
各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

総務部 １ 職員の健康保持と公務能率等の向上のための早出遅出勤務の実施
（7/1（月）～9/30（月）に限り夏の特別勤務の利用も可能）

２ 全国知事会 地方税財政常任委員会
（7/3（水）15:00～16:30 都道府県会館）
３ 全国知事会 国産木材活用プロジェクトチーム会議
（7/3（水）16:40～17:30 都道府県会館）

４ 参議院議員選挙立候補者受付

（7/4（木）8:30～10:00 正庁ホール、

10:00～17:00 選挙管理委員会室）

５ 全国知事会 社会保障常任委員会
（7/5（金）14:00～15:00 都道府県会館）
６ 令和元年度 四国４県法規・訴訟事務担当者会

（7/12（金）13:30～17:00 高知会館）

７ 知事と市長との意見交換会

（7/12（金）15:00～17:00 高知サンライズホテル２階）
８ 県有財産売払一般競争入札（期間入札）
（7/16（火）～7/26（金）管財課）
９ 四国４県情報管理主管課長会議

（7/17（水）13:30～16:00 徳島県庁）

10 2019年度全国家計構造調査市町村・指導員事務打合せ会

（7/17（水）13:30～16:30 高知会館）

11 トップセミナー

（7/17（水）14:00～16:00 オーテピア４Fホール）

12 参議院議員選挙投開票（予定）

（7/21（日）正庁ホール）

13 地方創生シンポジウム（全国知事会議in富山 プレイベント）
（7/22（月）13:00～17:00 富山国際会議場ほか）
14 全国知事会議in富山

（7/22（月）～7/24（水）ＡＮＡクラウンプラザホテル富山）

15 情報システム担当者研修会

（7/23（火）、7/24（水）9:30～11:30 職員能力開発センター３Ｆ研修室）

16 こども統計教室

（7/26（金）13:30～15:00 オーテピア４階集会室）

17 れんけいこうち広域都市圏推進会議

（7/26（金）13:30～15:30 自治会館）

18 平成28年度県民経済計算の公表

（7月上旬）

19 第２回高知県行政サービスデジタル化推進会議

（７月下旬～８月上旬 日程、時間等調整中）

20 第３回情報セキュリティクラウド教育ネット統合検討会
（日時未定、高知市内予定）

【参考】
○夏の特別勤務 （7/1（月）～9/30（月））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

東京事務所 １ 観光特使委嘱状交付式
・塚地 武雅 氏（株式会社プロダクション人力舎）
（7/1（月）15:30～15:50 まるごと高知）
２ 一般社団法人ＣＬＴ協会 ＣＬＴ輸出検討委員会
（7/2（火）10:00～12:00 日本ＣＬＴ協会）
３ 全国知事会関係
・国産木材活用プロジェクトチーム会議
（7/3（水）16:30～17:30 都道府県会館）
・社会保障常任委員会
（7/5（金）14:00～15:00 都道府県会館）
４ よさこい2020応援プロジェクトに関する情報発信での連携協力依頼及び意
見交換
・ハンガリー大使館訪問
（7/4（木）三田）
・カナダ大使館訪問
（7/5（金）代々木）
５ 県人会等
・千葉高知県人会総会
（7/7（日）12:00～ 千葉県木更津市）
・追手前高校同窓会総会
（7/7（日）12:00～ 法曹会館）
６ 首都圏よさこいチーム交流会
（7/12（金）19:00～21:00 都内）
７ 首都圏のよさこい祭り
・よさこい祭りin光が丘
（7/14（日）練馬区光が丘公園）
・茂原七夕まつりYOSAKOI夏の陣
（7/28（日）千葉県茂原市）
８ 四国応援隊セミナー
（7/18（木）15:00～17:00 都内）
９ 原宿表参道欅会総会・懇親会
（7/18（木）18:00～20:00 表参道）
10 東海大学校友会館開館50周年記念祝賀会
（7/24（水）18:00～20:00 東海大学校友会館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

危機管理部 １ 第61回南海トラフ地震対策推進本部会議
（7/2（火）13:00～15:30 第２応接室）

２ 事業者向け「南海トラフ地震臨時情報」説明会

・高知市会場（7/8（月）～7/13（土）総合あんしんセンター）

・中芸会場（7/17（水）14:00～15:30 奈半利町保健センター）

・香南市会場（7/19（金）14:00～15:30 高知県立青少年センター）

・四万十市会場（7/23（火）14:00～15:30 四万十市立中央公民館）

・須崎市会場（7/25（木）14:00～15:30 須崎市立市民文化会館）

・安芸市会場（7/26（金）14:00～15:30 安芸市防災センター）

３ 令和元年度高知県トップセミナー

（7/10（水）13:30～15:00 高知城ホール）

４ 令和元年度第１回四国官学連携防災・減災協議会

（7/11（木）10:30～12:00 高知大学（ＴＶ会議））

５ 令和元年度西日本ブロック防災行政無線担当者会議

・会議（7/18（木）13:30～17:00 徳島グランヴィリオホテル）

・視察（7/19（金）9:00～12:00 徳島県立防災センター他）

６ 第11回南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進める10県知事

会議

（7/23（火）8:50～9:20 富山県）

７ 令和元年度第１回高知県消防防災ヘリコプターの新機体仕様検討委員会

（7/24（水）13:30～15:30 高知市内（調整中））

８ 令和元年度ＬＰガス販売店保安講習会

・土佐清水、宿毛、中村ブロック

（7/24（水）13:30～15:30 中村地区建設協同組合会館）

・高幡、須崎、高吾北、土佐ブロック

（7/26（金）13:30～15:30 須崎市立市民文化会館）

９ 令和元年度高知県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会第１回総会

（7/26（金）14:00～15:00 高知市内（調整中））

10 第48回消防救助技術四国地区指導会

（7/27（土）9:15～15:20 消防学校）

11 大規模災害時における市町村と県との連携促進研修

（7/31（水）13:00～16:50 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 ７月の主要な取り組み予定

