各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

総務部 １ 天皇陛下御即位に係る記帳所の設置

（5/4（土）、5/5（日）9:00～17:00 本庁１階ロビー）

２ 企業版ふるさと納税感謝状贈呈式（DDホールディングス）
（5/7（火）15:00～15:15 知事室）

３ 令和元年度財政担当者会及び平成30年度地方公営企業決算状況調査等に係る
説明会
（5/8（水）10:00～15:45 正庁ホール）

４ 四国知事会担当課長会議
（5/9（木）14:45～ 愛媛県庁）
５ 対話と実行行脚

（5/9 （木） 黒潮町）

（5/22（水） 四万十市）

（5/23（木） 大月町）

（5/27（月） 本山町）

６ 愛媛・高知交流会議
（5/10（金）10:45～11:30 視察（愛媛大学紙産業イノベーションセンター）

11:55～12:30 視察（(有)脇製茶場）

13:30～14:30 知事会議(霧の森)）

７ 令和元年度公益法人及び移行法人所管課職員向け研修会

（5/13（月）9:00～15:00（予定） 正庁ホール）

８ 令和元年度 学校保健統計調査説明会
（5/13（月）15:00～16:30 幡多総合庁舎会議室）
（5/14（火）15:00～16:30 安芸総合庁舎会議室）
（5/15（水）15:00～16:30 高知会館「飛鳥」）
９ 統合宛名システム研修会
（5/15（水）13:00～15:00 オーテピア集会室）
10 令和元年度 第１回 税外未収金対策研修会
（5/15（水）13:30～15:30 正庁ホール）
11 消費税（国・地方）軽減税率制度等に係る職員研修会
（5/15（水）13:30～15:30 オーテピア４階ホール）
12 令和元年度第２回行政不服審査会
（5/17（金）10:00～12:00 高知会館４階「やまもも」）
13 法制審議会
（5/17（金）13:15～16:00 第二応接室）
14 第５回高知・香川両県知事会議（牧野植物園）
（5/20（月）15:00～15:40 視察

15:40～17:00 知事会議）
15 令和元年春の叙勲伝達式（地方自治等）
（5/28（火）13:30～14:00 第一応接室）

16 令和元年度 職場ドック推進リーダー研修会

本庁所属（5/29（水）9:30～11:30 保健衛生総合庁舎 １階大会議室）

出先所属（5/29（水）14:00～16:00 保健衛生総合庁舎 １階大会議室）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

総務部
（続き）

17 日本創生のための将来世代応援知事同盟サミットinしが
（5/31（金）、6/1（土） びわ湖大津プリンスホテル）
18 国等への政策提言

（日時未定 国交省ほか）

19 高知県電子自治体推進協議会自治体情報職員初任者研修
（日時未定 場所未定）

20 情報ハイウェイ利用者説明会
（日時未定 場所未定）

【参考】
○5月臨時会日程
・開会（5/14（火））
・常任委員会（5/15（水））

・閉会（5/16（木））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

東京事務所 １ キッコーマンライブキッチン東京 高知県月間
（5/8（水）14:45～16:00 知事記者会見、
5/8（水）～5/31（金）高知県月間 キッコーマンライブキッチン東京（有
楽町））

２ 丸の内高校関東同窓会
（5/12（日）12:00～15:00 都内）
３ 全国道路利用者会議 第71回定時総会
（5/15（水）13:30～15:30 砂防会館別館）
４ 第６回林業復活・地域創生を推進する国民会議
（5/16（木）13:00～15:00 都市センターホテル）
５ 第40回道路整備促進期成同盟会全国協議会通常総会及び命と暮らしを守る
道づくり全国大会
（5/16（木）13:00～17:00 砂防会館別館）
６ 関東室戸会総会
（5/18（土）12:00～15:00 都内）
７ 全国高速道路建設協議会総会
（5/21（火）13:00～16:00 砂防会館別館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

危機管理部 １ 副部長による市町村長との意見交換会
（5/7（火）9:40～15:40 大豊町、本山町、土佐町、大川村）
（5/8（水）13:00～14:00 土佐清水市）
（5/9（木）9:30～14:30 仁淀川町、越知町、いの町）
（5/10（金）9:00～14:30 土佐市、日高村、佐川町）
（5/14（火）9:30～14:45 芸西村、安芸市、室戸市）
（5/15（水）9:30～15:00 田野町、北川村、馬路村）
（5/28（火）10:30～11:30 梼原町）

２ 都道府県国民保護担当課長会議

（5/9（木）13:30～15:30 三田共用会議所）

３ 高知県防衛議員連盟総会

（5/11（土）16:30～18：00 三翠園）

４ 平成31年度市町村自衛官募集事務担当者会

・中央地区（5/13（月）13:00～14:30 高知よさこい咲都合同庁舎）

・高吾地区（5/14（火）13:00～14:30 須崎市立市民文化会館）

・幡多地区（5/15（水）13:00～14:30 四万十市防災センター）

・安芸地区（5/20（月）13:00～14:30 陸上自衛隊高知駐屯地）

５ 平成31年度第２回地域本部連絡会議

（5/13（月）15：00～16：30 防災作戦室）

６ 平成31年度高知県Ｌアラート利用者連絡会
（5/14（火）13:30～15:00 高知城ホール）
７ 令和元年度高知県総合防災訓練航空機訓練分科会（第３回）
（5/15（水）13:30～15:00 防災作戦室）
８ 平成31年度高知県町村消防団連絡協議会春季総会
（5/15（水）15:00～17:00 いの町役場）

９ 平成31年度都道府県消防防災・危機管理部局長会第１回幹事会

（5/17（金）15:00～17:00 新宿ワシントンホテル）

10 陸上自衛隊高知駐屯地創立53周年及び第50普通科連隊創隊13周年記念行事

（5/19（日）9:35～14:00 高知駐屯地）
11 Ｌアラート全国合同訓練2019
（5/23（木）13:30～16:30 県内全域）
12 第61回南海トラフ地震対策推進本部会議
（5/24（金）10:00～12:00 第２応接室）
13 令和元年度高知県総合防災訓練に係る第４回全体会・分科会
（5/24（金）14:00～16:00 県立青少年センター）
14 平成31年度高知県中央地区消防協議会総会
（5/24（金）14:30～17:00 仁淀川町観光センター）

