各部局等の主要な取り組み
部局名
総務部

６月の主要な取り組み予定
１ 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）
２ 高知県ワークステーション開所
（6/3（月）四国森林管理局１階）
３ 令和元年度 メンタルヘルスチーフ等研修会
「チーフ等のためのメンタルヘルスマネジメント講座」
講師：株式会社健康企業 代表取締役 亀田高志
（6/3（月）13:30～16:00 職員能力開発センター ３階研修室）
（6/4（火）9:00～11:30 職員能力開発センター ３階研修室）
４ 地方自治セミナー
（6/3（月）14:00～17:00 正庁ホール）
５ 令和元年度執行参議院議員通常選挙市町村説明会
（6/5（水）午後 正庁ホール）
６ 行政サービスデジタル化推進会議
（6/6（木）10:00～10:30 第 2 応接室）
７ 四国知事会議（愛媛県新居浜市）
（6/6（木）11:00～12:00 視察 旧広瀬邸・広瀬歴史記念館
13:20～13:30 視察 あかがねミュージアム 太鼓台展示等
13:30～15:00 知事会議 あかがねミュージアム 多目的ホール）
８ 第１回総合教育会議
（6/10（月）10:00～12:00 高知共済会館）
９ 第 97 回公益認定等審議会
（6/13（木）9:30～11:00 本庁地下第５会議室）
10 令和元年度執行参議院議員通常選挙立候補者説明会
（6/14（金）午後 正庁ホール）
11「高知県町村長・町村議会議長大会」決議の要望活動
（6/24（月）11:00～11:30 知事室）
12 令和元年度 第２回税外未収金対策研修会
（6/27（木）13:30～15:30 オーテピア４階ホール）
13 令和元年度 第２回行政不服審査会
（6/28（金）14:00～16:00 高知会館）
14 国等への政策提言
（日時未定 国交省ほか）
【参考】
○６月議会日程
・記者発表（6/7（金）
）
・開会（6/14（金）
）
・一般質問（6/19（水）～6/21（金）
）
・常任委員会（6/24（月）～6/26（水）
）
・閉会（6/28（金）
）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
東京事務所

６月の主要な取り組み予定
１ アルビレックス新潟「高知県フェア」
（6/1（土）デンカビッグスワンスタジアム（新潟）
）
２ 一般社団法人 ＣＬＴ協会総会、講演会等
（6/3（月）13:15～17:00 日本都市センター会館）
３ 全国過疎地域自立促進連盟関係
・第 144 回幹事会
（6/4（火）13:30～14:30 ホテルルポール麹町）
・第 138 回理事会
（6/13（木）13:00～14:00 東京消防庁スクワール麹町）
４ 東京黒潮会総会
（6/12（水）18:30～21:00 都内）
５ 東京四万十会総会
（6/15（土）16:30～20:00 都内）
６ 地方就職・インターンシップ・移住相談会等
(1)高知暮らしフェア
（6/16（日）9:00～17:45 ふるさと回帰支援センター）
(2)大学生インターンシップセミナー・高知就職転職フェア
（6/29（土）9:00～17:45 ふるさと回帰支援センター）
(3)大学主催就職相談会等における高知県 PR（専修大学（6/6（木）
）
、神奈川大
学（6/18（火）
）
、日本大学（6/22（土）
）
、亜細亜大学（6/26（水）
）
）
７ 自治体災害対策全国会議第１回実行委員会
（6/17（月）16:30～17:30 都道府県会館）
８ 第 19 回首都圏で頑張る高知県企業交流会
（6/17（月）19:00～ 都内）
９ 関東高知県県人会交流会
（6/22（土）17:00～19:00 喜山倶楽部）
10 第１回高知県と経済同友会・土佐経済同友会との協働プロジェクト推進委員
会
（6/26（水）18:00～19:00 経済同友会）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
危機管理部

６月の主要な取り組み予定
１ 令和元年度伊方発電所原子力防災広域連携推進会議
（6/4（火）15:00～17:00 愛媛県庁）
２ 高知県自衛隊家族会定期総会
（6/4（火）15:30～20:00 三翠園）
３ 令和元年度高知県女性防火クラブ連絡協議会理事会
（6/5（水）14:00～16:00 高知城ホール）
４ 令和元年度高知県防衛協会定期総会
（6/5（水）16:10～20:30 高知商工会館）
５ 令和元年度自衛隊四国地区募集会議
（6/7（金）13:00～17:00 徳島グランヴィリオホテル）
６ 令和元年度地域衛星通信ネットワーク担当課長会議
（6/7（金）14:15～16:15 都道府県会館）
７ 令和元年度高知県総合防災訓練・地域防災フェスティバル
・訓練メイン会場（6/9（日）11：30～15：00 鏡野公園）
・訓練サテライト会場（6/9（日）8：00～17：00 県立青少年センター 他）
・地域防災フェスティバル（6/9（日）10：00～15：00 高知工科大学）
８ 2019 年度防災・危機管理・Ｊアラート研修会
（6/13（木）10:00～16:30 高知城ホール）
９ 第５回高知県ライフライン復旧対策協議会
（6/13（木）13:30～15:00 ちより街テラス）
10 令和元年度緊急地震速報訓練
（6/18（火）10:00 頃 高知県庁 他）
11 令和元年度第３回地域本部連絡会議
（6/25（火）15：00～17：00 防災作戦室）
12 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の対応に関する市町村会議
（6/28（金）13:30～ 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
健康政策部