健康政策部 １ 全国知事会

・国との意見交換会

（7/1（月）13:15～14:45 都道府県会館）

・社会保障常任委員会

（7/5（金）14:00～15:00 都道府県会館）

２ 令和元年度第１回高知県アレルギー疾患医療連絡協議会

（7/1（月）18:30～20:30 高知共済会館）

３ 高知家＠ラインのモデル事業に係る説明会

（7/1（月）18:30～20:30 田野町保健センター）

（7/4（木）18:30～20:30 安芸総合庁舎）

（7/8（月）18:30～20:30 室戸市保健福祉センター）

４ 製菓衛生師試験

（7/10（水）14:00～16:00 高知会館）

５ 高知家健康会議

（7/11（木）14:30～17：00 セリーズ）

６ 高知版ネウボラ推進研修会（母子保健）

（7/12（金）13:30～16:30 赤岡保健センター）

７ 令和元年度高知県へき地医療協議会理事会及び総会

（7/13（土）14:00～17:00 土佐御苑）

８ 第56回ビューティーグランプリ２０１９

（7/15（月）10:00～ 高知市文化プラザかるぽーと）

９ 令和元年度高知県地域リーダー薬剤師養成研修会

(7/21（日）9:30～16:30 職員能力開発センター）

(7/28（日）9:30～16:30 須崎福祉保健所）

10 全国知事会議等

・プレイベント「地方創生シンポジウム」

（7/22（月）13:00～15:00 富山国際会議場）

・理事会・意見交換会・会議

（7/22（月）～7/24（水）ＡＮＡクラウンプラザホテル富山）

11 令和元年度自治医科大学説明会

（7/22（月）13:20～14:55 土佐高等学校）

16:00～17:35 高知学芸高等学校）

（7/23（火） 9:40～11:15 土佐塾高等学校）

13:30～15:05 高知追手前高等学校）

12 令和元年度第１回高知県周産期医療協議会

（7/24（水）19:00～20:30 第二応接室）
13 犬・猫の飼い方講習会・譲渡見学会

（7/28（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）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７の主要な取り組み予定

健康政策部
（続き）

14 特定保健指導従事者育成研修会（経験者編Ⅰ）

（7/31（水）10:00～16:10 オーテピア）

15 高知県医療審議会医療法人部会

(7/31（水）18:30～ 高知会館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

地域福祉部 １ フレイルサポーター（トレーナー）養成講座

（7/1（月）10:00～16:00、7/2（火）10:00～14:30 仁淀川町）

２ 「青少年の非行・被害防止全国強調月間」及び“社会を明るくする運動”合同

高知県総決起大会並びに街頭行進

・総決起大会（7/1（月）13:30～15:25 高知城ホール）

・街頭行進（7/1（月）整列後～16:30 帯屋町筋アーケード及び中央公園）

３ 障害のある人もない人も安心して暮らせる高知県づくり条例(仮称)検討委員会

（7/1（月）14:00～16:00 高知城ホール）

４ 「高知で恋しよ!!マッチング」出張登録閲覧会

（7/3（水）、7/4（木） 15:00～20:00 宿毛文教センター

7/24（水）、7/25（木） 16:00～19:00 土佐清水市中央公民館）

５ 令和元年度第１回若年性認知症自立支援ネットワーク会議

（7/3（水）19:00～21:00 県民文化ホール）

６ 令和元年度第１回高知県強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）

（7/4（木）9:30～17:30、7/5（金）9:30～17:00 ふくし交流プラザ）

７ 子どもの居場所開設準備講座

（7/5（金）13:00～16:30 ふくし交流プラザ）

８ 全国知事会社会保障常任委員会

（7/5（金）14:00～15:00 都道府県会館）

９ 平成31年度高知県発達障害児等支援スキルアップ研修

（7/8（月）9:00～12:00 ふくし交流プラザ）

10 令和元年度第１回高知県精神科救急医療システム連絡調整委員会

（7/8（月）18:30～20:30 共済会館）

11 高知県介護事業所認証評価制度支援セミナー

（7/10（水）、7/19（金）10:00～16:30 ふくし交流プラザ、

7/24（水）10:00～16:30 こうち男女共同参画センターソーレ、

7/30（火）10:00～16:30 保健福祉センター）

12 第14回高知県子ども・子育て支援会議

（7/10（水）14:00～16:00 高知会館）

13 子ども食堂スタッフ養成講座

（7/11（木）13:30～16:00 ふくし交流プラザ）

14 高知家健康会議2019

（7/11（木）14:30～17:00 セリーズ）

15 ふくし総合フェア

（7/12（金）13:00～17:00、7/13（土）10:00～17:00、7/14（日）10:00～15:00

ぢばさんセンター）

16 婚活サポーター養成講座

（7/13（土）10:00～12:00 高知会館）

17 第１回婚活サポータースキルアップ研修

（7/13（土）10:40～12:00 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 ７月の主要な取り組み予定

地域福祉部
（続き）

18 パプアニューギニア慰霊巡拝

（7/13（土）～7/18（木）パプアニューギニア）

19 高知大学医学部児童青年期精神医学開設記念講演会

（7/15（月）10:30～12:00 三翠園）

20 令和元年度介護給付適正化に係る研修会

（7/16（火）13:30～17:00 高知城ホール）

21 令和元年度第１回高知県社会福祉審議会地域福祉専門分科会

（7/16（火）15:00～17:00 オーテピア高知図書館

22 令和元年度高知県相談支援従事者現任研修

（7/17（水）～7/19（金）9:00～17:00 ふくし交流プラザ）

23 令和元年度第１回高知県災害福祉広域支援ネットワーク検討会

（7/17（水）10:00～12:00 高知会館）

24 介護事業所認定評価制度第１回認定式典

（7/17（水）13:00～13:20 第二応接室）

25 地域子育て支援センター職員研修（現任者）

（7/17（水）13:00～16:00 ふくし交流プラザ）

26 ペアレントメンター相談

（7/18（木）9:30～10:30、11:00～12:00 療育福祉センター）

27 令和元年度市町村・地域包括支援センター職員等研修会～養介護施設従事者等

による高齢者虐待の対応について～

（7/18（木）10:00～16:00 ふくし交流プラザ）

28 令和元年度第１回高知県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会

（7/18（木）18:30～20：30 共済会館）

29 第１回高知家の子どもの居場所づくりネットワーク会議

（7/22（月）13:30～16:00 ふくし交流プラザ）

30 就職合同会社説明会

（7/23（火）11:30～16:30 ちより街テラス）

31 令和元年度中国・四国九県民生主管部長会議

（7/23（火）15:00～17:00 岡山県）

32 令和元年度第１回あったかふれあいセンター推進連絡会

（7/24（水）13:30～16:30 ふくし交流プラザ）

33 第24回身体障害者頭脳スポーツ大会

（7/28（日）10:00～ 高知市東部健康福祉センター）

34 「高知で恋しよ!!マッチング」ヘアメイク、写真撮影付き登録会

（7/28（日）10:00～17:00 香南市のいちふれあいセンター）

35 令和元年度介護認定審査会委員現任研修会

（7/30（火）18:00～20:30 四万十市立中央公民館

7/31（水）18:00～20:30 安芸市総合社会福祉センター）

36 自閉症支援者のための実技講習会

（7/31（水）9:00～17:00 療育福祉センター）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

