
各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

総務部 １ 日本一の健康長寿県構想テレビ特別番組（テレビ高知）
「キケン！ハッケン！血管病～日本一の健康長寿県を目指して～」
（9/1（日）13:00～13:30 本放送）

（9/22（日）13:00～13:30 再放送）

２ 高知県庁インターンシップ（③コース）

（受入人数：46名（18校）、各部局で受入れ

受入期間：9/2（月）～9/6（金））

３ 令和元年度特定個人情報の取扱いに係る研修会

（9/2（月）10:00～11:45 正庁ホール）

４ 全国知事会議（会長選挙）

（9/3（火）14:00～未定 都道府県会館）

５ 四国間税会連合会 第46回通常総会

（9/3（火）15:20～16:20 ホテル日航高知旭ロイヤル）

６ 令和元年度選挙事務講習会

（9/4（水）13:00～17:00 高知県自治会館第１会議室）

７ ９月補正予算 知事査定

（9/5（木）、9/6（金））

８ 第２回総合教育会議

（9/5（木）15:00～17:00 高知サンライズホテル）

９ 公益認定等審議会

（9/6（金）9:30～ 本庁地下第５会議室）

10 令和元年度 メンタルヘルスマネジメント実践研修会

（9/6（金）13:10～16:40 高知城ホール）

11 高知県職員社会人経験者採用試験 採用面接
（9/9（月）～9/13（金））

12 高知県表彰審査会（高知県功労者表彰）

（9/12（木）13:30～13:50 第二応接室）

13 令和元年度 統計グラフコンクール審査会

（9/12（木）13:30～17:00 オーテピア４階ホール）

14 企業版ふるさと納税感謝状贈呈式
（エフビットコミュニケーションズ株式会社）

（9/19（木）15:15～15:30 知事室）

15 第３回高知県行政サービスデジタル化推進会議

（９月中旬予定）

【参考】
○９月議会日程（予定）
・開会（9/19（木））
・一括質問（9/26（木）～9/30（月））
・一問一答（10/1（火）、10/2（水））
・常任委員会（10/3（木）～10/8（火））
・閉会（10/10（木））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

東京事務所 １ 全国知事会
（9/3（火）14:00～16:00 都道府県会館）
２ 清水高校同窓会総会
（9/7（土）12:00～14:00 新橋）
３ 首都圏のよさこい祭り
・ハマこい2019
（9/7（土）神奈川県横浜市）
・中延よさこい2019
（9/21（土）品川区）
４ 拉致被害者の早期救出を訴える国民大集会
（9/16（月）14:00～16:30 砂防会館別館）
５ 損害保険ジャパン日本興亜 高知フェア
（9/20（金）損害保険ジャパン日本興亜株式会社本社）
６ 四国ツーリズム創造機構四国観光商談会
（9/25（水）14:00～19:30 新橋）
７ 東京事務所長会被災地視察
（9/26（木）・9/27（金）福島県）
８ しながわ宿場まつり
（9/28（土）・9/29（日）品川区）
９ ＪリーグＦＣ町田ゼルビア 高知フェア
（9/29（日）町田）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

危機管理部 １ 嶺北消防団連合会夏期合同演習第33回操法大会

（9/1（日）8:30～17:00 土佐町ふれあい広場）

２ 令和元年度高陵消防連合演習

（9/1（日）9:00～17:00 須崎市潮田町運動場）

３ 令和元年度ハイジャック事件対処訓練

（9/2（月）14:00～16:00 高知龍馬空港）

４ 液化石油ガス設備士再講習会

（9/3（火）9:30～12:00、9/11（水）9:30～12:00 高知城ホール）

５ 令和元年度高知県原子力災害対策研修

（9/5（木）10:00～16:00 高知城ホール）

６ 令和元年度高知県消防長会救急担当者会議

（9/6（金）13:30～16:30 香南市消防本部）

７ 防災情報提供アプリ開発委託業務プロポーザル審査委員会

（9/6（金）13:30～16:30 防災作戦室）

８ 第31回高知県JPTECプロバイダーコース

（9/8（日）8:00～18:00 県幡多看護専門学校）

９ 第62回南海トラフ地震対策推進本部会議

（9/9（月）14:30～16:30 第二応接室）

10 原子力災害現地対策本部図上演習

（9/10（火）9:30～17:15、9/11（水）9:30～16:30 愛媛県西予市）

11 被災者支援システム説明会

（9/12（木）14:00～16:30 高新文化ホール）

12 令和元年度高知県災害対策本部事務局等震災対策訓練

（9/17（火）13:30～16:30 防災作戦室、３階共用会議室、正庁ホール）

13 南海トラフ地震に関する東北大学との意見交換会

（9/18（水）10:30～12:30 商工会議所）

14 令和元年度高知県消防長会警防担当者会議

（9/20（金）13:30～16:30 幡多中央消防組合）

15 高知県消防学校初任科卒業式

（9/25（水）15:30～17:00 県消防学校）

16 高知市中央消防署開署式

（9/28（土）14:00～15:30 高知市中央消防署）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