６月の主要な取り組み予定
１ 第 24 回豊かないのち講演会
（6/2（日）13:30～15:15 高知城ホール）
２ 全国知事会
・第９回持続可能な社会保障制度の構築に向けた会議
（6/3（月）9:45～11:15 都道府県会館）
・第 10 回持続可能な社会保障制度の構築に向けた会議
（6/3（月）13:00～14:30 都道府県会館）
・国との意見交換会
（6/3（月）13:00～14:30、15:00～16:30 都道府県会館）
３ 災害医療研修
（6/5（水）18：00～19：30 高知大学医学部）
４ 都道府県自治医科大学主管課長会議
（6/6（木）10:00～12:00 自治医科大学）
５ 令和元年度市町村献血担当者ブロック会議
(6/6（木）13：00～15：00 幡多福祉保健所）
（6/7（金）14：00～16：00 赤十字血液センター）
６ 高知県食と栄養の会総会・研修会
（6/7（金）14:30～16:50 高知城ホール）
７ 高知県総合防災訓練
（6/9（日）11:30～15:00 鏡野公園等）
８ 令和元年度公益財団法人ひかり協会事業行政協力懇談会
（6/11（火）10:00～12:00 保健衛生総合庁舎）
９ 第 11 回高知県ドクターヘリ運航調整委員会
（6/11（火）18:30～ 高知医療センター）
10 第１回高知県食品総合衛生管理認証審査会
（6/13（木）13:30～17:00 衛生環境研究所）
11 第２回高知県全国がん登録情報提供等審査委員会
（6/13（木）19:00～21:00 第二応接室）
12 第 52 回高知県健康づくり婦人会連合会「いきいき健康パレード」
（6/14（金）14:25～15:00 県庁玄関前～中央公園）
13 2019 年度公益社団法人高知県看護協会通常総会
（6/15（土）9:00～12:40 高知県看護協会会館）
14 令和元年度高知県薬剤師会定例総会
（6/16（日）13：00～ 高知会館）
15 令和元年度総合相談窓口機能強化のためのスキルアップ研修会（前期）
（6/18（火）10:00～16:00 自治会館）
16 四国地区麻薬取締協議会
（6/20（木）13：30～17:30 高松サンポート合同庁舎）
→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
健康政策部
（続き）

６月の主要な取り組み予定
17 四国地区麻薬取締職員会議
（6/21（金）9：30～12:00 高松サンポート合同庁舎）
18 6・26 薬物乱用防止ヤング街頭キャンペーン
（6/22（土）13:30～15:00 県庁玄関前→帯屋町アーケード→中央公園）
19 犬・猫の飼い方講習会・譲渡見学会
（6/23（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）
20 高知県救急医療情報センター評議員会
（6/25（火）18:00～ 総合あんしんセンター）
21 令和元年度第１回高知県食育連携推進協議会
（6/26（水）13:30～15:30 高知会館）
22 令和元年度特定保健指導従事者育成研修会（初任者編）
（6/28（金）10:00～16:30 オーテピア）
23 高知 DMAT ロジスティック技能向上研修
（6/30（日）10:00～16:30 高知医療センター）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
地域福祉部

６月の主要な取り組み予定
１ 「高知で恋しよ！！マッチング」出張登録閲覧会
（6/2（日）10:00～12:00 とさし男女共同参画センター、
6/20（木）17:30～19:30 香美市立中央公民館、
6/23（日）
、24（月）11:00～15:00 本山町プラチナセンター、
6/26（水）
、27（木）13:00～19:00 室戸市保健福祉センターやすらぎ）
２ 発達障害児等支援スキルアップ研修
（6/3（月）
、6/24（月）9:00～12:00 ふくし交流プラザ）
３ あったかふれあいセンター職員コーディネーター研修
（6/4（火）10:00～16:00 保健福祉センター）
４ 地域包括支援センター職員初級研修Ⅱ（介護予防支援従事者研修会）
（6/4（火）10:00～17:00 ふくし交流プラザ）
５ フレイル講演会
（6/4（火）14:30～16:30 佐川町立桜座、
6/5（水）10:00～12:00 仁淀川町中央公民館）
６ 地域子育て支援センター施設長研修
（6/5（水）13:00～15:30 ふくし交流プラザ）
７ 第１回高知県婚活サポーター連絡協議会
（6/5（水）13:30～15:30 高知会館）
８ 第１回高知県子どもの環境づくり推進委員会
（6/8（土）13:00～15:00 第二応接室）
９ 「高知で恋しよ！！マッチング」スペシャル登録会
【ヘアメイク＆写真撮影付き】
（6/16（日）10:00～17:00、6/17（月）13:00～20:00
こうち出会いサポートセンター）
10 あったかふれあいセンター職員スタッフ研修
・中央部
（6/18（火）10:00～16:30 すこやかセンター伊野）
・西部
（6/19（水）10:00～16:30 幡多福祉保健所）
・東部
（6/26（水）10:00～16:30 安芸市総合社会福祉センター）
11 子どもの居場所開設準備講座・ボランティア養成講座
（6/18（火） 日程、場所等調整中）
12 こうちシニアスポーツ交流大会 2019
・剣道
(6/22(土)9:00～17:00 県立武道館)
13 日本一の健康長寿県構想推進会議
（6/25（火）13:00～16:30 第二応接室）
14 子どもの居場所づくりネットワーク会議
（6/25（火）日程、場所等調整中）
15 地域包括支援センター職員初級研修Ⅰ
（6/27（木）13:30～16:30 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
文化生活
スポーツ部