15 平成31年度都道府県消防防災・危機管理部局長会総会

（5/27（月）午後 都道府県会館）

16 日本電気協会四国支部第72回支部大会

（5/29（水）14:00～17:30 ザ クラウンパレス新阪急高知）

17 平成31年度東日本ブロック防災行政無線担当者会議

（5/30（木）、5/31（金） 金沢市内）
18 令和元年度高知県消防団長会
（5/31（金）15:00～17:00 高知市消防団本部）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

健康政策部 １ 旅館ホテル総会・懇親会

（5/7（火）18:00～ 土佐御苑）
２ 獣医科大学就職説明会
（5/8（水）13:00～16:00 帯広畜産大学）
（5/9（木）13:00～16:00 北海道大学

13:00～16:30 日本大学）

（5/10（金）10:20～16:20 酪農学園大学

14:00～17:30 北里大学）

（5/16（木）15:00～16:30 岩手大学）

（5/24（金）15:00～18:00 日本獣医生命科学大学）

３ 東部在宅歯科連携室開所式

（5/9（木）14:00～14:30 安芸市総合社会福祉センター）

４ 高知DMAT研修

（5/11（土）、5/12（日）高知医療センター）

５ 高知県薬物乱用防止推進連合協議会通常総会

(5/16（木）14：00～15：00 ちより街テラス）

６ 全国知事会

・国との意見交換会【調整中】

（5/16（木）18:15～18:45、

5/17（金）13:30～16:45 都道府県会館）

・拡大ワーキングチーム【調整中】

（5/17（金）10:30～12:00 都道府県会館）

７ 第68回高知県医薬品配置協議会総会・薬事講習会

（5/17（金）10：00～16：00 高知会館）

８ 中央東薬物乱用防止推進協議会総会

（5/17（金）16：15～ 一寿司会館）

９ 病院事務長連絡会

・安芸・中央東管内

（5/22（水）13：30～16：00 中央東福祉保健所）

・幡多管内

（5/24（金）13：00～15：30 幡多福祉保健所）

・中央西・須崎管内

（5/28（火）13：30～16：00 紙産業技術センター）

・高知市管内

（5/30（木））

10 高知市薬物乱用防止推進協議会総会

（5/22（水）14：30～ ふくし交流プラザ）

11 幡多薬物乱用防止推進協議会総会

（5/23（木）15：00～）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

健康政策部
（続き）

12 令和元年度協力難病指定医養成研修

（5/23（木）19:00～20:30 地下第４会議室）

（5/26（日）10:00～11:30 地下第４会議室）

（5/28（火）19:00～20:30 地下第４会議室）

13 令和元年度高知県エイズ治療拠点病院勉強会

（5/24（金）18:00～20:00 高知大学医学部附属病院）

14 犬・猫の飼い方講習会・譲渡見学会

（5/26（日）10:00～12:00 オーテピア

13:30～14:30 中央小動物管理センター）

15 令和元年度母子保健コーディネーター研修会（初任者編）

（5/27（月）13:30～16:30 自治会館）

16 令和元年度高知県食生活改善推進協議会総会及び研修会

（5/28（火）12:00～15:30 ふくし交流プラザ）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

地域福祉部 １ こうちシニアスポーツ交流大会2019

・弓道 （5/4（土）10:00～17:00 県立弓道場）

・バウンドテニス （5/6（月）9:00～17:00 高知市立総合体育館）

・総合開会式 （5/9（木）9:00～ 春野総合運動公園）

・ソフトテニス （5/9（木）9:00～17:00 東部総合運動場テニスコート）

・水泳、マラソン（３km・５km）、ゲートボール、ターゲット･バードゴルフ、

グラウンド･ゴルフ、ペタンク、卓球、太極拳

（5/9（木）9:00～17:00 春野総合運動公園）

・パークゴルフ （5/9（木）9:00～15:00 香南市野市パークゴルフ場）

・ソフトボール （5/15（水）9;00～17:00 春野総合運動公園）

・ソフトボール （5/16（木）9:00～17:00 春野総合運動公園）

・テニス （5/16（木）9:00～17:00 春野総合運動公園）

・ボウリング （5/16（木）10:00～15:00 ラウンドワン高知店）

・健康マージャン （5/18（土）10:00～17:00 ふくし交流プラザ）

・将棋 （5/19（日）9:30～17:00 ふくし交流プラザ）

・ソフトバレーボール （5/19（日）9:00～13:00 高知市立総合体育館）

２ 介護保険初任者実務研修会

（5/10（金）10:00～16:00 高知県自治会館）

３ 障害支援区分認定調査員（新任）研修

（5/13（月）10:00～16:30 県民文化ホール）

４ 災害救助法等担当者全国会議

（5/14（火）9:00～12:00 東京都内）

５ 市町村福祉・介護保険担当者連絡会

（5/17（金）10:00～16:00 高知県自治会館）

６ 北海道高知県人会連合会から県内社会福祉施設へのすずらん贈呈式

（5/17（金）11:00～11:30 第二応接室）

７ 婚活サポーター地区別交流会

・東部地区（5/20(月)13:30～14:30 安芸市民会館）

・中央地区（5/22(水)13:30～14:30 ちより街テラス）

・西部地区（5/24(金)13:30～14:30 四万十市立中央公民館）

８ “社会を明るくする運動”高知県推進委員会

（5/21（火）13:30～15:15 三翠園）

９ 市町村乳幼児健診従事者向け研修会

（5/23（木）10:00～15:30 高知県自治会館）

10 高知大学医学部児童青年期精神医学講座開設記念シンポジウム

「高知県における子どもの心の地域医療連携」

（5/25（土）18:00～20:00 ちより街テラス）

11 災害救助法市町村担当者会

（5/27（月）13:30～15:30 共済会館）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

地域福祉部
（続き）

12 民生委員児童委員大会

（5/28（火）12:30～16:00 高知文化プラザかるぽーと）

13 「高知県における地域の見守り活動に関する協定」締結式

（三井住友海上あいおい生命、高知県民生委員児童委員協議会、高知県との三

者協定）

（5/29（水）13:00～13:30 第一応接室）

14 発達障害に関するセミナー“みてわかる”支援と環境づくり講座

（６回開催：いずれも同じ内容）

（5/29（水）～31（金）9:15～12:00、13:30～16:15

こうち男女共同参画センター「ソーレ」）

15 青少年育成高知県民会議総会

（5/30（木）14:30～16:30 高知市立自由民権記念館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