文化生活

スポーツ部

１ まんが教室
（7/1（月）14：10～15：45 中村南小学校）
（7/3（水）14：50～15：35 佐古小学校）
（7/23（火）13：00～15：00 窪川中学校）
２ モンゴル大使知事表敬
（7/2（火）14:30～14:45 第一応接室）
３ ＰＲＧＲレディスカップ 横浜ゴム株式会社社長表敬訪問
（7/3（水）11:00～11:30 横浜ゴム株式会社本社）
４ 多重債務者対策出前講座
「自立した消費者になるために～相談現場の声から学ぶ～」
（7/4（木）10:00～12:00 高知大学）
５ 新任交通安全指導員講習
（7/4（木）13:00～ すこやかセンター伊野）
６ カシオワールドオープン カシオ計算機株式会社常務執行役員知事表敬訪問
（7/4（木）16:15～16:30 知事室）

７ 中国安徽省友好提携25周年記念訪問団来高
（7/4（木）～7/6（土）高知市内ほか）
８ JETプログラム感謝状贈呈式
（7/5（金）15:00～16:00 三翠園）
９ チームシンガポール事前合宿2019in高知
（水泳 7/8（月）～7/16日（火）くろしおアリーナ）
（卓球 7/24（水）～8/9（金）県民体育館）
（バドミントン 7/27（土）～8/3（土）南国市立スポーツセンター）
10 国際ロータリー知事表敬訪問
（7/11（木）11:30～11:45 第二応接室）
11 「部落差別をなくする運動」強調旬間啓発事業

・講演会
「同和問題の今、そしてこれから ～35年間の取材を通して考えること～」

（7/11（木）14:00～16:00 高知会館）
12 まんが甲子園 高校生スタッフ会
（7/13（土) 10：00～ 塩見記念青少年プラザ）
（7/14（日）10：00～ 塩見記念青少年プラザ）
（7/20（土）10：00～ 塩見記念青少年プラザ）
（7/21（日）10：00～ 塩見記念青少年プラザ）
13 文化人材育成プログラム・アートクリエーション講座
（7/13（土）14:00～17:00 県民文化ホール）
14 KOCHI FREE 10 in NIYODO BLUE
（7/15（月）いの町波川公園内）
15 阪神タイガースファーム「高知県・安芸市あったかフェア」
（7/16（火）阪神甲子園球場）
16 多重債務者対策協議会
（7/18（木）13:30～15:30 高知会館）
17 南カリフォルニア県人会創立110周年記念訪問団派遣
（7/18（木）～7/23（火）米国南カリフォルニア）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名 ７月の主要な取り組み予定

文化生活

スポーツ部
（続き）

18 文化人材育成プログラム・アートビジネス講座
（7/19（金）14:00～16:00 ココプラ）
19 冠協賛試合 高知ファイティングドッグスVS香川オリーブガイナーズ
（7/19（金）18:00～ 高知市総合運動場野球場（高知市大原町））
20 第１回ハートフルセミナー
講演会「私たちはなぜ生まれてきたのか？」
（7/21（日）14:00～16:00 人権啓発センター）
21 県民交通安全の日街頭啓発
（7/22（月）7:30～8:20 県庁前交差点）
22 ミズノサマーカップＵ-18IN黒潮・宿毛2019
（7/22（月）～7/24（水）土佐西南大規模公園ほか）
23 韓国全南芸術高校生徒 文化生活スポーツ部長表敬
（7/23（火）9:00～9:20 第二応接室）
24 第１回安全安心まちづくり幹事会
（7/24（水）10:00～11:30 職員能力開発センター）

25 Blue Wave CUP BATTLE OF 黒潮・宿毛 2019
（7/25（木）～7/27（土）土佐西南大規模公園ほか）
26 海洋堂ワンダーフェスティバル出展
（7/27（土）、7/28（日）幕張メッセ）
27 公立大学法人評価委員会

（7/30（火）13:30～16:00 共済会館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

産業振興推進部 １ ＨＡＣＣＰ推進者研修

（7/2（火）13:00～16:30 高知会館）
２ 移住体験ツアー「Satoyama×Outdoor in 大豊町、本山町、土佐町」

（7/6（土）、7/7（日）大豊町、本山町、土佐町）

３ 高知大学との意見交換会

（7/9（火）16:00～17:50 高知サンライズホテル）

４ 食のプラットホーム勉強会

（7/12（金）14:00～16:00 ちより街テラス）
５ ＵＩターン転職個別相談会
（7/13（土）10:00～16:00 名古屋駅付近（愛知県））
（7/13（土）10:00～17:00 淀屋橋付近（大阪府））
６ 株式会社商工組合中央金庫との包括協定締結式
（7/16（火）11:30～11:45 第一応接室）

７ ＨＡＣＣＰ研修

（7/17（水）、7/18（木）10:00～17:00 四万十市立中央公民館）
８ FOOD&HOTEL INDONESIA 2019（食品展示会）
（7/24（水）～7/26（金）10:00～18:00、7/27（土）10:00～17:00