６月の主要な取り組み予定
１ （再掲）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）
２ サッカーＪ２リーグ アルビレックス新潟 高知よさこいサンクスデー
アルビレックス新潟 ＶＳ ヴァンフォーレ甲府
（6/1（土）デンカビッグスワンスタジアム）
３ 第 21 回高知県障害者スポーツ大会
（6/2（日） 8:45～16:30 県立春野総合運動公園）
４ 在京７ヵ国大使会議、太平洋島嶼国ネットワーク実務者会議
（6/4（火）
、6/5（水） 三翠園）
５ 高知県交通安全母の会連合会通常総会
（6/6（木）13:30～15:30 高知会館）
６ まんが教室
（6/6（木）14:10～15:45 十川小学校）
７ 公益財団法人高知県人権啓発センター 理事会
（6/7（金）10:00～11:00 人権啓発センター）
８ 文化人材育成プログラム・アートクリエーション講座
（6/8（土）14:00～17:00 県民文化ホール）
９ 産業人材定着支援事業面接審査
（6/9（日）9:00～17:00 永国寺キャンパス）
10 公益財団法人 高知県文化財団評議員会
（6/12（水）13:30～15:30 県立美術館）
11 多重債務者対策出前講座
「身近な金融について ～紙幣の仕組みや県内経済概況を知る～」
（6/13（木）10:00～12:00 高知大学）
12 令和元年度高知龍馬マラソン第１回総会
（6/14（金）13:00～14:00 高新文化ホール）
13 まんが甲子園応募校数記者発表
（6/14（金）14:00～16:00 副部長室）
14 千葉ロッテマリーンズ高知県フェア
（6/16（日）ZOZO マリンスタジアム）
15 高知県国際交流協会評議員会
（6/17（月）10：00～ 共済会館）
16 まんが甲子園予選審査会
（6/20（木）9:00～17:00 オーテピア高知図書館）
17 第 30 回四国ブロック隣保館女性職員研修会・第 17 回全国女性職員研修会
（6/20（木）
、6/21（金） サザンシティホテル）
18 高知県交通安全指導員協議会通常総会
（6/21（金）14:00～15:30 高知会館）
主催：高知県交通安全指導員協議会
19 文化人材育成プログラム・アートビジネス講座
（6/21（金）14:00～16:00 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
文化生活
スポーツ部
（続き）

６月の主要な取り組み予定
20 男女共同参画推進月間（６月）
・講演会「男女平等への社会と道のり」
（6/22（土）13:30～15:00 こうち男女共同参画センター「ソーレ」
21 まんが王国・土佐 まんが塾
（6/23（日）10:00～16:00 オーテピア高知図書館）
22 公立大学法人経営審議会・理事会
（6/25（火）14:00～17:00 永国寺キャンパス 部長出席(経営審議会のみ)）
23 高知県芸術祭プレイベント（ハーバード大学クロコディロス公演）
（6/28（金）～6/30（日） オーテピア・牧野植物園他）
24 サッカーＪ３リーグ カターレ富山 高知県フェア
カターレ富山 ＶＳ カマタマーレ讃岐
（6/29（土）富山県総合運動公園陸上競技場）
25 交通安全子供自転車高知県大会
（6/30（日）9:00～15:00 春野東小学校）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
産業振興推進部

６月の主要な取り組み予定
１ THAIFEX-World of Food Asia 2019
（5/28（火）～5/31（金）10:00～18:00
6/1（土）10:00～20:00 バンコク（タイ）
）
２ 移住者交流会 高知家の週末交流会
（6/1（土）12:00～15:00 高知パレスホテル本館）
３ 高知県産品商談会（６月）
（6/4（火）10:30～16:30 ザ クラウンパレス新阪急高知）
４ 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
（6/4（火）佐川町、越知町）
（6/6（木）宿毛市）
（6/7（金）仁淀川町）
５ 高知県・幡多信用金庫包括協定協議会
（6/6（木）13:00～14:00 幡多信用金庫本店）
６ 高知県・日本政策金融公庫包括協定協議会
（6/7（金）15:30～17:00 第二応接室）
７ 第２回産業振興推進本部会議
（6/10（月）13:00～17:15、6/11（火）9:00～17:15 第二応接室）
８ 高知暮らしフェア 2019 夏
（6/15（土）11:00～17:00 難波御堂筋ビル（大阪府）
6/16（日）11:00～17:00 東京交通会館（東京都）
）
９ FOOD TAIPEI
（6/19（水）～6/22（土）台北（台湾）
）
10 高知県貿易協会総会および貿易記念日事業
（6/24（月）14:30～ 三翠園）
11 高知就職・転職フェア 2019 夏
（6/29（土）12:00～16:00 日本橋プラザビル（東京都）
6/30（日）12:00～16:00 難波御堂筋ビル（大阪府）
）
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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）