文化生活

スポーツ部

１ ポーランド陸上リレーチーム合宿受入
（4/24（水）～5/9（木） 県立春野総合運動公園ほか）
２ チェコ共和国ソフトボールU19チーム合宿受入
（4/27（土）～5/8（水） 県立春野総合運動公園ほか）
３ チェコ共和国陸上リレーチーム合宿受入
（5/1（水）～5/9（木） 県立春野総合運動公園ほか）

４ 平成31年度自転車マナーアップキャンペーン
（5/1（水）～5/31（金）県内各地）
５ ５月消費者月間記念行事
・消費者啓発パネル展
（5/4(土）～5/30（木）オーテピア高知図書館）
・幼稚園児による高知大丸１日店長 （出演：杉の子第２幼稚園）
（5/30（木）高知大丸）

６ 在日本チェコ共和国大使館一等書記官 部長表敬
（5/7（火）10:00～ 部長室）

７ カーニバル00in高知（仮）実行委員会設立総会

（5/7（火）15:30～16:30 オーテピア高知図書館）
８ 平成31年春の全国交通安全運動（5/11（土）～5/20（月）県内各地）
・早朝街頭啓発（初日）
（5/10（金）7:30～8:20 県庁前交差点）
・出発式
（5/10（金）10:00～10:20 県庁本庁舎正面玄関）
・啓発パレード

（5/10（金）10:30～11:00 高知大神宮前～帯屋町アーケード～中央公園）

９ 県史編さん準備委員会

(5/13（月） 10:00～11:00 第２応接室)
10 日米学生会議サポート会議in 高知設立総会
（5/13（月）15：00～設立会議、15：30～第１回会議 高知商工会館）
11 まんが甲子園ＰＲキャラバン

（5/13（月）、5/14（火） 香川、愛媛）

12 おとう飯キャンペーン・母の日におとう飯でありがとう！を伝えよう
（写真及び絵の掲載期間：5/13（月）～6/15（土）サニーマート６店舗）

※ 募集期間：4/25（木）～5/31（金）

13 第１回高知県市町村人権教育・啓発担当者連絡協議会
・東部（5/14（火）13：15～16：50 田野町ふれあいセンター）
・中部（5/22（水）13：15～16：50 中部教育事務所）
・西部（5/30（木）13：15～16：50 四万十市立中央公民館）

14 産業人材定着支援事業小論文審査

（5/19（日）13:00～16:00 永国寺キャンパス）

15 高知市姉妹都市委員会総会
（5/21（火）15：30～ 三翠園）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

文化生活

スポーツ部
（続き）

16 第１回高知県人権啓発活動ネットワーク協議会及び高知地域人権啓発活

動ネットワーク協議会の合同開催

（5/23（木）13:30～15:30 高知よさこい咲都合同庁舎）

17 まんが王国・土佐情報発信拠点施設設備委託業務プロポーザル審査会
（5/28（火）職員能力開発センター）
18 早稲田大学留学センター学生受入

（5/29（水）13:30～14:30 永国寺キャンパス
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

産業振興推進部 １ 産業振興計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略に関する市町村長との意
見交換会
（5/7（火）須崎市、四万十町、津野町）
（5/8（水）梼原町、中土佐町）
（5/9（木）大豊町）
（5/10（金）大川村）
（5/22（水）土佐市、日高村、いの町）
（5/24（金）香美市、香南市、南国市）
（5/27（月）大月町、三原村）
（5/29（水）土佐町、本山町）
（5/30（木）東洋町、室戸市）
（5/31（金）安田町）
２ 四国４県連携ロサンゼルス（米国）食品輸出商談会
（5/8（水）11:00～18:00、
5/9（木）、5/10（金）9:00～18:00 ホテルグランフォーレ（愛媛県））

３ 移住に関する市町村とのブロック別情報交換会
（5/10（金）10:00～12:00 東部ブロック）
（5/15（水）15:00～17:00 幡多ブロック）
（5/16（木）10:00～12:00 高幡ブロック）
（5/16（木）14:30～16:30 仁淀川ブロック）
（5/23（木）10:00～12:00 嶺北ブロック）
（5/28（火）14:00～16:00 高知市・物部川ブロック）
４ 米国NAS社レストランショー
（5/18（土）9:00～15:00 サンフランシスコ（アメリカ））
５ 食品表示研修 基礎
（5/20（月）13:30～17:00 県民文化ホール）
６ 高知県・四国銀行包括協定協議会
（5/20（月）15:30～17:00 第二応接室）
７ ＨＡＣＣＰ研修
（5/22（水）、5/23（木）10:00～17:00 県民文化ホール）
８ ＵＩターン転職個別相談会
（5/25（土）10:00～17:00 淀屋橋付近（大阪府））
９ THAIFEX-World of Food Asia 2019
（5/28（火）～6/1（土）バンコク（タイ））