健康政策部 １ 高知県 県・市町村国民健康保険事業運営検討協議会・第16回幹事会

（9/2（月）13:30～15:30 文学館）

２ 第１回高知県食の安全・安心推進審議会

（9/2（月）14:00～16:30 高知会館）

３ 獣医師職員確保インターンシップ事業

（9/2（月）～9/6（金）畜産試験場、衛生環境研究所、食肉衛生検査所等）

４ 第１回高知県地域医療構想調整会議（高幡地区）定例会議

（9/4（水）19:40～20:30 須崎福祉保健所）

５ 高知県思春期保健にかかわる支援者等研修会

（9/5（木）13:30～15:30 塩見記念青少年プラザ）

６ 高知県歯科医師会と高知県（健康政策部・地域福祉部）の協議会・懇親会

（9/5（木）18:30～21:30 高知会館）

７ 献血運動推進協力団体等高知県知事感謝状贈呈式

(9/9（月）14:30～15:00 第二応接室）

８ 全国知事会 国との意見交換会

（9/10（火）15:30～17:00 都道府県会館）

（9/11（水）10:30～15:30 都道府県会館）

（9/13（金）13:30～15:00 都道府県会館）

９ 入浴施設におけるレジオネラ属菌汚染防止対策講習会

（9/13（金）14:00～17:00 オーテピア）

10 高知県災害薬事コーディネーター研修

(9/15（日）8:50～17:00 近森病院）

11 「人生の最終段階における医療・ケア検討会議」第１回会議

（9/19（木）18:30～20:30 第二応接室）

12 市町村医療救護活動技能向上研修

(9/20（金）13:00～17:05 須崎市立市民文化会館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

地域福祉部 １ 高知県介護事業所認証評価制度支援セミナー

・地区別支援セミナー

（9/2（月）10:00～16:30 安芸総合庁舎）

（9/3（火）10:00～16:30 四万十市立中央公民館）

・基準項目点検セミナー

（9/13（金）10:00～16:30 こうち男女共同参画センターソーレ

２ 平成31年度高知県発達障害児等支援スキルアップ研修

（9/3（火）、9/20（金）9:00～12:00 ふくし交流プラザ）

３ 令和元年度高知県相談支援従事者「初任者」研修

（9/3（火）9:30～17:00 ふくし交流プラザ）

４ 令和元年度子育て支援員フォローアップ研修及び現任研修

（地域子育て支援拠点事業）

・第３回

（9/3（火）10:00～16:00 県民文化ホール）

・第４回

（9/4（水）10:00～15:30 県民文化ホール）

５ 令和元年度高知県中堅民生委員児童委員研修会

（9/4（水）10:00～15:30 四万十町役場）

６ 令和元年度障害者雇用優良事業所高知県知事表彰

（9/4（水）11:00～12:00 正庁ホール）

７ 令和元年度第41回少年の主張高知県大会

（9/8（日）13:00～16:00 正庁ホール）

８ 婚活サポーター養成講座

（9/8（日）13:30～15:00 香南市のいちふれあいセンター）

９ 第２回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

（9/9（月）14:00～16:00 高知城ホール）

10 令和元年度第２回少子化対策推進本部会議

（9/10（火）10:30～12:00 第二応接室）

11「暮らしとこころの相談会」弁護士会相談会

（9/10（火）13:00～16:00 弁護士会館）

12 令和元年度第２回高知県社会福祉審議会地域福祉専門分科会

（9/10（火）15:00～17:00 職員能力開発センター）

13 令和元年度第１回高知県妊産婦等のメンタルヘルス対策検討委員会

（9/10（火）19:00～21:00 高知城ホール）

14 高知県少子化対策推進県民会議令和元年度第１回総会

（9/12（木）13:30～15:30 高知商工会館）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

地域福祉部
（続き）

15 高齢者の「できる」を引き出す研修会

（9/12（木）18:30～20:20 ふくし交流プラザ）

16 長寿高齢者訪問

（9/16（月）時間、場所未定）

17 令和元年度第２回高知県強度行動障害支援者養成（基礎）研修

（9/17（火）9:30～17:30、9/18（水）9:30～17:00 ふくし交流プラザ）

18 第１回高知県再犯防止推進計画検討会

（9/17（火）15:00～16:30 職員能力開発センター）

19 高知県地域包括ケアマネジメントリーダー養成研修

（9/18（水）9:00～17:00 ふくし交流プラザ）

20 ペアレントメンター個別相談

（9/19（木）9:30～10:30、11:00～12:00 療育福祉センター）

21 令和元年度高知県社会福祉審議会民生委員審査専門分科会

（9/19（木）18:00～20:00 職員能力開発センター）

22 令和元年度第２回認知症疾患医療センター連絡協議会

（9/21（土）13:30～ 高知大学医学部）

23 「世界アルツハイマーデー」高知城ライトアップ

（9/21（土）18:30～22:00 高知城）

24 高齢者・障害者虐待防止・権利擁護研修

（9/24（火）10:00～16:30 ふくし交流プラザ）

25 障害者雇用促進セミナー

（9/24（火）10:30～15:00 オーテピア）

26 自立支援協議会人材育成部会

（9/24（火）18:30～20:30 地下第５会議室）

27 令和元年度くらしとこころ・つながる相談会

（9/26（木）13:00～17:00 ハローワーク高知）

28 乳幼児健診従事者のためのスキルアップ研修会

（9/30（月）13:00～16:45 こうち男女共同参画センターソーレ）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