６月の主要な取り組み予定
１ 高知ビジネスデザイン塾 キックオフセミナー
（6/2（日）14:00～16:30 オーテピア）
２ 土佐ＭＢＡ【本科】
○会計コース
・第１講「会計入門」
（6/5（水）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
・第２講「会計の仕組み」
（6/12（水）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
・第３講「決算書の見方活かし方①」
第４講「決算書の見方活かし方②」
（6/21（金）13:30～16:50、6/22（土）13:30～16:50 ココプラ）
・第５講「税務会計」
（6/28（金）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
○マーケティング・商品企画コース
・第２講「マーケティング概論」
（6/6（木）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
・第３講「
“売れる商品”の Net を含む企画・マーケティング戦略①」
第４講「
“売れる商品”の Net を含む企画・マーケティング戦略②」
（6/14（金）13:30～16:50、6/15（土）13:30～16:50 ココプラ）
○特別セミナー「ビジネストレンドセミナー」
・第１講「労働力不足時代における人材戦略」
（6/25（火）13:30～16:30 ココプラ）
３ シーズ・研究内容紹介
・③高知県立大学
「インドが見る世界の秩序－国際関係論のポスト実証アプローチ」
（6/5（水）18:30～20:00 ココプラ）
４ 土佐ＭＢＡ【実科】
○ナリワイセミナー「東部集客塾」
・第１回
「事業の棚卸し①～「誰に」
「何を」
「どのように」売っていきますか？～」
（6/13（木）18:30～21:30 田野町ふれあいセンター）
○ナリワイセミナー「幡多稼ごう塾」
・日程②
（6/18（火）9:00～17:00、6/19（水）9:00～17:00 四万十市防災センター）
・交流会
（6/20（木）9:00～12:00 四万十市立中央公民館）
○社内起業家育成支援講座
・経営者セミナー
（6/12（水）14:00～17:00 ココプラ）
５ こうちスタートアップパーク スタートサロン
（6/16（日）13:00～16:00 ココプラ）
６ 経営者トーク②
「豆腐屋の新たなチャレンジ」
講師：株式会社タナカショク 代表取締役社長 田中幸彦 氏
（6/21（金）18:30～20:00 ココプラ）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
産業振興推進部
（名古屋事務所）

６月の主要な取り組み予定
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）
）
２ ＴＯＭＡＴＯＭＡトマト祭り 2019
（6/23（日）11:00～18:00 円頓寺商店街（愛知県）
）
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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）

６月の主要な取り組み予定
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 高知フェア
（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）
）
（5/7（火）～6/30（日）都ホテルズ&リゾーツ（７ホテル 27 店舗）
）
（6/1（土）～6/4（火）セブンスター10 店舗（愛媛県）
）
（6/22（土）ファミリーストアさとう（岐阜県）
）
４ 高知県産品商談会
（6/4（火）10:30～16:30 ザ クラウンパレス新阪急高知）
５ 三井食品フードショー
（6/12（水）
、6/13（木） パシフィコ横浜（神奈川県）
）
６ 地産外商公社第 10 回評議員会
（6/17（月）15：00～ サンライズホテル）
７ 国分グループ秋冬商材発掘展示会
（6/19（水）名古屋東急ホテル（愛知県）
）
８ 国分グループ首都圏・関信越エリア展示会
（6/25（火）
、6/26（水）池袋サンシャインシティ（東京都）
）
９ ご当地アンテナショップ祭り
● （6/26（水）～7/7（日）静岡伊勢丹（静岡県）
）
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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）

６月の主要な取り組み予定
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 第 17 回高知県柏島の会
（6/1（土）12:00～ 堺 たぬき茶屋（大阪府）
）
３ 第 33 回（2019 年度）高知商業関西校友会総会
（6/1（土）16:30～19:30 新大阪ワシントンホテルプラザ（大阪府）
）
４ 防犯防災総合展 2019
（6/6（木）
、6/7（金）10:00～17:00 インテックス大阪（大阪府）
）
５ 大阪産業人クラブ視察研修
（6/11（火）
、6/12（水）高知県内）
６ 高知暮らしフェア 2019 夏
（6/15（土）11:00～17:00 難波御堂筋ビル（大阪府）
）
７ 高知県立幡多農業高校同窓会大阪支部総会
（6/15（土）11:00～15:00 大阪新阪急ホテル（大阪府）
）
８ 神戸高知県人土陽会 第 89 回定期総会
（6/16（日）12:00～15:00 ラッセホール（兵庫県）
）
９ 武庫川女子大学主催 学内ＵＩＪターン就職相談会
（6/17（月）12:00～17:00 武庫川女子大学キャリアセンター（兵庫県）
）
10 高知県立高知追手前高等学校 校友会関西支部総会
（6/22（土）12:00～14:30 おらんく家北新地西店（大阪府）
）
11 大川村 都市との交流促進大会
（6/22（土）12:00～15:00 ホテルアゴーラ大阪守口（大阪府）
）
12 高知就職・転職フェア 2019 夏
（6/30（日）12:00～16:00 難波御堂筋ビル（大阪府）
）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
中山間振興・交通
部

６月の主要な取り組み予定
１ 四国公共交通利用促進協議会ワーキンググループ
（6/10（月）13:30～ 高松サンポート合同庁舎）
２ 高知県鉄道ネットワークあり方懇談会予土線ワーキンググループ
（6/10（月）13:30～15:30 四万十町役場本庁東庁舎）
３ 四国新幹線整備促進期成会総会
（6/13（木）14:00～16:00 ＪＲホテルクレメント高松３階「玉藻」
）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
商工労働部