ジャカルタ（インドネシア））

９ 事業戦略策定講座

（7/25（木）10:00～16:30 高知県民文化ホール）

10 上海水産物・土佐酒賞味会
（7/25（木）14:00～17:00 上海（中国））
11 移住フェア「おいでや！いなか暮らしフェア2019」
（7/27（土) 10:00～17:00 大阪天満橋ＯＭＭビル（大阪府））
12 インドネシア・バリ県産品賞味会
（7/29（月）14:00～18:00 バリ（インドネシア））
13 土佐経済同友会との意見交換会
（7/30（火）12:00～14:00 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 ７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【実科】
〇ナリワイセミナー「東部集客塾」
・第２回
「事業の棚卸し②～「誰に」「何を」「どのように」売っていきますか？～」
（7/2（火）18:30～21:30 田野町ふれあいセンター）
・第３回
「おカネの回るしくみ①＆～集客からお客さんに届くアプローチ～」
（7/16（火）18:30～21:30 田野町ふれあいセンター）
〇目指せ！弥太郎 商人塾
・第１回「オリエンテーション」及び「マーケティング」
（7/29（月）13:00～17:00、7/30（火）、7/31（水）9:00～17:00 ココプラ）
２ 土佐ＭＢＡ【本科】
〇経営戦略コース
・第１講「経営戦略入門（なぜ必要なのか？）」
（7/3（水）14:30～16:00、19:00～20:30 ココプラ）
・第２講「経営戦略の基本」
（7/10（水）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
・第３講「事例で学ぶビジネスモデル」
（7/17（水）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
・第４講「競争で優位に立つための分析・戦略」
（7/25（木）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
〇マーケティング・商品企画コース
・第５講「小さな会社を強くするブランドつくり①～差別化と商品力を高める
ヒント～」
（7/11（木）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
・第６講「小さな会社を強くするブランドつくり②～顧客への提供価値と営業
力を高めるヒント～」
（7/12（金）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
・第７講「ソーシャルメディアを活用したマーケティング」
（7/19（金）13:30～15:00、7/20（土）13:30～15:00 ココプラ）
・第８講「集客を成功に導くためのＷＥＢマーケティング」
（7/19（金）15:20～16:50、7/20（土）15:20～16:50 ココプラ）
〇特別セミナー/スキルアップセミナー
・第１講「コミュニケーションを改善するロジカルシンキング入門編」
（7/30（火）13:30～16:30 ココプラ）
〇特別セミナー/ビジネストレンドセミナー
・第２回「ＡＲ（拡張現実）・ＶＲ（仮想現実）」
（7/18（木）14:00～16:00 ココプラ）
・第３回「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」
（7/25（木）14:30～16:30 ココプラ）
３ シーズ・研究内容紹介
・④高知学園短期大学「健口で予防するオーラルフレイル」
（7/3（水）18:30～20:00 ココプラ）
・⑤高知大学「無機蛍光体材料のこれまでとこれから」
（7/17（水）18:30～20:00 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 ７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）

４ こうちスタートアップパーク アイデア検討会 Ｄａｙ２
（7/7（日）13:00～16:00 ココプラ）
５ おためしＭＢＡ
〇須崎会場
・おためし講座「会計財務」
（7/23（火）13:30～16:00 須崎市立市民文化会館）
〇高知会場
・おためし講座「財務戦略入門」
・おためし講座「事業を加速するプロジェクトマネジメント」
・おためし講座「エグゼクティブコース」
（7/28（日）13:30～16:45 ココプラ）
〇高知会場
・おためし講座「エグゼクティブコース」
（7/29（月）10:00～12:00 ココプラ）
６ 経営者トーク③
「深掘りすれば、高知県は経営資源の宝庫」
講師：株式会社土佐龍 代表取締役社長 池 龍昇 氏

（7/26（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 ７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 四国・淡路物産展
（6/28（金）～7/7（日）10:00～18:00、

7/8（月）10:00～17:00
セントレア旅客ターミナルビル（愛知県））

２ 四国・瀬戸内・山陰味めぐり

（7/10（水）～7/16（火）ＪＲ名古屋タカシマヤ（愛知県））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７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 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））

３ フードストアソリューションズフェア2019

（7/4（木）、7/5（金）インテックス大阪（大阪府））

４ 高知フェア

（7/9（火）～7/12（金）マルヨシセンター（香川県））

５ 2019年度スハラ食品展示会
（7/10（水）アクセスサッポロ（北海道））

６ 四国・瀬戸内・山陰味めぐり

（7/10（水）～7/16（火）ＪＲ名古屋タカシマヤ（愛知県））

７ 加藤産業 第43回2019秋&冬の新製品発表会

（7/11（木）、7/12（金）神戸国際展示場（兵庫県））

８ 2019年秋季国分グループ展示商談会

（7/12（金）帝国ホテル大阪（大阪府））

９ 2019年秋冬 第29回三井食品関西メニュー提案会

（7/17（水）大阪マーチャンダイズ・マート（大阪府））

10 夏のアンテナショップ祭り
（7/17（水）～7/23（火）高島屋立川店（東京都））

11 ＮＨＫ講座「東京で味わう 高知まるごと食文化～日本酒」
（7/18（木）12:00～14:30 TOSA DININGおきゃく（東京都））
12 日本アクセス西日本秋季フードコンベンション2019

（7/18（木）、7/19（金）インテックス大阪（大阪府））

13 五味商店 第16回こだわり商品展示会
（7/22（月）10:00～16:30 丸ビル（東京都））
14 アンテナショップ祭り

（7/23（火）～7/29（月）そごう川口店（埼玉県））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

産業振興推進部
（大阪事務所）

１ 高知県観光情報交換会

（7/24（水）15:00～17:00 四国銀行大阪支店（大阪府））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

中山間振興・交通
部

１ 第１回高知県次期過疎対策検討会
（7/1（月）13:00～15:00 高知県自治会館）
２ 野生鳥獣に強い高知県づくり集落勉強会
（7/4（木）19:30～20:30 高知市春野町春野公民館弘岡中分館）
（7/10（水）19:30～20:30 高知市春野町三十代公民館）

３ 集落活動センター特産品合同販売会
（7/6（土）11:00～15:00 金高堂本店前ウッドデッキ）
４ 第２回鳥獣被害対策専門員会
（7/9（火）13:30～17:00 馬路村農業協同組合ゆずの森加工場）
（7/10（水）9:00～11:30 馬路村馬路東川ほか）

５ 狩猟免許更新講習
（7/12（金）13:00～ 高知市春野文化ホールピアステージ）
（7/17（水）13:00～ 四万十市立中央公民館）
（7/22（月）13:00～ 田野町ふれあいセンター）
（7/25（木）13:00～ 大豊町総合ふれあいセンター）

６ 高知県集落活動センター連絡協議会第７回総会
（7/16（火）13:00～13:30 三翠園）
７ 集落活動センター推進フォーラム
（7/16（火）14:00～16:45 三翠園）
８ ごめん・なはり線活性化協議会総会
（7/23（火）14:00～ 安芸広域メルトセンター）
９ 第２回高知県次期過疎対策検討会
（7/24（水）10:00～12:00 高知県自治会館）
10 高知家地域おこし人交流セミナー（高知市開催）
（7/27（土）13:30～17:00 オーテピア４階ホール）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