文化生活

スポーツ部

１ 多重債務者無料相談会及びこころの健康相談会
・9/1（日）13:00～16:00 県立消費生活センター
・9/6（金）17:00～20:00 幡多広域消費生活センター
・9/7（土）13:00～16:00 高知市消費生活センター
・9/8（日）13:00～16:00 南国市役所
・9/11（水）17:00～20:00 高知市消費生活センター
・9/13（金）17:00～20:00 県立消費生活センター
２ 高齢者交通事故防止キャンペーン出発式及び高齢者１万人訪問活動出発式
（9/2（月）10:00～11:00 警察本部）
３ ＤＶ関係機関連絡会議
・9/4（水）13:30～16:00 須崎総合庁舎
・9/5（木）13:30～16:00 安芸総合庁舎
４ 高知県犯罪被害者等支援条例庁内検討会

（9/5（木）高知県職員能力開発センター）

５ 冠協賛試合 高知ファイティングドッグス ＶＳ 愛媛マンダリンパイレーツ

（9/6（金）18:00～ 高知市総合運動場野球場）

６ 2019プロ野球ウエスタン・リーグ公式戦

阪神タイガース ＶＳ 広島東洋カープ

（9/7（土）、9/8（日）12:30～ 安芸タイガース球場）

７ 第74回国民体育大会

（9/7（土）～9/16（月）会期前実施競技

9/28（土）～10/8（火）本大会 茨城県）

８ ラグビートンガ代表 高知事前キャンプ

（9/9（月）～9/13（金）高知県立春野総合運動公園 陸上競技場）

（9/9（月）9:35～ 空港歓迎セレモニー 高知龍馬空港）

（9/9（月）18:30～ ウエルカムパーティー ザ クラウンパレス新阪急高知）

９ 高知県文化賞選定委員会

（9/10（火）10:00～11:30 高知城歴史博物館）

10 男女共同参画職員研修

（9/10（火）13:30～15:30 髙知会館）

11 文化芸術振興ビジョン評価委員会

（9/13（金）10:00～11:30 オーテピア）

12 高知県犯罪被害者等支援条例検討委員会

（9/13（金）13:30～15:30 高知県立文学館）

13 令和元年度中国・四国ブロック交通安全対策主管課（室）長会議

（9/13（金）13:30～15:45 愛媛県庁）

14 災害時に外国人支援に従事する関係者向けの研修・訓練事業

（9/14（土）11:00～16:30 高知県国際交流協会）

15 高知県芸術祭

（9/14（土）～12/15（日））

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

文化生活

スポーツ部
（続き）

16 オリックスバファローズ高知よさこいシリーズ
オリックスバファローズ ＶＳ 東北楽天ゴールデンイーグルス
（9/15（日）13:00～ 京セラドーム大阪）
17 第４回市町村等消費者行政担当者等専門研修
（9/17（火）9:30～12:30 県立消費生活センター）
18 コミック出版社の会
（9/18（水）16:30～ 都内）
19 まんが王国・土佐推進協議会 第１回総会
（9/19（木）13:30～15:00 オーテピア高知図書館）
20 県民交通安全の日街頭啓発
（9/20（金）7:30～8:20 県庁前交差点）
21 秋の全国交通安全運動出発式及び啓発パレード
（9/20（金）10:00～11:00 県庁本庁舎正面玄関・帯屋町アーケード）

22 人材育成プログラム・アートビジネス講座

（9/20（金）14:00～16:00 ココプラ）
23 まんが教室
（9/20（金）16:30～18:20 中村中学校）
24 第29回交通安全ひろば
（9/21（土）10:00～15:00 中央公園）
25 高知県立大学連携講座「消費生活講座」
・9/21（土）13:00～17:50
・9/22（日）13:00～16:10
・9/23（月）13:00～16:10
・9/24（火）18:00～21:10
・9/25（水）18:00～21:10
・9/26（木）18:00～21:10
・9/27（金）18:00～21:10 （高知県立大学 永国寺キャンパス）
26 交通安全啓発キャラバン隊
・9/24（火）10:30～12:15 安芸市役所
・9/25（水）14:00～15:30 土佐市役所
27 サッカーＪ２リーグ ＦＣ町田ゼルビア 高知県フェア
ＦＣ町田ゼルビア ＶＳ ＦＣ琉球
（9/29（日）16:00～ 町田市立陸上競技場）

28 人材育成プログラム・アートマネジメント講座

（9/29（日）時間・場所調整中）
29 交通事故死ゼロを目指す日、早朝街頭啓発（秋・最終日）
（9/30（月）7:30～8:20 県庁前交差点）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