６月の主要な取り組み予定
１ 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
（6/2(日)、6/16（日）
、6/23（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）
・中学生･高校生向けプログラミング体験会
（6/23（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）
２ キャッシュレスセミナー第２弾
（6/3（月）10:00～12:00 南国市商工会３階大会議室）
（6/3（月）15:00～17:00 本山町プラチナセンター２階ふれあいホール）
（6/4（火）10:00～12:00 土佐市防災センター会議室）
（6/4（火）15:00～17:00 高知市オーテピア４階ホール）
３ 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）
（6/3（月）
、6/6（木）
、6/10（月）13:00～14:30
高知県立大学・高知工科大学 永国寺キャンパス)
４ 経営支援コーディネーターミーティング
（6/5（水）13:30～15:30 高知県商工会連合会）
５ 雇用関係助成制度等説明会
（6/7（金）14:00～15:50 オーテピア４階研修室）
６ 防犯防災総合展 in KANSAI での知事講演
（6/7（金）14:20～15:20 インテックス大阪）※展示会は 6/6（木）
、6/7（金）
７ 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～）
（6/7（金）
、6/14（金）
、6/21（金）
、6/28（金）14:50～16:20 高知大学）
８ 第 25 回商業会全国女性同友会経営者セミナー 開講式
（6/12（水）14:00～14:30 ザ・クラウンパレス新阪急高知）
９ IT・コンテンツアカデミー ゲームプログラマー講座
（6/15（土）11：00～18：20 高知工科大学 香美キャンパス）
10 ジョブカフェ「新社会人スタートダッシュセミナー」
（6/19（水）13:00～17:00 高知共済会館）
（6/21（金）13:00～17:00 ＪＡ高知県幡多地区本部会館）
11 経営革新計画審査会
（6/21（金）～6/25（火）の平日いずれかで調整中）
12 IT・コンテンツアカデミー ゲームプランナー講座
（6/22（土）14：00～17：00 オーテピア高知図書館４階 集会室）
13 第１回防災食品開発 WG セミナー
（6/24（月）14:30～16:30 工業技術センター）
14 海洋深層水企業クラブ総会・懇親会
（6/27（木）午後～ 工業技術センター・高知市内）
15 インターンシップセミナー in 東京・大阪
（6/29（土）12:30～14:00 日本橋プラザビル）
（6/30（日）12:30～14:00 難波御堂筋ホール）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
観光振興部

６月の主要な取り組み予定
１ 香港メディアファムツアー
（6/2（日）～6/5（水）県内）
２ 外国客船寄港（高知市中心市街地）
・
「ダイヤモンド・プリンセス」
（6/2（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 12 回目、年度 11 回目
・
「コスタ ネオロマンチカ」
（6/14（金）10:00 入港～18:00 出港、乗客定員：1,578 名、総ﾄﾝ数：56,769t）
※外国客船の寄港 暦年 13 回目、年度 12 回目
・
「ダイヤモンド・プリンセス」
（6/16（日）7:00 入港～17:00 出港、乗客定員：2,706 名、総ﾄﾝ数：115,906t）
※外国客船の寄港 暦年 14 回目、年度 13 回目
・
「コスタ ネオロマンチカ」
（6/25（火）10:00 入港～19:00 出港、乗客定員：1,578 名、総ﾄﾝ数：56,769t）
※外国客船の寄港 暦年 15 回目、年度 14 回目
３ 高知県観光説明会
・名古屋（6/6（木）15:00～20:00 名古屋東急ホテル）
・福岡 （6/10（月）15:00～20:00 ソラリア西鉄ホテル）
・広島 （6/26（水）15:00～20:00 リーガロイヤルホテル広島）
・岡山 （6/27（木）14:00～18:45 ＡＮＡクラウンプラザホテル岡山）
４ 一般社団法人 物部川ＤＭＯ協議会通常総会
（6/7（金）16:30～18:00 サザンシティホテル（南国市）
）
５ 土佐の観光創生塾
・全体導入編
（西部：6/11（火）13:30～17:00
土佐西南大規模公園ふるさと総合センター（黒潮町）
）
（東部：6/12（水）13:30～17:00 田野町ふれあいセンター（田野町）
）
（中部：6/14（金）13:00～16:30 牧野植物園（高知市）
）
６ 新足摺海洋館シンボルマーク審査会
・１次審査会
（6/12（水）9:45～12:30 オーテピア）
・２次審査会
（6/13（木）14:00～16:00 オーテピア）
７ 観光部局 県・市連絡会議
（6/12（水）13:30～15:30 高知市役所会議室）
８ 韓国旅行会社ファムツアー
（6/13（木）～6/16（日）県内）
９ 日本の観光・物産博
（6/21（金）～6/23（日）台湾台北）
10 タイメディアファムツアー
（6/21（金）～6/24（月）県内）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
観光振興部
（続き）

６月の主要な取り組み予定
11 米豪旅行会社ファムツアー
（6/23（日）～6/25（火）県内）
12 香港旅行会社ファムツアー
（6/23（日）～6/26（水）県内）
13 一般社団法人 高知県東部観光協議会通常総会
（6/25（火）10:00～12:00 安芸総合庁舎）
14 一般社団法人 仁淀ブルー観光協議会通常総会
（6/26（水）14:00～15:30 いの町役場）
15 高知県自然・体験型観光キャンペーン第２回実行委員会
（6/27（木）13:30～15:30 高知共済会館３F 桜）
16 アウトドアヴィレッジもとやま施設落成記念式典
（6/29（土）10:30～14:30 アウトドアヴィレッジもとやま（本山町）
）
17 「スノーピークかわの駅おち」落成式典及び祝賀会
（6/30（日）11:00～15:00 スノーピークかわの駅おち）
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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