10 移住交流会 高知家ホームパーティ
（5/29（水）18:30～21:00 東京交通会館）

11 移住に関する市町村との情報交換会
（5/31（金）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 ５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 おためしＭＢＡ
・高知会場
（5/9（木）13:30～16:20 オーテピア
5/11（土）13:00～17:30 ココプラ）
・東部会場
（5/15（水）13:30～16:00 田野町ふれあいセンター）
・幡多会場
（5/16（木）13:30～16:00 四万十市立中央公民館）
２ シーズ・研究内容紹介
・高知大学「戦略的ＢＣＰがもたらす企業価値」
（5/15（水）18:30～20:00 ココプラ）
・高知工科大学「光と分子で織りなす科学～新規光機能材料の開発～」
（5/29（水）18:30～20:00 ココプラ）
３ こうちスタートアップパーク
・スタートサロン①
（5/19（日）13:00～16:00 ココプラ）
４ 土佐ＭＢＡ【本科】
○マーケティング・商品企画コース
・第１講「マーケティング入門」
（5/27（月）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
５ 土佐ＭＢＡ【実科】
○ナリワイセミナー「幡多稼ごう塾」
・日程①
（5/28（火）9:00～17:00、5/29（水）9:00～17:00 四万十市立中央公民館）
６ 経営者トーク①
「小さくても「かっこいい会社」を目指して～成功したこと・失敗したこと～」
講師：有限会社上田電機 代表取締役 上田 義隆 氏

（5/31（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 ５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
（5/1（水）～6/30（日）ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート名古屋

（愛知県））
（5/25（土）、26（日）渥美フーズ（愛知県・静岡県））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５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 全国！海のうまいもん祭り

（3/9（土）～7/7（日）南知多ビーチランド(愛知県））
２ しあわせぐるめ四国フェア

（3/22（金）～6/4（火）東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート（千葉県））

３ 土佐・四万十フェア

（4/1（月）～5/6（月・祝）東京ベイ舞浜ホテル（千葉県））

４ 高知フェア

（4/15（月）～5/19（日）サンルートプラザ東京（千葉県））

（4/27（土）～5/31（金）京王プラザホテル多摩（東京都））

（5/1（水・祝）～5/6（月・祝）ブルックスBIOTOPIA（東京都））

（5/1（水・祝）～6/30（日）ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋

（愛知県））

（5/4（土・祝）、5/5（日・祝）丸久２店舗（山口県））

（5/7（火）～6/30（日）都ホテルズ&リゾーツ（7ホテル27店舗））

（5/8（水）～5/31（金）キッコーマンライブキッチン東京（東京都））

（5/20（月）～5/26（日）こだわりや（東京都））

（5/22（水）～5/24（金）コープえひめ（愛媛県））

（5/23（木）～5/25（土）ファンタスマーケット（長崎県））

（5/25（土）、5/26（日）渥美フーズ（愛知県））

（5/30（木）～6/4（火）藤崎（宮城県））

５ 新元号幕開け記念イベント（「令和」振る舞い）

（5/1（水・祝）13：00～ まるごと高知（東京都））

６ 春のアンテナショップ祭り

（5/1（水・祝）～5/14（火）高島屋立川店（東京都））

７ 「第13回銀座柳まつり」よさこい踊り披露（まるごと高知オフィシャルチー
ム他５チーム参加）
（5/5（日・祝）14:00～16:00 西銀座通り（東京都））

８ 第10回関西居酒屋産業展

（5/14（火）～5/16（木）10:00～17:00 インテックス大阪（大阪府））

９ サントリー酒類株式会社 得意先飲料店様向け高知県産地視察商談会

（5/21（火）13:00～17:00 県民文化ホール）

10 四国フェア

（5/23（木）～5/26（日）エーコープあいち（愛知県））

11 三井食品内覧会

（5/24（金）三井食品本社（東京都））

12 四国物産展

（5/25（土）～5/31（金）新都市センター開発（東京都））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

産業振興推進部
（大阪事務所）

１ 高知県フェア 都ホテルズ＆リゾーツ ７ホテル共同企画
（5/７（火）～6/30（日） 都ホテルズ&リゾーツ（7ホテル27店舗））
２ 尼崎高知系県人会 2019年度第56回総会「ゆう、あい、フォーラム」
（5/12（日）11:00～ ふるさと交流会館（兵庫県））
３ 高知家 大学生交流会 in関西 第1回関西土佐ゼミ
（5/18（土）14:00～16:00 阪急グランドビル（大阪府））
４ 第15回関空旅博
（5/18（土）、5/19（日）10:00～17:00 関空国際空港（大阪府））
５ 第49回神戸まつり
（5/19（日）11:00～16:30 神戸市役所北西側路上（兵庫県））
６ 東大阪高知県人会 第54回総会
（5/19（日）12:00～15:30 ユトリート東大阪（大阪府））
７ サントリー酒類株式会社 得意先飲食店様向け高知県産地視察商談会
（5/21（火）13:00～17:00 県民文化ホール）
８ 第12回にほんのお酒
（5/23（木）、5/24（金）17:00～22:00、
5/25（土）16:00～21:00 ラグザスクエアエントランス広場（大阪府））

９ 四国×酒国 酒蔵ワンダーランドOn大阪 2019
（5/26（日）11:30～18:00 西梅田スクエア（大阪府））
10 ＪＲ四国 大阪商品説明会・意見交換会
（5/27（月）15:30～19:00 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 ５月の主要な取り組み予定

中山間振興・交通
部

１ 関西＝高知路線ご搭乗キャンペーン
（5/1（水）～6/30（日）高知龍馬空港）
２ こうち春花まつりLCC関西・成田路線PR
（5/3（金）～5/5（日）10:00～17:00 高知市中央公園）
３ 国際チャーター便運航事業者誘致活動
（5/8（水）、5/9（木）台湾）
４ 愛鳥週間ポスター展
（5/10（金）～5/16（木）9:00～17:00