産業振興推進部 １ 高知移住・就職フェア
「地域の学校フェア」「＃私の働き方改革～高知の場合～」同時開催
（9/1（日) 11:00～16:00 AP大阪梅田茶屋町（大阪府））
２ 第１回地域アクションプランフォローアップ会議
・高幡地域
（9/2（月）13:30～16:00 須崎市総合保健福祉センター）
・高知市地域
（9/3（火）13:30～16:00 高知市卸売市場管理棟）
・仁淀川地域
（9/4（水）9:30～12:00 すこやかセンター伊野）
・安芸地域
（9/5（木）9:30～12:00 安芸総合庁舎）

３ 米国Marukai Corporation四国フェア「Taste of Shikoku」

（9/6（金）～9/11（水）（ロサンゼルス））

４ ふるさと回帰フェア2019（認定NPO法人ふるさと回帰支援センター主催）

（9/7（土）10:00～16:30 東京交通会館（東京都））

５ 第一回移住促進アドバイザー会議
（9/10（火）13:30～15:30 高知県民文化ホール）

６ ＨＡＣＣＰ研修

（9/12（木）、9/13（金）10:00～17:00 高知県民文化ホール）

７ 首都圏コミュニティ事業
「都会で高知“し放題”FES」
（9/16（月・祝）13:00～15:00 HYPERMIX（東京都））
８ 第１回産業振興計画フォローアップ委員会

（9/17（火）13:30～17:00 高知サンライズホテル）

９ いい街発見！地方の暮らしフェア2019（中日新聞社主催）

（9/23（月・祝）12:30～18:00 JPタワー名古屋（愛知県））

10 事業戦略策定講座

（9/24（火）10:00～17:00 高知県民文化ホール）

11 ＵＩターン転職個別相談会
（9/28（土）10:00～16:00 名古屋駅付近（愛知県））
（9/28（土）10:00～17:00 淀屋橋付近（大阪府））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９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 わくわく地方生活実現政策パッケージ
○いつかはローカル起業プログラム＠大阪 プログラム説明会
（9/1（日）13:00～16:00 大阪）
２ こうちスタートアップパーク
○第５期ステップアッププログラム
・STEP2 ユーザーインサイトを掴むためのエスノグラフィ
（9/1（日）13:00～17:00 ココプラ）
・STEP3 プロトタイプ＆テスト フィードバック
（9/8（日）13:00～17:00 ココプラ）
・STEP4 ビジネスモデル 収支計画 市場分析
（9/22（日）13:00～17:00 ココプラ）
・STEP5 マーケティング＆プロモーションの基本的な考え方
（9/29（日）13:00～17:00 ココプラ）
○スタートサロン⑤
・営業と商談を動かすビジネスコミュニケーション
（9/15（日）13:00～16:00 ココプラ）
３ 土佐ＭＢＡ【実科】
〇ナリワイセミナー「東部集客塾」
・１ヶ月後報告会
（9/2（月）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２回「損益分岐点の考え方と財務諸表の見方」
（9/11（水）13:00～17:00、9/12（木）、9/13（金）9:00～17:00 ココプラ）
〇土佐経営塾
・開講式／第１回「夢が現実の壁にぶつかるとき」
（9/15（日）13:30～17:00 ココプラ）
・第２回「会計情報ができていくプロセス」
（9/23（月・祝）19:00～21:00 ココプラ）
・第３回「経営を写し出す会計」
（9/30（月）19:00～21:00 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
・Day３「課題解決の方法を考える／仮説検証の方法を学ぶ」
（9/24（火）13:00～17:00 ココプラ）
〇エグゼクティブコース
・第２回「ロジカルシンキングによる正しい意思決定と伝達」
（9/26（木）9:30～17:00 ココプラ）
４ 土佐ＭＢＡ【本科】
〇事業マネジメント・業務改善コース
・第２講「事業マネジメント・業務改善の基本」
（9/3（火）16:30～18:00、19:00～20:30 ココプラ）
・第３講「事業をうまく進めるためのマネジメント①」
・第４講「事業をうまく進めるためのマネジメント②」
※第３講、第４講はセット開催
（9/14（土）13:30～16:50、9/17（火）13:30～16:50 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 ９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）

〇財務戦略コース
・第２講「財務分析１ 理論編」
・第３講「財務分析２ ワーク編」
※第２講、第３講はセット開催

（9/7（土）13:30～16:50 ココプラ）
・第４講「資金繰り表作成演習」
（9/19（木）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
・第５講「キャッシュフローの見方・活かし方」
（9/24（火）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
〇特別セミナー/スキルアップセミナー
・第３講『共創型組織の事例から考察する「活気溢れる職場作り」』
（9/9（月）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４講「ロボットが切り開く未来～ＲＰＡ～」
（9/25（水）14:00～16:00 ココプラ）
５ シーズ・研究内容紹介
・⑦高知工業高等専門学校
「高知県の近代文学の系譜と地域資源としての文学～岡本弥太を題材に～」
（9/11（水）18:30～20:00 ココプラ）
・⑧高知県立大学
「スクールソーシャルワーク～高知県の福祉課題と実践方法～」
（9/18（水）18:30～20:00 ココプラ）
６ 似業種交流会議
・テーマ「魚×ものづくり」
（9/13（金）14:30～17:00 高知会館）
７ おためしＭＢＡ「職場活性化のためのリーダーの役割～いきいき働き、成果
を上げるためには～」
（9/27（金）13:30～16:30 ココプラ）
８ 経営者トーク⑤「なんか変わるで！桂浜水族館！！」