６月の主要な取り組み予定
１ サッカーＪ２リーグ アルビレックス新潟 高知よさこいサンクスデー
アルビレックス新潟 ＶＳ ヴァンフォーレ甲府
（6/1（土）デンカビッグスワンスタジアム）
２ 四国味めぐり
（6/5（水）～6/11（火）阪神百貨店梅田本店）
３ 旅行会社個別セールス
・静岡、名古屋 6/5（水）
、6/6（木）メディア系旅行会社
・熊本、福岡
6/11（火）メディア系旅行会社
・北陸、京都
6/20（木）
、6/21（金）メディア系旅行会社
４ 高知県観光説明会
・名古屋：6/6（木）15:00～20:00 名古屋東急ホテル
・福 岡：6/10（月）15:00～20:00 ソラリア西鉄ホテル
・広 島：6/26（水）15:00～20:00 リーガロイヤルホテル広島
・岡 山：6/27（木）14:00～18:45 ＡＮＡクラウンプラザホテル岡山
５ JR 西日本主催の観光イベント「旅ミルン」出展
（6/8(土)、6/9(日) 10:00～17:00 イオンモール岡山）
６ こうち旅広場「たびひろヨガサロン」タレント田中律子さんによるトーク＆
ヨガレッスン
（6/9（日）13：30～ こうち旅広場イベントステージ）
７ 千葉ロッテマリーンズ高知県フェア
（6/16（日）ZOZO マリンスタジアム）
８ 2019 年度高知県おもてなし観光推進委員会 ゴールデンウィーク対策報告会
（6/17（月）10:30～ 城西館）
９ 日本コングレスコンベンションビューロー（ＪＣＣＢ）通常総会
（6/17（月）15:30～18:30 京王プラザホテル）
10 四国・淡路物産展
（6/28（金）～7/8（月）中部国際空港）
11 サッカーＪ３リーグ カターレ富山 高知県フェア
カターレ富山 ＶＳ カマタマーレ讃岐
（6/29（土）富山県総合運動公園陸上競技場）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
農業振興部

６月の主要な取り組み予定
１ 土佐あかうし需要調査
（5/27（月）～6/1（土）フランス（モンリュソン市、パリ市等）
）
２ 高知県指導農業士連絡協議会総会
（6/4（火）15:00～17:20 高知共済会館）
３ 大田市場まつり（土佐紅、青ユズ等、ＪＡ高知県生産者による試食宣伝）
（6/4（火）～6/6（木）10:00～16:00 東急ストア大森店）
４ 高知県獣医師会第７回通常総会・表彰式
（6/5（水）14:30～17:00 三翠園）
５ Ｎｅｘｔ次世代プロジェクトにおける企業、研究者と生産者の情報交換マッ
チング会
（6/6（木）12:45～18:00 安芸市ほか）
６ ＪＡ千葉みらい直販所「しょいか～ご」高知フェア
（6/8（土）
、6/9（日）9:00～ 千葉店、習志野店）
７ 土佐ハーブフェスティバル
（6/10（月）18:30～20:30 マリオット都ホテル（大阪市）
）
８ 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
（6/13（木）13:30～16:30 モデル経営体⑤（高知市春野）施設トマト）
（6/14（金）9:00～12:00 モデル経営体⑥（土佐市）施設ピーマン）
９ ６次産業化セミナー実践コースⅠ
（6/19（水）
、6/20（木）9:00～17:00 県内現地指導）
10 なにわ花まつり
（6/22（土）6:00～ 大阪鶴見フラワーセンター）
11 第２回卸売市場法改正に伴う説明会
（6/25（火）14:00～15:30 高知市中央卸売市場）
12 安全安心な高知県産ショウガ推進協議会通常総会
（6/25（火）19:00～20:30 ぢばさんセンター）
13 高知県農業協同組合「第１期通常総代会」
（6/27（木）13:00～ 高知市文化プラザ かるぽーと）
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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

６月の主要な取り組み予定
１ 森林経営管理制度研修会
（6/3（月）13:00～16:30 高知城ホール)
２ 一般社団法人日本ＣＬＴ協会定時社員総会
（6/3（月）13:15～14:15 都市センターホテル（東京都）
）
３ 第 38 回高知県公害審査会
（6/3（月）14:00～15:00 高知共済会館）
４ 第 47 回公害防止管理者等研修会
（6/4（火）13:30～16:00 ぢばさんセンター）
５ 協働の森づくり交流事業
・株式会社オンワードホールディングス
（6/4（火）
、6/5（水）高知市）
６ ＣＬＴで地方創出を実現する首長連合幹事会
（6/6（木）13:00～15:00 ＴＫＰスター茅場町（東京都）
）
７ 森林組合長会議
（6/6（木）14:30～17:00 三翆園）
８ 森林組合連合会通常総会
（6/7（金）9:30～12:00 三翆園）
９ 林業・木材製造業労働災害防止協会高知県支部総会
（6/7（金）13:30～15:30 高知城ホール）
10 森林整備公社社員総会
（6/14（金）13:30～16:00 県森連会館会議室)
11 高知暮らしフェア
（6/15（土）11:00～17:00 難波御堂筋ビル（大阪府）
）
（6/16（日）11:00～17:00 東京交通会館（東京都）
）
12 高知県水源林造林協議会通常総会
（6/18（火）16:00～ 高知商工会館）
13 協働の森づくり事業の協定締結
・株式会社四国銀行、高知市、こうち森林救援隊、高知県
（６月中旬）
14 四国電力株式会社株主総会
（6/26（水）四国電力本店（香川県）
）
15 高知就職・転職フェア
（6/29（土）12:00～16:00 日本橋プラザビル（東京都）
）
（6/30（日）12:00～16:00 難波御堂筋ビル（大阪府）
）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
水産振興部