わんぱーくこうちアニマルランド展示学習室）
５ 集落活動センター下川口家開所式・懇親会
（5/12（日）開所式 12:00～13:00 集落活動センター下川口家

懇親会 13:10～14:30 下川口浦地区いこいの家）
６ 令和元年度第１回高知県中山間総合対策本部会議
（5/15（水）15:15～17:15 第二応接室）
７ 関空旅博ブース出展
（5/18（土）・5/19（日）10:00～17:00 関西国際空港）
８ 奉祝新天皇陛下御即位記念NARITA酒フェスティバル ブース出展
（5/25（土）11:00～16:00 成田山表参道）
９ 山笑ふ横畠集落活動センター開所式
（5/25（土）14:00～17:30 山笑ふ横畠集落活動センター）
10 令和元年度第１回中山間対策関係部局等会議
（5/28（火）9:00～11:00 第二応接室）
11 高知県予土線利用促進対策協議会総会
（5/31（金）13:00～15:00 四万十市西土佐総合支所（江川崎））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

商工労働部 １ 高知県外国人生活相談センター運営協議会準備会

（5/7（火）14:00～16:00 オーテピア高知図書館）

２ 小規模事業者等支援実行計画書の説明会

（5/8（水）、5/9（木）13:30～15:30 工業技術センター）

３ 台湾Secutech出展

（5/8（水）～5/10（金） 台北市）

４ Subcon Thailand出展、工業省訪問等

（5/8（水）～5/11（土） タイ・バンコク）

５ 高知工科大学・高知県共催公開講座（ITビジネス・マーケティング入門）

（5/9（木）、5/13（月）、5/16（木）、5/20（月）、5/23（木）、5/27（月）、

5/30（木）13:00～14:30 高知県立大学・高知工科大学 永国寺キャンパス）

６ 県外事務所担当者会（企業立地関係）

（5/9（木）14:00～17:15 職員能力開発センター）

７ 第１回職業能力開発審議会

（5/9（木）14:00～15:30 オーテピア高知図書館）

８ 第17回高知県IoT推進ラボ研究会セミナー「IoTトレンドの方向性と課題

解決ビジネスの視点について」

（5/10（金）14:30～16:30 オーテピア高知図書館４階ホール）

９ 高知大学・高知県共催 地域連携講座（IT・コンテンツアカデミー～企業から

学ぶ先端技術の活用とビジネスの現場～）

（5/10（金）、5/17（金）、5/24（金）、5/31（金）14:50～16:20 高知大学）

10 高知県鉱業会総会・懇親会

（5/10（金）17:00～20:00 高知パレスホテル）

11 第１回キャッシュレスセミナー

（5/14（火）10:00～12:00 四万十市立文化センター）

12 デジタルイノベーション2019（名古屋）への出展

（5/22（水）、5/23（木）10:30～17:30 吹上ホール）

13 高知卸商センター協同組合50周年記念祝賀会

（5/22（水）17:00～ 城西館）

14 一般社団法人高知県工業会総会・懇親会

（5/23（木）17:30～ ザ クラウンパレス新阪急高知）

15 外国人材の受入れ・共生のための総合対策会議

（5/23（木）10:00～11:00 第２応接室）

16 一般社団法人高知県製紙工業会 第15回総会・懇親会

（5/24（金）17:00～ 城西館）

17 IT・コンテンツアカデミー「なりたいを探そう！ IT・コンテンツアカデ

ミー オープンキャンパス」

（5/25（土）13:00～19:00 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 ５月の主要な取り組み予定

商工労働部
（続き）

18 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＞

Leaders（メンター）研修

（5/26（日）9:00～17:00 高知県立大学・高知工科大学 永国寺キャンパス）

19 第６回働き方改革ＥＸＰＯ

（5/29（水）～5/31（金）10:00～18:00 東京ビッグサイト・青海展示棟)

20 デジタルイノベーション2019（関西）への出展

（5/30（木）、5/31（金）10:30～17:30 グランフロント大阪）

21 ベトナム フーイエン省来高

（5/30（木）、5/31（金） 室戸市、県庁表敬等）

22 高知県外国人生活相談センター開所

（5/31（金）9:30～ 高知県外国人生活相談センター）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

観光振興部 １ ゴールデンウィーク期間中の渋滞対策

（4/27（土）～5/6（月） 高知市中心部）

２ ゴールデンウィーク期間中の臨時観光案内所設置

（4/27（土）～5/4（土） 高知龍馬空港）

（4/27（土）～5/5（日） 南国ＳＡ（下り））

（4/27（土）～5/6（月） 高知城）

（4/28（日）～5/5（日） 豊浜ＳＡ（下り））

３ 副知事訪台

（5/7（火）～5/9（木）台湾）

４ 2019年度通常総会懇親会（日本旅館協会四国支部連合会高知県支部／高知県

旅館ホテル生活衛生同業組合）

（5/7（火）18:00～ 土佐御苑）

５ 2019年度ＪＴＢ協定旅館ホテル連盟通常総会後の意見交換会（ＪＴＢ協定旅

館ホテル連盟高知支部／株式会社ＪＴＢ）

（5/8（水）18:30～ 城西館）

６ 「土佐の観光創生塾」参加者募集開始

（5/10（金）～6/7（木）基礎編、ステップアップ編、実践編）

７ 外国客船寄港（高知市中心市街地）
・「コスタ ベネツィア」
（5/14（火）9:00入港～17:00出港、乗客定員：5,260名、総ﾄﾝ数：135,500t）

※外国客船の寄港 暦年９回目、年度８回目
・「ダイヤモンド・プリンセス」
（5/19（日）8:00入港～18:00出港、乗客定員：2,706名、総ﾄﾝ数：115,906t）

※外国客船の寄港 暦年10回目、年度９回目
・「コスタ ネオロマンチカ」
（5/20（月）9:00入港～14:00出港、乗客定員：1,578名、総ﾄﾝ数：56,769t）