商工労働部 １ 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

一次審査委員会

（7/1（月）13:00～16:45 高知県立大学・高知工科大学 永国寺キャンパス

地域連携棟４Ｆ 多目的ホール）

２ 第26回四国部品誘致町連絡協議会総会

（7/1（月）15:00～ 田野町ふれあいセンター）

３ インターンシップセミナー 学生にとって魅力的なインターンシップづくり

（7/2（火）、7/24（水）13:00～17:00 高知城ホール大会議室）

４ シェアオフィス市町村勉強会

（7/2（火）14:00～15:30 オーテピア高知図書館４Ｆ 集会室）

５ IT・コンテンツアカデミー ゲームデザイナー育成講座

（7/3（水）、7/9（火）、7/17（水）、7/24（水）、7/31（水）18:30～20:00

国際デザインビューティーカレッジ）

６ インターンシップセミナー 心に残る企業になろう～プログラムを作ろう

初級編～

（7/4（木）9:00～12:00 高知城ホール大会議室）

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～）

（7/5（金）、7/12（金）、7/19（金）、7/26（金）14:50～16:20 高知大学）

８ 第19回高知県障害者技能競技大会 アビリンピック高知大会2019

（7/6（土）9:00～15:00 職業能力開発促進センター）

９ IT・コンテンツアカデミー ゲームプランナー育成講座

（7/6（土）、7/20（土）14:00～17:00 オーテピア高知図書館４Ｆ 集会室）

10 みすまる加工株式会社新社屋及び工場見学会、新社屋竣工披露祝賀会

（7/8（月）10:00～10:30 新社屋及び工場見学会 みすまる加工株式会社

12:00～14:00 新社屋竣工披露祝賀会

ホテル日航高知旭ロイヤル）

11 高知県商工会議所連合会 通常会員総会・懇親会

（7/8（月）15:30～ 秋沢ホテル）

12 知的財産戦略セミナー × 技術者養成講座

～超スマート社会と知的財産戦略～

（7/9（火）13:30～15:30 工業技術センター）

13 小規模事業者支援法改正についての説明会

（7/9（火）13:30～15:30 オーテピア高知図書館4Fホール）

14 高知中金会 通常総会、講演会及び懇親会

（7/9（火）16:00～19:30 三翠園）

15 高知県防災関連製品認定制度審査会

（7/10（水）13:30～16:45 高知共済会館）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

商工労働部
（続き）

16 製紙工業会との意見交換会

（7/12（金）14:00～16:00 紙産業技術センター）

17 防災製品開発ＷＧ（避難所関連）セミナー

（7/12（金）14:00～17:00 高知会館）

18 IT・コンテンツアカデミー ゲームプログラマー育成講座

（7/13（土）11:00～18:20 高知工科大学香美キャンパス）

19 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

（7/13（土）～7/15（月）高知大学朝倉キャンパス、伊野スポーツセンター）

20 元年度第１回知財サロン

（7/18（木）13:30～16:00 工業技術センター）

21 第２回ビジネストレンドセミナー × 第19回高知県IoT推進ラボ研究会

セミナー

（7/18（木）14:00～16:00 高知県立大学・高知工科大学

永国寺キャンパス地域連携棟４Ｆ 多目的ホール）

22 高知県IoT技術人材育成講座

（7/18（木）、7/31（水）9:00～17:00 高知県立大学・高知工科大学

永国寺キャンパス地域連携棟４Ｆ 402号室）

23 ものづくり事業戦略推進事業費補助金審査会

（7/19（金）午後 工業技術センター）

24 IT・コンテンツビジネス起業研究会

（7/19（金）時間、場所未定）

25 地域版防災製品マッチング

（7/20（土）9:30～12:30 四万十市防災センター）

26 紙とあそぼう作品展オープニング・表彰式

（7/21（日）13:20～15:30 紙の博物館）

27 経営革新計画審査会（仮）

（7/23（火）9:00～16:30 職員能力開発センター）

28 働き方改革キックオフセミナー

（7/24（水）13:00～15:30 ちよテラホール）

29 高知家IT・コンテンツネットワーク ミニ交流会

（7/24（水）19:00～21:20 TIME SPACE五反田）

30 高知県デジタル技術普及啓発セミナー

第18回高知県IoT推進ラボ研究会セミナー

（7/25（木）14:30～17:00 オーテピア高知図書館４Ｆ ホール）

31 地域活性化雇用創造プロジェクト推進協議会

（7/29（月）14:00～16:00 高知会館）

32 親子みらい×ワーク研究室

（7/31（水）13:30～15:30 オーテピア高知図書館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

観光振興部 １ 世界ジオパークネットワーク（ＧＧＮ）現地審査（再審査）

（6/29（土）～7/3（水）室戸市内）

２ 台湾JTB商談会

（7/1（月）～7/4（木）台湾）

３ 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２回

（中部：7/3（水）13:00～16:30 高知県立牧野植物園（高知市））

（西部：7/4（木）13:30～17:00 黒潮町保健福祉センター（黒潮町））

（東部：7/5（金）13:30～17:00 中芸広域体育館 結いの丘ドーム（安田町））

・情報発信スキルの向上編 第２回

（7/16（火）13:00～16:30 ちより街テラス（高知市））

・観光地域づくりにチャレンジ編 第２回

（7/17（水）13:00～16:30 オーテピア（高知市））

４ 観光資源オーディション

（7/3（水）13:30～17:30 高知会館（高知市））

５ 土佐れいほく博開幕（7/7（日）～12/25（水））

・オープニングイベント

（7/7（日）10:00～16:00 モンベル アウトドアヴィレッジ本山）
６ 高知大学と県との意見交換会及び懇親会
（7/9（火）18:00～19:30 高知サンライズホテル）
７ Japan Travel SNS取材
（7/10（水）～7/12（金）県内）
８ 第４回土佐藩主山内家墓所整備活用委員会
（7/12（金）13:30～16：00 高知城歴史博物館）
９ 高知城 夏の夜のお城まつり
（7/12（金）～7/15（月）18:00～21:00 高知城・高知公園）
10 愛媛県東温市 観光PRキャラバンin高知
（7/17（水）13:30～14：00 第一応接室）
11 香港Book Fair
（7/17（水）～7/19（金）香港）
12 外国客船寄港（高知市中心市街地）「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ」
（7/18（木）7:00入港～15:00出港）
13 高知県インバウンド推進連絡会
（7/19（金）14:00～ 高知城ホール）
14 インバウンドプロジェクトディレクター県内視察
（7/20（土）、7/21（日）県内）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