講師：公益社団法人桂浜水族館 館長 秋澤 志名 氏
（9/27（金）18:30～20:00 ココプラ）

11/28



各部局等の主要な取り組み

部局名 ９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 観て！食べて！感じて！ＦＤＡ就航地８県の観光と物産展

（9/6（金）～9/8（日）エアポートウォーク名古屋（愛知県））

２ ふるさと全国県人会まつり

（9/7（土）、9/8（日）久屋大通公園（愛知県））

３ いい街発見！地方の暮らしフェア2019（中日新聞社主催）

（9/23（月・祝）12:30～18:00 ＪＰタワー名古屋（愛知県））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９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 高知フェア

（7/25（木）～9/30（月）ホテルシーサイド江戸川（東京都））

（8/22（木）～9/20（金）龍馬軍鶏農場10店舗（東京都他））

（9/2（月）～11/4（月･祝）リーガロイヤル大阪（大阪府））

（9/4（水）～9/24（火）Olympic武蔵浦和店（埼玉県））
（9/20（金）損保ジャパン日本興亜株式会社（東京都））

（9/21（土）～9/23（月･祝）明治屋ジャンボ市３店舗（福岡県））

２ 2019秋季加藤産業グループ総合食品展示会

（9/11（水）～9/13（金）神戸国際展示場（兵庫県））

３ 四国・瀬戸内物産展

（9/11（水）～9/16（月･祝）丸広百貨店川越店（埼玉県））

４ TATSUMI Food&Wine Fair 2019

（9/18（水）10:00～17:00 グランドニッコー東京台場(東京都））

５ 協和物産令和元年総合展示会

（9/18（水）東京都立産業貿易センター台東館(東京都））

６ 第30回NAGOYAフードビジネスショー

（9/18（水）10:00～17:00

9/19（木）10:00～16:30 名古屋市中小企業振興会館吹上ホール（愛知県））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

産業振興推進部
（大阪事務所）

１ 第十九回四国瀬戸内味と技めぐり

（8/28（水）～9/2（月）10:00～20:00

9/3（火）10:00～17:00 あべのハルカス近鉄本店（大阪府））

２ 令和元年度在阪中四国９県観光物産展

（8/31（土）、9/1（日）10:00～18:00 せんちゅうパル（大阪府））

３ 高知移住・就職フェア
「地域の学校フェア」「＃私の働き方改革～高知の場合～」同時開催

（9/1（日）11:00～16:00 ＡＰ大阪梅田茶屋町（大阪府））

４ リーガロイヤルホテル大阪 高知県フェア

（9/2（月）～11/4（月･祝）リーガロイヤルホテル大阪（大阪府））

５ 2019高知フェアin海遊館

（9/7（土）10:00～17:00、9/8（日）10:00～16:00 海遊館（大阪府））

６ 第20回こいや祭り

（9/7（土）、9/8（日）10:00～20:00 大阪城公園ほか（大阪府））

７ 令和元年度高知県観光説明会

（9/17（火）15:00～20:10 大阪新阪急ホテル（大阪府））

８ 神戸女子大学 Ｕターン就職説明会

（9/18（水）14:30～16:30 神戸女子大学（兵庫県））

９ 第15回ふるさと四国の物産展

（9/25（水）～9/28（土）10:00～20:00

9/29（日）10:00～18:00 そごう神戸店（兵庫県））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

中山間振興・交通
部

１ とさでん交通第19回モニタリング会議
（9/4（水）13:30～ とさでん交通本社）
２ 観て！食べて！感じて！FDA就航地８県の観光と物産展 ブース出展
（9/6（金）、9/7（土）10:00～17:00 エアポートウォーク名古屋）

３ 鳥獣被害対策出前授業
（9/10（火）11:45～12:35 追手前高等学校吾北分校）

４ 狩猟免許更新講習
（9/12（木）13:00～ 高知市春野文化ホールピアステージ）

５ 狩猟免許試験
（9/14（土）10:00～ わな猟 高知県立大学 池キャンパス）
（9/15（日）10:00～ 銃猟 高知県立大学 池キャンパス）
（9/29（日）10:00～ わな猟 田野町ふれあいセンター）

６ 第29回高知市交通安全ひろば
（9/21（土）10:00～15:00 高知市中央公園）

７ 高知家地域おこし人交流セミナー
（9/29（日）14:00～17:00 the c（東京都））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