※外国客船の寄港 暦年11回目、年度10回目
【参考】 邦船寄港
「飛鳥II」

（5/30（木）8:00入港～17:00出港、乗客定員：872名、総ﾄﾝ数：50,142t）

８ 2019常任評議員会 第56回四国支部通常総会（日本観光振興協会四国支部）

（5/15（水）13:00～16:00 ＪＲ.ホテルクレメント高松）

９ 四国ツーリズム創造機構 総会・理事会・全体会議

（5/15（水）15:15～17:15 ＪＲ.ホテルクレメント高松）

10 高知県観光ガイド連絡協議会総会

（5/17（金）13:30～16:30 サンピアセリーズ）

11 2019日台観光サミットin富山

（5/23（木）、5/24（金）ＡＮＡクラウンプラザホテル富山）

12 四国旅客鉄道株式会社（ＪＲ四国）大阪商品説明会・意見交換会

（5/27（月）15:30～19:00 ホテルグランヴィア大阪）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

観光振興部
（続き）

13 香港旅行会社「ＥＧＬツアーズ」33周年記念祝賀会

（5/29（水）15:38～22:38 香港湾仔會議中心新翼）

14 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

（5月下旬 東京都）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

観光コンベンショ
ン協会

１ ＧＷ臨時観光案内所設置
・高知城公園（4/27（土）～5/6（月）9:00～16:30）
・南国ＳＡ（4/27（土）～5/5（日）7:00～13:00）
・豊浜ＳＡ（4/28（日）～5/5（日）8:00～12:00
２ ゴールデンウィークイベント
・よさこい鳴子踊り
（4/27（土）～5/6（月）こうち旅広場）
・ニンジャマックス
（4/29（月）～5/1（水）こうち旅広場）
・ご当地紹介ブース
（4/29（月）～5/1（水）こうち旅広場）
・女性ロードチームユニット「ちゃりん娘」のサイクル談義
（5/2（木）、5/3（金）こうち旅広場）
・カツオの藁焼きタタキ体験＆試食
（5/2（木）、5/4（土）こうち旅広場）
・ボルトボルズの笑ってタメになるサイエンスショー
（5/5（日）こうち旅広場）

３ 第37回全国シニアソフトボール高知家大会
（5/10（金）～5/13（月）春野総合運動公園）
４ ＭＩＣＥ東京地区セールス
（5/13（月）～5/15（水）高知県ゆかりの企業、業界組織団体本部等）
５ 四国・瀬戸内の物産と観光展
（5/15（水）～5/21（火）トキワ本店）
６ 「リョーマの休日～自然＆体験キャンペーン～」観光説明会・商談会
※主催：高知県自然・体験型観光キャンペーン実行委員会
（5/16（木）15:00～20:00 土佐御苑）
７ 「リョーマの休日～自然＆体験キャンペーン～」モニターツアー
東部、西部、北部計3コース
※主催：高知県自然・体験型観光キャンペーン実行委員会

８ 第５回全国大学女子硬式野球選手権高知大会
（5/18（土）、5/19（日）安芸市営球場）
９ 千葉ロッテマリーンズ高知県フェア
（5/19（日） ZOZOマリンスタジアム）
10 旅行会社個別セールス
（5/22（水）、5/23（木）札幌・仙台(メディア系)）
（5/28（火）、5/29（水）大阪(パーソナル系、メディア系)）
11 薩長土肥のうまいもの大会
（5/22（水）～5/27（月）下関大丸）
12 2019日台観光サミットin富山
（5/23（木）、5/24(金) ＡＮＡクラウンプラザホテル富山）
13 GREAT EARTH第２回高知仁淀ブルーライド
（5/26（日）7:00～16:00 いの町波川公園）
14 ＪＲ四国観光説明会大阪
（5/27（月）15:30～19:00 ホテルグランヴィア大阪）
15 香港旅行会社「ＥＧＬツアーズ」33周年記念祝賀会
（5/29（水）15:38～22:38 香港）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

農業振興部 １ 獣医師修学資金貸与事業募集
（4/1（月）～5/15（水））
２ 土佐田舎寿司まつり
（5/3（金）11:00～ とさのさと）
３ 平成31年度新茶まつり
（5/5（日）10:00～16:00 高知市中央公園北口前）
４ 高知県旅館ホテル生活衛生同業組合通常総会懇親会での土佐茶ＰＲ
（5/7（火）18:00～ 土佐御苑）
５ 北京国際園芸博覧会への県産花き出展
（5/7（火）～5/15（水）中華人民共和国北京市延慶区）
６ すもも生産現地検討会
（5/8（水）13:30～17:00 高知市）
７ 獣医科大学就職説明会
（5/8（水）13:00～16:00 帯広畜産大学）
（5/9（木）12:00～16:00 北海道大学）
（5/9（木）13:00～16:30 日本大学）
（5/10（金）10:20～16:20 酪農学園大学）
（5/10（金）14:00～17:30 北里大学）
（5/16（木）時間未定 岩手大学）
（5/24（金）15:00～18:00 日本獣医生命科学大学）
（５月下旬 鳥取大学）
８ 大川村プロジェクト産業振興部会
（5/10（金）13:30～15:30 大川村山村開発センター）
９ 高知県農協青壮年連盟第65回通常総会
（5/10（金）14:00～17:30 高知プリンスホテル）
10 第１回オープンキャンパス2019
（5/12（日）9:00～12:00 農業大学校）
11 高知県農業再生協議会通常総会
（5/14（火）14:00～15:30 ＪＡ高知ビル）
12 ものづくり地産地消推進会議
（5/15（水）10:00～12:00 ぢばさんセンター）
13 トヨタの「カイゼン方式」を活用したモデル経営体へのコンサルティング

及び普及指導員専門技術高度化研修
（5/15（水）13:30～16:30 モデル経営体①（須崎市）花き）
（5/16（木）9:00～12:00 モデル経営体②（春野町）施設キュウリ）
（5/16（木）14:00～16:30 モデル経営体③（安芸市）施設ピーマン）
（5/17（金）9:00～12:00 モデル経営体④（香美市）ニラ）
14 阪急百貨店高知県フェア
（5/15（水）～5/21（火）阪急百貨店 西宮・川西・宝塚・千里）
15 高知県農業用廃プラスチック処理公社理事会
（5/16（木）13:00～14:00 園芸連）
16 無人航空機安全使用講習会
（5/16（木）13:30～15:30 農業技術センター）
17 食品表示ウォッチャー研修会
（5/16（木）13:30～15:30 高知本町ビル）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