観光コンベンショ
ン協会

１ ＰＲＧＲレディスカップ 横浜ゴム株式会社 山石社長表敬訪問
（7/3（水）11:00～11:30 横浜ゴム株式会社本社）

２ カシオワールドオープン カシオ計算機株式会社
常務執行役員 樫尾隆司氏 知事表敬訪問

（7/4（木）16:15～16:30 高知県庁）
３ 中国四国コンベンション推進協議会
（7/11（木）、7/12（金）広島）
４ 高知城 夏の夜のお城まつり
（7/12（金）～7/15（月）18:00～21:00 高知城及び高知公園）
５ 四国観光PRキャンペーン
（7/13（土）9:00～17:00 イオンモール高松<香川県>）
（7/20（土）9:00～17:00 こうち旅広場）
６ 阪神タイガースファーム「高知県・安芸市あったかフェア」
（7/16（火）阪神甲子園球場<兵庫県>）

７ 高知県観光情報交換会（パーソナル系旅行会社対象）
（7/17（水）東京会場）
（7/24（水）大阪会場）
８ 旅行会社個別セールス
（7/17（水）、7/18（木）東京メディア系旅行会社）
（7/18（木）、7/19（金）東京クルーズ系旅行会社）
（7/24（水）、7/25（木）大阪メディア系旅行会社）
９ JCCBビューロー部会
（7/18（木）、7/19（金） 福島）
10 たびひろ塾 サマーアクティビティ
（7/20（土）、7/21（日）8:30～19:00こうち旅広場）
グランピング体験、ＳＵＰ体験、キャンピングカー試乗体験、
よさこい体験、アイドルライブ 他

11 ミズノサマーカップＵ-18IN黒潮・宿毛2019
（7/22（月）～7/24（水）土佐西南大規模公園ほか）
12 Blue Wave CUP BATTLE OF 黒潮・宿毛 2019
（7/25（木）～7/27（土）土佐西南大規模公園ほか）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

農業振興部 １ 獣医師職員確保インターンシップ事業（高校生対象）研修生募集
・募集
（6/3（月）～7/10（水））
・実施
（8/2（金）8:30～16:20）

２ 農業経営力向上セミナー
（6/24（月）～7/26（金） 県内５会場×各３回）
３ 高知県新食肉センター整備推進協議会総会
（7/1（月）10:00～10:30 ＪＡ高知ビル）
４ 新食肉センターワーキンググループ
（7/1（月）10:45～11:00 ＪＡ高知ビル
５ 農地中間管理機構法改正関連事業説明会
（7/1（月）13:30～16:00 ふくし交流プラザ）
６ 就農促進プログラム検討会
（7/3（水）10:00～11:45 農業大学校）
７ 令和元年度土佐酒振興プラットフォーム第１回酒米部会
（7/4（木）13:30～15:30 農業技術センター）
８ ６次産業化推進協議会設立総会
（7/5（金）10:00～12:00 高知共済会館）
９ 安徽省友好提携25周年記念訪問団現地視察
（7/5（金）14:40～16:10 嶺北農業改良普及所 他）
10 地域の団体・事業者との意見交換会
（7/8（月）10:00～12:00 物部川ブロック（ＪＡ高知県土長地区本部））
（7/10（水）10:00～12:00 高幡ブロック（須崎市立市民文化会館））
（7/11（木）14:00～16:00 仁淀川ブロック（高吾農業改良普及所））
（7/12（金）14:00～16:00 安芸ブロック（安芸総合庁舎））
（7/16（火）15:00～17:00 嶺北ブロック（ＪＡ高知県れいほく支所））
（7/17（水）13:00～15:00 幡多ブロック（ＪＡ高知県幡多地区本部））
（7/18（木）10:00～12:00 高知市・土佐市ブロック（土佐合同庁舎））
11 令和元年度種子審査員研修会
（7/8（月）13:30～15:30 農業技術センター）
12 岩手県副知事視察対応
（7/9（火）13:50～14:35 南国スタイル）
13 高知大学と県との意見交換会
（7/9（火）16:00～17:50 高知サンライズホテル）

14 農林水産物直販所「安心係」養成講習会

（7/12（金）13:00～17:10 須崎市立市民文化会館）
（7/19（金）13:00～17:10 安芸市民会館）
（7/23（火）13:00～17:10 四万十市立中央公民館）
（7/29（月）13:00～17:10 高知市 ちより街テラス）
15 令和元年度オランダ先進農業情報収集コース
（7/13（土）～7/20（土） オランダウェストラント市 他）
16 令和元年度土佐酒振興プラットフォーム「土佐麗」現地検討会
（7/16（火）9:30～12:00 高知市及び南国市ほ場、農業技術センター）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

農業振興部
（続き）

17 「よさ恋美人」現地検討会
（7/16（火）13:30～17:00 高知市及び南国市ほ場、農業技術センター）
18 ６次産業化セミナー実践コースⅡ
（7/17（水）10:00～17:00 農業技術センター）
19 ６次産業化セミナーアップグレードコースⅢ
（7/18（木）9:30～17:00 男女共同参画センター ソーレ）
20 令和元年度有機農業研修会
（7/18（木）14:30～17:00 高知会館）
21 移住×農業トークセッション 大阪会場
（7/20（土）14:00～16:00 梅田ＤＴタワー）
22 スマート農業アイデアソン
（7/21（日）9:00～18:00 ココプラ）
23 第55回高知県茶品評会
（7/26（金）10:00～13:30 仁淀川町役場仁淀総合支所）

24 土佐炙茶認証試飲会

（7/26（金）14:00～16:00 仁淀川町役場仁淀総合支所）
25 第２回オープンキャンパス2019
（7/28（日）9:00～12:00 農業大学校）
26 令和元年度農薬安全使用講習会
（7/30（火）9:00～11:00 ぢばさんセンター）
（7/30（火）14:00～16:00 安芸市民会館）
（7/31（水）13:00～15:00 中村合同庁舎）
27 高知県新食肉センターの整備・運営を担う新会社設立
（中旬）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