観光振興部 １ 山富旅行社（台湾）ファムツアー
（8/29（木）～9/1（日）安芸市、北川村、香南市、香美市、土佐清水市、四万
十市、梼原町、須崎市、いの町）

２ 香川県・高知県香港ＦＩＴ向けBtoCセミナー
（9/1（日）香港）
３ 高知・香川合同商談会
（9/2（月）香港）
４ ガブリエル（台湾旅行社）ファムツアー
（9/2（月）～9/7（土）大豊町、北川村、馬路村、室戸市、田野町、香南市、
香美市、南国市、いの町、仁淀川町、四万十町、四万十市、土佐清水市、中
土佐町、高知市）

５ 土佐の豊穣祭2019 第２回土佐の豊穣祭推進会議

（9/3（火）10:00～12:00 高知城ホール）

６ ガイド・インストラクター研修（自然・体験型観光アドバイザー）

（東部：9/3（火）、大豊町（予定）：9/4（水）、西部：9/5（木））

７ 日本旅行四国営業部龍馬会 発会式・祝賀会

（9/7（土）17:00～21:00 発会式：龍馬の生まれたまち記念館 祝賀会：南水）

８ 産業振興計画フォローアップ委員会 観光部会

（9/9（月）9:00～12:00 高知城ホール）
９ 外国人観光客受入研修
（9/9（月）13:30～16:30 香美市立中央公民館）
（9/10（火）14:00～16:30 高知市文化プラザかるぽーと）
（9/11（水）13:30～16:00 四万十市役所）

10 土佐の観光創生塾

・観光地域づくりにチャレンジ編 第３回

（9/10（火）13:00～16:30 高知県立牧野植物園（高知市））

・情報発信スキルの向上編 第３回

（9/11（水）13:00～16:30 高知県立牧野植物園（高知市））

・旅行商品づくり・販売へ向けた実践編 第３回

（東部：9/25（水）13:30～17:00 田野町ふれあいセンター（田野町））

（西部：9/26（木）13:30～17:00 四万十市文化センター（四万十市））

（中部：9/27（金）13:00～16:30 オーテピア（高知市））

11 インバウンドプロジェクト・ディレクター県内視察

（9/10（火）、9/11（水）県内）
12 外国客船寄港（高知市中心市街地）「アザマラ・クエスト」
（9/13（金）13:00入港～20:00出港）
13 高知県観光ガイド連絡協議会全体研修交流会
（9/13（金）13:30～16:30 セリーズ）

14 第５回高知県観光コンベンション協会理事会

（9/13（金）14:00～15:30 サンライズホテル）
15 高知城 秋の夜のお城まつり
（9/13（金）～9/16（月・祝）18:00～21:00 高知城・高知公園）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

観光振興部
（続き）

16 高知家おもてなしキャンペーン
「花」でおもてなし宣言・おもてなしピンバッジ配布など

（9/13（金）～10/20（日）県内各地）

17 JTB龍馬会 発会式・交流会

（9/14（土）16:00～ 発会式：龍馬の生まれたまち記念館、交流会：南水）
18 モンゴルからのチャーター便受入
（9/15（日）、9/19（木）高知龍馬空港）

19 令和元年度高知県観光説明会（大阪）

（9/17（火）15:00～20:10 大阪新阪急ホテル）
20 高知県観光ガイドおもてなしアドバイザー派遣事業
（9/19（木）9:00～15:00 仁淀川町）

21 2019四国観光商談会

（9/25（水）14:00～19:40 第一ホテル東京）
22 土佐の豊穣祭2019 仁淀川会場
（9/28（土）15:00～20:30 波川公園（いの町））
23 邦船寄港 「飛鳥II」

（9/30（月）9:00入港～16:00出港）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

観光コンベンショ
ン協会

１ 第19回四国瀬戸内味と技めぐり
（8/28（水）～9/3（火）10:00～20:00 あべのハルカス近鉄本店<大阪府>）
２ 第36回シマノ鈴鹿ロードレース ぐるっと高知サイクリングロードＰＲ
（8/31（土）、9/1（日）三重県鈴鹿サーキット<三重県>）
３ 土佐の豊穣祭2019 第２回推進会議
（9/3（火）高知城ホール）
４ 大阪府旅行業協会（ＯＡＴＡ）高知県モニターツアー
（9/3（火）、9/4（水）高知市、奥四万十、物部川エリア）
５ 観て！食べて！感じて！FDA就航地８県の観光と物産展
（9/6（金）～9/8（日）10:00～17:00 エアポートウォーク名古屋）

６ 2019プロ野球ウエスタン・リーグ公式戦

・阪神タイガース ＶＳ 広島東洋カープ

（9/7(土)、9/8（日）12:30～ 安芸タイガース球場）

７ 旅行会社個別セールス
（9/9（月）、9/10（火）福岡・広島 メディア系旅行会社）
（9/17（火）、9/18（水）大阪市内 パーソナル系、メディア系旅行会社)
８ 四国・瀬戸内物産展
（9/11（水）～9/16（月）10:00～19:00 丸広百貨店川越店<埼玉県>）
９ 日本列島 絶品うまいもの大会
（9/11（水）～9/16（月）10:00～19:00 山陽百貨店<兵庫県>）
10 高知城 秋の夜のお城まつり
（9/13（金）～9/16（月）18:00～21:00 高知城及び高知公園）
11 オリックスバファローズ高知よさこいシリーズ
・オリックスバファローズ ＶＳ 東北楽天ゴールデンイーグルス
（9/15（日）13:00～ 京セラドーム大阪<大阪府>）
12 高知県観光説明会
（9/17（火）15:00～20:10 大阪新阪急ホテル<大阪府>）