農業振興部
（続き）

18 高知県農協営農指導員総会
（5/17（金）10:00～ 高知城ホール）
19 新生姜試食イベント
（5/18（土）10:00～16:00 兵庫県西宮阪急）
20 新需要開拓マーケティング協議会総会
（5/24（金）14:00～16:00 ＪＡ高知県）
21 ６次産業化セミナー アップグレードコース
（5/28（火）10：00～17：00 高知県男女共同参画センター ソーレ）
22 高知県肉用子牛価格安定基金協会理事会
（5/28（火）13:30～15:30 高知会館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

林業振興・環境部 １ クールビズ四国 開始（四国４県連携事業）

（5/1（水）～10/31（木））

２ 高知県地球温暖化防止県民会議総会

（5/8（水）13:30～16:30 高知会館「白鳳」

３ 第１回特用林産推進チーム会

（5/10（金）13:30～16:00 西庁舎３Ｆ会議室）

４ 協働の森づくり交流事業
・矢崎総業株式会社

（5/12（日）10:00～12:00 梼原町）

・コクヨ株式会社（社員研修会）

（5/17（金）16:30～17:30 四万十町）

・株式会社 土佐料理 司

（5/27（月）いの町）

５ ＣＬＴ建築推進協議会 第７回総会
（5/13（月）13:00～14:30 高知城ホール２Ｆ）

６ うみがめ保護活動情報交換会

（5/15（水）13:30～16:30 伊野合同庁舎）

７ 公益財団法人高知県山村林業振興基金理事会
（5/21（火）10:30～12:00 県森連会議室）

８ 高知県素材生産業協同組合連合会第22回通常総会

（5/21（火）14:00～17:50 高知会館）

９ 土佐材流通促進協議会 総会

（5/24（金）13:00～17:00 ちより街テラス）

10 韓国山林庁訪問団受入
（5/29（水）9:30～11:00 環境共生課、13:30～15:00 牧野植物園）

11 一般社団法人高知県木材協会 総会

（5/30（木）15:30～17:30 高知会館）

12 森林整備公社理事会

（5/31（金）10:00～12:00 県森連会議室）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

水産振興部 １ 「今日はさかなにしよう」推進パートナー店と連携した地産地消の取り組み

（4/27（土）～5/6（月）高知県内）

２ 高知カツオ県民会議総会

（5/7（火）17:00～ 司高知本店）

３ 平成31年度ロケット打上げに関する事前協議会

（5/9（木）15:30～ 水産会館）

４ 第１回水産物産地買受人連絡協議会

（5/14（火）14:00～16:00 高知市中央卸売市場）

５ 高知県河川魚族保護会通常総会

（5/14（火）15:00～17:00 高知共済会館）
６ 見本市出展業務（シーフードショー）審査委員会
（5/16（木）13:30～ 県庁西庁舎）
７ 全日本漁港建設協会高知県支部通常総会
（5/16（木）16:30～17:30 サンピアセリーズ）

８ 株式会社高知道水水産加工施設竣工式
（5/18（土）15:00～ 宿毛市）
９ 大阪市場関係者とのネットワークを活用した水産物フェアの開催
（5/19（日）ざこばの朝市（大阪府））
10 第１回高知県水産物輸出促進協議会
（5/20（月）15:00～17:00 すくも湾漁業協同組合）
11 「高知家の魚応援の店」産地見学会
（5/26（日）、5/27（月） 須崎市、中土佐町、高知市等）

12 THAIFEX2019への出展

（5/28（火）～6/1（土）タイ（バンコク））
13 高知海区漁業調整委員会
（5/31（金）時間場所未定）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

土木部 １ 全国高速道路建設協議会春季幹事会

（5/8（水）14:30～17:00 都道府県会館）
２ 2019重信川総合水防演習
（5/12（日）9:00～12:00 愛媛県松山市重信川）
３ 道路整備促進期成同盟会高知県地方協議会 理事会、総会及び大会
（5/13（月）13:30～17:30 城西館）

４ 外国客船高知新港寄港
・「コスタ ベネチア」
（5/14（火）9:00入港～17:00出港）
・「ダイヤモンド・プリンセス」
（5/19（日）8:00入港～18:00出港）
・「コスタ ネオロマンチカ」
（5/20（月）9:00入港～14:00出港）
５ 全国道路利用者会議第71回定時総会
（5/15（水）13:30～14:50 砂防会館別館）
６ 高知県水防協議会
（5/16（木）13:30～ オーテピア高知図書館）
７ 命と暮らしを守る道づくり全国大会
（5/16（木）13:40～14:30 砂防会館別館）

８ 全国高速道路建設協議会総会、要望活動
（5/21（火）12:00～ 砂防会館別館）
９ 物部川下ノ村地区引堤事業完成式
（5/25（土）14:00～ 香美市）
10 吉野川水系特定緊急砂防事業起工式
（5/26（日）10:00～ 大豊町農工センター）
11 日本客船「飛鳥Ⅱ」高知新港寄港
（5/30（木）8:00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 ５月の主要な取り組み予定

会計管理局 １ 補佐・次長研修

（5/10（金）13:45～14：55 高知城ホール）

２ 財務会計システム操作研修

（5/14（火）～5/17（金）

9:00～12:00、13:00～16:00 職員能力開発センター）

３ 県立学校事務研修会

（5/16（木）13:10～14:10 教育センター）

４ 県警会計庶務課長研修

（5/17（金）14:50～15:50 警察本部）

５ 主幹研修

（5/28（火）11:00～12:00 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 ５月の主要な取り組み予定