６月の主要な取り組み予定
１ 高知県水産物輸出促進協議会「THAIFEX2019」出展
（5/28（火）～6/1（土）タイ（バンコク）
）
２ 漁村の防災・食育学習 in 安芸第一小
（6/2（日）9:35～13:15 安芸第一小学校）
３ 高知カツオ県民会議幹事会
（6/4（火）11:00～13:00 司高知本店）
４ 令和２年度水産基盤整備事業概算要求ヒア
（6/6（木）
、6/7（金） 国交省（離島）
、水産庁）
５ 漁港施設過年発生災害復旧事業の再調査
（6/10（月）
、6/11（火）西庁舎７Ｆ会議室）
６ 高知暮らしフェア 2019 夏
（6/15（土）11:00～17:00 難波御堂筋ホール 10（大阪市）
（6/16（日）11:00～17:00 カトレアサロンＡ（千代田区）
７ 高知就職・転職フェア 2019 夏
（6/29（土）12:00～16:00 日本橋プラザビル（中央区）
）
（6/30（日）12:00～16:00 難波御堂筋ホール 10（大阪市）
）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
土木部

６月の主要な取り組み予定
１ 土砂災害防止月間
（6/1（土）～6/30（日）
）
２ 外国客船高知新港寄港
・
「ダイヤモンド・プリンセス」
（6/2（日）8:00 入港～18:00 出港）
・
「コスタ ネオロマンチカ」
（6/14（金）10:00 入港～18:00 出港）
・
「ダイヤモンド・プリンセス」
（6/16（日）7:00 入港～17:00 出港）
・
「コスタ ネオロマンチカ」
（6/25（火）10:00 入港～19:00 出港）
３ 具同・入田堤防事業竣工式
（6/2（日）10:00～14:00 四万十市具同）
４ 災害時における応急仮設住宅建設に関する協定締結式
（6/4（火）13:30～13:50 土木部長室）
５ 高知県社会資本整備推進本部会議
（6/5（水）10:00～12:00 第二応接室）
６ 春季治水系ブロック部長等会議
（6/5（水）13:30～14:15 高知共済会館）
７ 春季四国地方ブロック土木部長等会議
（6/5（水）14:30～17:00 高知共済会館）
８ 高知県外国客船外国人乗客の出入国管理等関係機関協議会
（6/6（木）11:00～12:00 オーテピア高知図書館）
９ 海上自衛隊高知港寄港
・多用途支援艦「げんかい」
（6/8（土）8:00 入港～6/10（月）7:30 出港）
・第 101 掃海艇「ゆげしま」
、
「ながしま」
（6/27（木）7:30 入港～6/28（金）16:00 出港）
・第２掃海艇「やくしま」
（6/28（金）8:00 入港～6/30（日）7:00 出港）
10 事業者向けコンプライアンス研修会
（6/25（火）14:30～16:40 田野町総合文化施設ふれあいセンター）
（6/26（水） 9:30～11:40 高知市文化プラザかるぽーと）
11 佐川町こども防災キャンプ in 黒岩
（6/29（土）9:00～15:00 佐川町黒岩小学校）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
会計管理局

６月の主要な取り組み予定

１ 主査研修
（6/4（火）13:45～14：45 高知城ホール）
２ 会計検査
（6/11（火）高知南中学校・南高等学校）
（6/13（木）室戸高等学校）
（6/19（水）安芸警察署）
（6/21（金）安芸県税事務所）
（6/26（水）中央東県税事務所）
（6/27（木）高知追手前高等学校）
３ 新規採用職員研修
（6/13（木）13：00～14：00 高知城ホール）
（6/25（火）13：00～14：00 高知城ホール）
（6/27（木）13：00～14：00 高知城ホール）
４ 契約書・請書の確認
（６月・７月 本庁、西庁、北庁、県警本部）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
公営企業局

６月の主要な取り組み予定
１ 第 50 回幡多ふれあい医療公開講座
（6/9（日）13:30～16:00 大月町農村環境改善センター）
２ 日本工業用水協会定時総会
（6/10（月）14:00～18:30 東京ガーデンパレス）
３ 公営電気技術専門委員会
（6/12（水）14:00～19:30 東京都飯田橋庁舎６階）
４ 県立病院職員採用試験
（6/22（土）
、6/23（日）9:00～ 職員能力開発センター）
５ 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）
６ 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