13 四国の物産展
（9/19（木）～9/24（火）10:00～20:00 福屋広島駅前店<広島県>）
14 2019四国観光商談会(四国ツーリズム創造機構主催)
（9/25（水）14:00～19:40 第一ホテル東京<東京都>)
15 第15回ふるさと四国の物産展
（9/25（水）～9/29（日）10:00～20:00 そごう神戸店<兵庫県>）
16 土佐の豊穣祭2019仁淀川会場 神楽と鮎と酒に酔うin仁淀ブルー
（9/28（土）15:00～20:30 いの町波川公園）
17 サッカーＪ２リーグ ＦＣ町田ゼルビア 高知県フェア
・ＦＣ町田ゼルビア ＶＳ ＦＣ琉球
（9/29（日）16:00～ 町田市立陸上競技場<東京都>）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

農業振興部 １ 獣医師養成確保修学資金貸与事業募集（高校生対象：３年生２名）
・募集（7/16（火）～9/13（金））
・選考試験（9/29（日））
２ 産業振興計画フォローアップ委員会農業部会
（9/2（月）14:00～16:30 職員能力開発センター３階）
３ 獣医師職員確保インターンシップ（獣医学生対象）
（9/2（月）畜産試験場）
（9/3（火）中央家畜保健衛生所嶺北支所）
（9/4（水）中央家畜保健衛生所）

４ 高知県食肉センター株式会社株主総会

（9/4（水）13:30～14:30 ＪＡ高知ビル）
５ 地区別花き輸出セミナー
（9/5（木）13:30～15:00 ＪＡ高知県営農販売事業本部）
６ 花き品目別輸出検討会
・枝物
（9/6（金）10:00～15:00 甫喜ヶ峰森林公園）
・新規輸出品目
（9/10（火）14:00～15:30 ＪＡ土佐くろしお集出荷場）
・グロリオサ
（9/11（水）13:30～15:00 ＪＡ高知市三里園芸出荷場）
７ 令和元年度人・農地プラン及び農地バンク事業に関する都道府県別ヒアリン

グ
（9/6（金）13:30～15:30 農林水産省）
８ 第70回四国地区獣医師大会
（9/7（土）14:00～17:30 三翠園）
９ ＪＡバンク高知県本部委員会・幹事会合同会議
（9/9（月）10:00～12:00 ＪＡ高知ビル）
10 獣医師修学資金貸与学生インターンシップ研修
（9/11（水）8:30～17:00 西部家畜保健衛生所）
11 各土佐会の通常総会
・東北土佐会
（9/12（木）16:00～ 仙台国際ホテル（宮城県））
・北海道土佐会
（9/14（土）15:00～ 札幌みらい中央青果株式会社（北海道））
・北陸土佐会
（9/17（火）15:30～ 松魚亭（石川県））
・中部土佐会
（9/18（水）16:00～ 名古屋青果（愛知県））
・関西土佐会
（9/19（木）15:30～ ホテル阪神大阪（大阪府））
12 令和元年度高知県食品表示セミナー
（9/13（金）13:30～16:30 ちより街テラス）
13 第55回東京丸高青果物流通対策協議会定期総会
（9/13（金）15:00～ アジュール竹芝（東京都））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

林業振興・環境部 １ ＃私の働き方改革～高知の場合～
（9/1（日）11:00～16:00 ＡＰ大阪梅田茶屋町（大阪府））
２ ＩＮＡＰ国際会議・企業訪問
（9/1（日）～9/7（土） 青島、大連（中国））
３ 第45回四国林政連絡協議会
（9/3（火）15:00～17:00 四国森林管理局）
４ 製材事業体経営力向上セミナー
（9/4（水）13:30～17:00 高知県森連会館）

５ 第３回災害廃棄物広域ブロック協議会

・安芸広域ブロック

（9/5（木）13:30～15:30 安芸市役所）

・高幡東部ブロック

（9/6（金）10:00～12:00 須崎市総合保健福祉センター）

・幡多広域ブロック

（9/6（金）14:30～16:30 幡多クリーンセンター）

６ 平成30年度全国山林苗畑品評会の農林水産大臣賞受賞
・桑原正雄氏
（9/5（木）松山市総合コミュニティーセンター（愛媛県））

７ こうちフォレストスクール
・東京会場
（9/6（金）、9/20（金）18:30～21:00 フクラシア八重洲（東京都））
（9/7（土）、9/21（土）13:30～16:00 フクラシア八重洲（東京都））
・大阪会場
（9/8（日）、9/22（日）13:30～16:00 ハービスＰＬＡＺＡ（大阪府））