公営企業局 １ 県立病院職員（助産師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、県立
病院（電気））採用選考試験募集

（4/12（金）～5/24（金））
２ 物部川ダム連絡会
（5/14（火）10:00～ 吉野会議室）

３ 再生可能エネルギーへの関心を深める出前事業
（5/16（木）15:00～16:30 大湊小学校５年生14名 香北青少年の家）
（5/23（木）14:30～16:30 国府小学校５年生12名 香北青少年の家）

４ 再生可能エネルギー利活用事業費補助金審査委員会
（5/17（金）9:30～12:00 高知共済会館）

５ 公営電気事業経営者会議 定期総会
（5/20（月）15:00～19:15 KKRホテル東京）

６ 現金出納検査
（5/30（木）北庁舎２階南監査室）

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 ５月の主要な取り組み予定

教育委員会 １ こうち春花まつりにおける2020こうち総文PR

（5/4（土）13:00～13:20 高知市中央公園）
２ 現職教員等特別選考受付開始
（5/7（火）～5/24（金））

３ 高知県小中学校長会総会・教育問題研究協議会
（5/10（金）10:40～16:45 高知会館）

４ 2020こうち総文 第3回企画運営委員会

（5/10（金）14:00～16:00 オーテピア）

５ 2020こうち総文 将棋部門プレ大会

（5/12（日）9:30～ 高知ぢばさんセンター）
６ 中学校体育主任研修会

（5/13（月）9:30～16:45 いの町総合保健福祉センターほか）

７ 高等学校卒業予定者対象 経済団体への求人要請

（5/13（月）14:00～16:20 商工労働部部長室、高知市内）

８ 夜間中学体験学校

（5/13（月）18:00～20:00 アスパルこうち）
（5/15（水）18:00～20:00 いの町役場）
（5/16（木）18:00～20:00 アスパルこうち）
（5/17（金）18:00～20:00 アスパルこうち）
９ 第１回高知県スクールガード・リーダー連絡協議会

（5/14(火)13:00～15:30 オーテピア高知図書館）

10 高等学校及び特別支援学校体育主任・体育担当者研修会

（5/15（水）9:30～12:10 県立ふくし交流プラザ）

11 高知県連合婦人会研修会・総会
（5/16(木)13:30～15:55 県庁正庁ホール）

12 第１回高知県文化財保存活用大綱策定委員会

（5/17（金）13:30～16:00 高知会館）
13 小学校体育主任研修会

（5/20（月）14:00～16:30 中芸広域体育館）

（5/21（火）14:00～16:30 四万十市安並体育館）
14 PTA・教育行政研修会
・安芸地区
（5/25（土）時間未定 安田町文化センター）

15 第72回高知県高等学校体育大会

（5/25(土)～5/27(月) 春野運動公園陸上競技場ほか）

16 学校における働き方改革に関するマネジメント研修

・小学校（5/28（火）9:30～12:00 ちより街テラス）

・中学校・高等学校（5/28（火）14:00～16:30 ちより街テラス）

17 高知県小中学校教頭会総会・研修会

（5/31（金）10:00～17:00 高知会館）

18 2020こうち総文 第5回部門代表者会

（5/31（金）14:00～16:30 オーテピア４F）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

警察本部 １ 春の全国交通安全運動
・出発式・啓発パレード
（5/10（金）10:00～ 県庁等）
・運動期間
（5/11（土）～5/20（月））

２ こうち被害者支援センター平成31年度通常総会
（5/14（火）15:00～17:00 高知会館）

３ 自転車用ヘルメット普及啓発イベント
（5/19（日）10:00～ JR高知駅前こうち旅広場）

４ 第３回県下警察署長会議
（5/24（金）13:40～17:10 県警察本部）

５ 県下警察署副署長等会議
（5/28（火）14:00～17:15 県警察本部）
６ 高知県警察柔道及び剣道大会
（5/30（木）8:30～16:00 県立武道館）

７ 高知県防犯協会総会
（5/31（金）14:00～15:30 高知会館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ５月の主要な取り組み予定

産業振興センター １【見本市】SUBCON THAILND2019
（5/8（水）～5/11（土） タイ・バンコク）

２ 工業会理事会
（5/9（木）11：50～13：00）

３ よろず支援拠点ビジネス活用のためのSNS入門セミナー
（5/13（月）13:30～15:00 ぢばさんセンター）

４ 四国ビジネスマッチング第１回担当者会
（5/13（月）13:30～ 松山）

５ よろず支援拠点はじめてのfacebookセミナー
（5/15（水）13:30～15:30 ぢばさんセンター）

６ 第１回工場視察商談会
（5/15（水）、5/16（木） 南国市）

７ 産業振興センター会計監査人監査
（5/15（水）～5/17（金） ぢばさんセンター）

８【見本市】第29回西日本食品産業創造展‘19
（5/15（水）～5/17（金） マリンメッセ福岡）

９ 事業戦略普及開発セミナー
（5/16（木）13:00～16:00 ザ クラウンパレス新阪急高知）

10 よろず支援拠点無料で始めるホームページセミナー
（5/20（月）13:30～15:30 ぢばさんセンター）

11 商談会・見本市出展における販路開拓セミナー
（5/20（月）13:30～16:30 ぢばさんセンター）

12 ものづくり総合技術展プロポーザル審査会
（5/20（月）14:00～17:00 ぢばさんセンター）

13 ミニ展示商談会
（5/24（金）13:00～16:00 大阪）

14 大阪事務所拡張披露会
（5/24（金）17:00～ 大阪）

15「新入社員・若手社員の早期戦力化」研修
（5/29（水）13:30～16:30 ぢばさんセンター）

16【見本市】第13回オフィス防災EXPO
（5/29（水）～5/31（金）東京ビッグサイト）

17【見本市】第7回中部ライフガードTEC2019
（5/30（木）、5/31（金）ポートメッセなごや）

18 第２回事業戦略支援会議
（5/30（木）13:30～15:30 ぢばさんセンター）

31/31