林業振興・環境部 １ 災害廃棄物処理対策に係る講演会

（7/1（月）13:00～16:50 こうち男女共同参画センター「ソーレ」）
２ 全国知事会「国産木材活用プロジェクトチーム」第２回会議
（7/3（水）16:40～17:30 都道府県会館（東京都））
３ 協働の森づくり事業協定式
・株式会社建設マネジメント四国
（7/4（木）10:30～10:45 第一応接室）
４ 隈研吾講演会
（7/4（木）14:00～16:00

東京大学ユビキタス情報基盤研究センター（東京都））
５ 第27回高知県ＣＯ２吸収専門委員会
（7/8（月）高知県山林協会）

６ 森林県連合政策提言
（7/10（水）11:00～16:00 林野庁、総務省（東京都））

７ 地方分権改革推進室ヒアリング（予定）

・森林所有者への意向調査における固定資産台帳の利用

（7/12（金）13:50～14:20 内閣府（東京都））

８ 林業就業ガイダンス

（7/13（土）9:00～16:00 四国森林管理局）
９ 森林審議会保全部会
（7/17（水）10:30～12:00 高知共済会館）
10 高知県林業改良普及協会通常総会（予定）
（7/17（水）14:00～ 森連会館）

11 協働の森づくり事業ＣＯ２吸収証書授与式
・コクヨ株式会社
（7/18（木）16:00～16:20 第一応接室）

12 林業大学校オープンキャンパス

（7/27（土）13:00～16:00 林業大学校）
13 高知県地球温暖化対策実行計画推進協議会
（7/30（火）13:00～16:00 高知共済会館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

水産振興部 １ 「第21回ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」高知県ブーズ

出展事業者説明会

（7/2（火）14:00～15:30 高知市中央卸売市場）

２ 地域の団体・事業者との意見交換会

（中央地域（養殖業）：7/3（水）14:00～16:00

高知県水産試験場 海洋漁業センター）

（宿毛地域：7/5（金）14:00～16:00 宿毛漁業指導所）

（室戸地域：7/8（月）14:00～16:00 室戸総合庁舎）

（幡東地域：7/9（火）16:00～18:00 黒潮町役場佐賀庁舎）

（中央地域（漁船漁業）：7/17（水）15:00～17:00

高知県水産試験場 海洋漁業センター）

３ 令和元年度水産加工業交流促進協議会 第１回ワーキンググループ総会

（7/5（金）14:00～16:00 高知市中央卸売市場）

４ 漁業就業支援フェア2019

（東京：7/6（土）12:30～16:00 池袋サンシャインシティ）

（大阪：7/20（土）12:30～16:00 ＯＭＭビル）

５ 宇佐漁港一斉清掃

（7/7（日）6:30～7:30 宇佐漁港）

６ 2019年度外国人技能実習生陸上講習閉講式

（7/10（水）11:00～ 国立室戸青少年自然の家）

７ カツオ県民会議幹事会

（7/19（金）12:00～14:00 高知市内）

８ 上海賞味会

（7/25（木）14:00～16:50 上海）

９ 高知県漁港漁場協会通常総会・研修会

（7/26（金）14:00～17:30 高知会館）

10 「高知家の魚応援の店」での高知フェア

（7/27（土）17:00～ 鈴なり・東京割烹てるなり（東京都新宿区））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

土木部 １ 事業者向けコンプライアンス研修会
（7/1（月）14:30～16:40 須崎市立市民文化会館）
（7/2（火）14:30～16:40 四万十市立文化センター）
（7/3（水）9:30～11:40 高知市文化プラザかるぽーと）

２ 空き家再生・活用促進専門家グループ（室戸市）意見交換会

（7/4（木）14:00～ 室戸市役所）

３ 四国地方公共工事契約業務連絡協議会総会

（7/9（火）13:30～15:00 高松サンポート合同庁舎）

４ 第１回四国地方公共工事品質確保推進協議会高知県部会

（7/12（金）13:30～14:30 オーテピア高知図書館）

５ 高知県公共工事契約業務連絡協議会総会
（7/12（金）14:45～16:15 オーテピア高知図書館）

６ 高知県震災復興まちづくり全体訓練

（7/17（水）、7/18（木）高新文化ホール）
７ 外国客船「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ」高知新港寄港
（7/18（木）7:00入港～15:00出港）
８ 早明浦ダム再生事業費等監理委員会
（7/18（木）10:00～12:00 早明浦ダム管理事務所）
９ 海上自衛隊高知新港寄港
・第１練習隊「やまゆき」
（7/19（金）9:00入港～7/21（日）18:00出港）
・護衛艦「きりしま」
（7/19（金）10:00入港～7/22（月）9:00出港）
10 のいち動物公園サマースクール
（7/20（土）、7/21（日）高知県立のいち動物公園）

11 夏休み企画展「小さな世界のキレイ×オモシロイ×コワイ」
（7/20（土）～9/1（日）高知県立のいち動物公園）
12 高知県道路利用者会議定期総会
（7/24（水）13:00～ 城西館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