６月の主要な取り組み予定
１ 第 67 回高知県定時制通信制高等学校体育大会
（6/2（日）9:00～ 高知大学グラウンドほか）
２ 夜間中学体験学校
（6/3（月）18:00～20:00 のいちふれあいセンター）
（6/27（木）18:00～20:00 高岡市民館）
３ 小中学校人権教育主任連絡協議会（中部教育事務所管内）
（6/4（火）10:00～16:00 県立高知青少年の家）
（6/7（金）10:00～16:00 須崎市立市民文化会館）
４ 第１回高知県いじめ問題対策連絡協議会
（6/4（火）13:00～15:00 ザ・クラウンパレス新阪急高知）
５ 若者の学びなおしと自立支援事業地区別連絡会
・高知市地区 （6/4（火）13:30～16:00 ふくし交流プラザ）
・幡多地区
（6/5（水）13:30～16:00 四万十市立中央公民館）
・高吾地区① （6/10（月）13:30～16:00 須崎市立市民文化会館）
・土長南国地区（6/12（水）13:30～16:00 青少年センター）
・安芸地区
（6/17（月）13:30～16:00 田野町ふれあいセンター）
・高吾地区② （6/19（水）13:30～16:00 佐川町総合文化センター）
６ 2020 こうち総文かるた部門プレ大会 小倉百人一首かるた四国地区大会
（6/8（土）中芸広域体育館 結いの丘ドーム）
７ 「高知県高校生津波サミット」学習会
（6/9（日）13:00～16:30 高知県立大学 永国寺キャンパス）
８ 第１回高知県総合教育会議
（6/10（月）10:00～12:00 高知共済会館）
９ 旧陸軍歩兵第 44 連隊跡地保存活用検討委員会
（6/11（火）9:30～12:00 高知会館）
10 第 44 回全国高等学校総合文化祭 第３回高知県実行委員会
（6/14（金）13:15～15:15 高知市文化プラザかるぽーと）
11 四国高等学校選手権大会
（6/14（金）～6/16（日） 県立青少年センターほか）
12 人権が尊重された学校づくり支援事業 第１回集合研修会
（6/14（金）13:30～16:30 県立高知青少年の家）
13 第 72 回高知県高等学校体育大会（水泳競技）
（6/15（土）
、6/16（日）くろしおアリーナほか）
14 「高知家」児童生徒会援隊
（6/16（日）13:30～16:30 塩見青少年プラザ）
15 栄養教諭・学校栄養職員資質向上研修会
（6/17（月）10:00～17:00 高知城ホール）
16 第１回地域コーディネーター研修会
（6/17（月）13:00～16:30 いの町総合保健福祉センター）
17 高知県公立学校教員採用候補者選定審査第１次審査
（6/22（土）8:50～12:40 高知小津高等学校、高知東高等学校、大阪大学）
→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
教育委員会
（続き）

６月の主要な取り組み予定
18 スクールソーシャルワーカー活用事業研修協議会
（6/28（金）13:00～17:00 県立高知青少年の家）
19 高等学校 PTA 定期総会及び研修会
（6/29（土）13:00～ 高知会館）
20 PTA･教育行政研修会＜幡多地区＞
（6/30（日）13:15～16:50 宿毛市文教センター）

26/28

各部局等の主要な取り組み
部局名
警察本部

６月の主要な取り組み予定
１ ＦＭ高知「こうち安全安心フェア 2019」
（6/1（土）
、6/2（日） 10:00～17:00 イオンモール高知）
２ 高知県交通安全母の会連合会通常総会
（6/6（木）13:30～15:30 高知会館）
３ 高知県タクシー緊急通報連絡協議会総会及び訓練
（6/14（金）13:30～17:15 県警察本部）
４ 高知県安全運転管理者協議会連合会通常総会
（6/19（水）14:00～17:00 三翠園）
５ 高知県暴力排除運動推進連合会第 40 回通常総会
（6/21（金）15:30～17:00 県警察本部）
６ 交通安全子供自転車高知県大会
（6/29（土）9:00～15:00 春野東小学校）
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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

６月の主要な取り組み予定
１ よさこい祭り練習場貸出
（5/7（火）～8/8（木） ぢばさんセンター）
２ 高知県工業会受注拡大委員会
（6/5（水）11：50～13：00 職業訓練センター）
３ 【見本市】防犯防災総合展 in KANSAI2019
（6/6（木）、6/7（金） インテックス大阪）
４ 産業振興センター理事会
（6/10（月）10：00～12：00 高知県中小企業団体中央会会議室）
５ よろず支援拠点小さな会社のための無料で作るネットショップセミナー
（6/12（水）13：30～15：00 ぢばさんセンター）
６ 事業戦略地域版普及啓発セミナー（中央東地域）
（6/12（水）13：30～15：30 香南市中央公民館）
７ よろず支援拠点小さな会社のためのネット集客の基礎セミナー
（6/17（月）13：30～15：30）
８ 第２回高知家ミニ展示商談会
（6/19（水）10：00～ 東京）
９ 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
（6/19（水）13：30～15：30 ぢばさんセンター）
10 会社の魅力を見せるホームページ改善セミナー
（6/20（木）10：00～16：30 ぢばさんセンター）
11 こうち産業振興基金事業評価委員会
（6/21（金）13：30～14：30 ぢばさんセンター）
12 こうち農商工連携基金事業評価委員会
（6/21（金）14：40～15：10 ぢばさんセンター)
13 産業振興センター評議員会
（6/26（水）10：00～12：00 ぢばさんセンター）
14 第３回事業戦略支援会議
（6/27（木）13：30～ ぢばさんセンター）
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