会計管理局 １ 契約書・請書の確認

（6/10（月）～7/31（水）本庁全所属（108機関））

２ 会計検査

（7/3（水）、7/4（木）中央西土木事務所）

（7/5（金）中央西県税事務所）

（7/8（月）高知丸の内高等学校）

（7/10（水）、7/11（木）須崎土木事務所）

（7/17（水）農業大学校）

（7/18（木）中芸高等学校）

（7/24（水）療育福祉センター）

（7/25（木）図書館）

（7/29（月）佐川警察署）

３ 令和元年度高知県町村会計管理者協議会総会

（7/12（金）15：00～ 共済会館）

４ 会計管理局だよりの発行

（7/30（火）予定）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

公営企業局 １ 慰霊祭（事故による殉職者）
（7/11（木）10:00～11:00 杉田発電所、永瀬発電所）

２ ダム定期検査
（7/12（金）10:00～12:00 杉田ダム）

３ 地方公営企業連絡協議会 第101回総会及び第27回トップセミナー
（7/19（金）13:40～19:30 ホテルアジュール竹芝）

４ 高知県立病院労務管理研修会
（7/25（木）15:00～17:00 高知共済会館）

５ 公営電気事業四国３県担当者会
（7/26（金）13:00～ 徳島県企業局総合管理事務所）

６ 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）

７ 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 ７月の主要な取り組み予定

教育委員会 １ 第１回高知県産業教育審議会
（7/2（火）13:30～16:30 須崎総合高等学校）
２ 高知県実践的防災教育推進事業 第１回推進委員会
（7/2（火）14:00～16:30 オーテピア）
３ 第66回四国地区人権教育研究大会
（7/3（水）、7/4（木） 徳島市）
４ 第１回高知県通学路安全推進委員会
（7/5（金）9:30～11:45 高知市立中央公民館）
５ 若者はばたけプログラム活用研修会
（7/5（金）10:30～17:00 高知青少年の家）
６ 第１回高知県人権教育推進協議会
（7/5（金）15:00～17:00 高知会館）
７ ＰＴＡ・教育行政研修会
・香美･香南地区（7/6（土）13:15～16:50 のいちふれあいセンター）
・吾川地区（7/13（土）13:15～16:50 仁淀川町立中央公民館）
・高岡地区（7/27（土）13:15～16:50 須崎市立市民文化会館）
８ 全国都道府県教育委員会連合会第１回総会
（7/8（月）13:30～18:20 ザ クラウンパレス新阪急高知）
（7/9（火）9:00～15:30 ザ クラウンパレス新阪急高知、高知会館ほか）
９ 第１回高知県における知的障害特別支援学校の在り方に関する検討委員会
（7/10（水）18:30～20:30 高知県庁西庁舎３階会議室）
10 第１回高知県立図書館協議会・高知市立市民図書館協議会
（7/11（木）13:30～15:30 オーテピア）
11 教員採用候補者選考審査第１次審査結果発表
（7/12（金））
12 第１回グローバル教育推進委員会
（7/17（水）9:30～12:30 高知国際中学校）
13 第１回高知県防犯・生活安全教育推進委員会
（7/17（水）13:00～16:30 オーテピア）
14 夜間中学体験学校
（7/18（木）18:00～20:00 土佐清水市立中央公民館）
（7/23（火）18:00～20:00 安芸市消防防災センター）
15 ニッセイ財団贈呈式
（7/18（木）10:00～11:00 教育委員室）
16 第１回高知県市町村図書館等振興協議会
（7/19（金）10:00～12:00 塩見記念青少年プラザ）
17 第73回高知県中学校総合体育大会
（7/20（土）～7/24（水）春野運動公園陸上競技場ほか）
18 2020こうち総文 国際交流（韓国訪問団来県）

（7/21（日）～7/24（水）高知市及び周辺）

19 県立青少年センター陸上競技場落成式

（7/22（月）10:00～11:00 青少年センター）

20 第１回高知県文化財保護審議会

（7/22（月）13:30～16:00 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 ７月の主要な取り組み予定

教育委員会
（続き）

21 第２回旧陸軍歩兵第44連隊跡地保存活用検討会
（7/23（火）10:00～12:00 高知会館）
22 2020こうち総文 大会１年前ＰＲイベント
（7/23（火）13:30～15:15イオンモール高知）
23 全国高等学校総合体育祭 南部九州総体2019

（7/24（水）～8/20（火）鹿児島県）

24 防災教育研修会
・中部地区Ａ（7/25（木）9:50～16:40 高知城ホール）
・西部地区（7/26（金）9:50～16:40 黒潮町総合センター）
25 若者自立支援セミナー･相談会
（7/25（木）10:30～16:00 高知青少年の家）
（7/26（金）10:00～16:10 オーテピア）
26 「高知家」児童会・生徒会地区別交流集会
・高知市ブロック（7/27（土）9:00～12:15 高知市総合あんしんセンター）
・中部①ブロック（7/28（日）13:00～16:00 南国市立スポーツセンター）
27 第43回全国高等学校総合文化祭 2019さが総文
（7/27（土）～8/1（木）佐賀県内各会場）
28 高知県高校生津波サミット 被災地訪問
（7/28（日）～7/30（火） 宮城県多賀城市ほか）
29 高知県海外派遣プログラム ニュージーランド語学研修
（7/30（火）～8/16（金）ニュージーランド）
30 学校給食衛生管理・食育研修会

（7/31（水）10:30～16:30 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 ７月の主要な取り組み予定

警察本部 １ 高知県ネットワークセキュリティ連絡協議会総会
（7/1（月）13:30～15:00 県警察本部）
２ 県下通信指令・無線通話技能競技会
（7/5（金）9:00～17:00 県警察本部）

３ 令和元年度高知県少年警察ボランティア協会理事会、総会
（7/12（金）12:00～17:00 県警察本部）

４ アンガーマネージメント教養
（7/19（金）15:00～17:00 県警察本部）

５ 高知県高速道路交通安全協議会総会
（7/26（金）16:00～17:00 三翠園）

30/31



各部局等の主要な取り組み

部局名 ７月の主要な取り組み予定

産業振興センター 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 ホームページ作成講座（Ｂ日程・１日目）
（7/3（水）10：00～16：00 高知職業能力開発短期大学校）
３ 第３回高知家ミニ展示商談会（防災・環境関連製品）
（7/3（水）10：00～16：00 愛知県産業労働センター）
４ 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
（7/8（月）13：30～15：30 ぢばさんセンター）
５ ホームページ作成講座（Ｂ日程・２日目）
（7/10（水）10：00～16：00 高知職業能力開発短期大学校）

６ 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
（7/10（水）13：30～15：00 ぢばさんセンター）

７ 地域版事業戦略普及啓発セミナー（幡多地域）
（7/11（木）13：30～15：30 四万十市立中央公民館）

８ 地域版事業戦略普及啓発セミナー（高幡地域）
（7/12（金）13：30～15：30 グランディール土佐市本店）

９ 【見本市】インテリアライフスタイル
（7/17（水）～7/19（金） 東京ビッグサイト）
10 高知県工業会・県・産振センター合同意見交換会
（7/18（木）15：30～ 城西館）
11 くろしお博覧会運営委員会
（7/23（火）10：00～11：30）
12 ネットショップ「売上・収益アップ」実践セミナー
（１日目・ホームページ改善のポイント）
（7/24（水）10：00～16：30 ぢばさんセンター）
13 よろず支援拠点Googleマイビジネス入門セミナー
（7/24（水）13：30～14：30 ぢばさんセンター）
14 【見本市】第４回建設資材展
（7/24（水）～7/26（金）東京ビッグサイト）
15 第４回高知家ミニ展示商談会
（7/25（木）9：00～17：00 新阪急ホテル大阪）
16 第４回事業戦略支援会議
（7/30（火）ＰＭ ぢばさんセンター）
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