８ 新たな管理型最終処分場の整備に関する地元説明会

（9/8（日）13:30～ 加茂の里）

（9/11（水）18:30～ 加茂の里）

９ 第１回産業振興計画フォローアップ委員会林業部会

（9/9（月）9:30～12:00 高知城ホール）

10 第54回近畿・中国・四国地区治山林道研究発表会

（9/12（木）9:30～16:00 高知県立美術館）

11 高知県スマート林業関係講演会

（9/12（木）13:30～16:00 高知県立牧野植物園）

12 林業大学校実務者向け公開講座

（9/14（土）14:00～17:30 エスタ青山（東京都））

13 第３回高知県地産地消型再生可能エネルギー検討会

（9/18（水）13:30～16:30 調整中）

14 林業大学校オータムスクール

（9/18（水）～ 9/20（金）林業大学校、梼原町ほか)

15 高知県環境影響評価技術審査会
（９月上中旬で調整中）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

水産振興部 １ Ｕ・Ｉターン就職相談会 私の働き方改革～高知の場合～

（9/1（日）11:00～16:00 ＡＰ大阪梅田茶屋町）

２ 令和元年度第１回高知県産業振興計画フォローアップ委員会水産業部会

（9/4（水）13:30～15:30 水産会館）

３ 高知県内水面漁場管理委員会

（9/5（木）14:00～15:00 オリエントホテル高知）

４ 高知県内水面漁業協同組合連合会理事会・組合長会

（9/6（金）10:30～ 三翠園）

５ 高知カツオ県民会議幹事会・NPO設立発起人会

（9/12（木）10:30～12:30 市内）

６ 「高知家の魚応援の店」産地招へい（株式会社Wakiya）

（9/17（火）、9/18（水） 宿毛市ほか）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

土木部 １ ＩＮＡＰ青島会議及び経済ミッション
（9/3（火）～9/7（土）中国・青島市）
２ 第３回高知港長期構想検討委員会
（9/5（木）13:00～15:00 サウスブリーズホテル）
３ 夜の動物公園「のいちdeナイト」
（9/7（土）、9/22（日）高知県立のいち動物公園）

４ こうち健康・省エネ住宅及び長期優良住宅技術講習会

（9/9（月）13:00～17:00 高知城ホール）
５「屋外広告の日」違反広告物一斉除去等作業
（9/10（火）9:00～12:00 県内の主要道路沿線）
６ 四国８の字ネットワーク整備・利用促進を考える会による提言活動
（9/11（水）ＰＭ 国土交通省ほか）

７ 被災建築物応急危険度判定講習会

（9/12（木）13:00～ ポリテクセンター高知）

８ 高知県建設業協会高知支部との土木技術懇談会
（9/12（木）15:30～17:00 未定）

９ 外国客船「アマザラ・クエスト」高知新港初寄港
（9/13（金）13:00 入港～20:00 出港）
10 高知県優良建設工事施工者表彰
（9/13（金）15:20～16:30 正庁ホール）
11 維持管理エキスパート研修
（9/25（水）橋梁分野（初級）高知県建設技術公社）
（9/26（木）トンネル分野（初級）高知県建設技術公社）
（9/27（金）法面・擁壁分野（初級）高知県建設技術公社）
12 日本客船「飛鳥Ⅱ」高知新港寄港
（9/30（月）9:00 入港～16:00 出港）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

会計管理局 １ 会計検査

（9/3（火）工業技術センター）

（9/5（木）、9/6（金）大阪事務所）

（9/9（月）高知工業高校）

（9/10（火）、9/11（水）名古屋事務所）

（9/17（火）東部教育事務所）

（9/18（水）中央東林業事務所）

（9/26（木）中村高等技術学校）

（9/27（金）幡多県税事務所）

２ 銀行検査

（9/3（火）四国銀行上町支店、四国銀行木屋橋支店）

（9/5（木）四国銀行朝倉支店、四国銀行朝倉南支店）

（9/10（火）四国銀行須崎支店、四国銀行須崎東支店）

（9/18（水）四国銀行高知市役所支店）

３ 入札事務研修

（9/5（木）10:00～11:30 正庁ホール）

24/28



各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

公営企業局 １ 令和元年度障害者を対象とした高知県職員（県立病院）採用選考試験募集

（8/13（火）～9/19（木））

２ 高知県立病院群総合医・家庭医養成後期研修プログラム運営研修管理委

員会

（9/1（日）12:00～13:00 高知大学医学部レジデントハウス）
３ 会計事務検査
（9/3（火）、9/4（水）あき総合病院）

４ 公営水力発電設備の巡視の在り方検討ＷＧ
（9/5（木）13:30～15:30 東京都）

５ 第51回幡多ふれあい医療公開講座
（9/8（日）13:30～16:00 大方あかつき館）

６ 公営電気事業経営者会議 技術講習会
（9/11（水）10:20～17:00 都道府県会館）

７ 公営電気事業経営者会議 技術専門委員会
（9/19（木）14:00～17:00 東京都飯田橋庁舎）
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）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

教育委員会 １ 若者はばたけプログラム活用研修会
（9/4（水）10:30～17:00 高知青少年の家）
２ 第３回地域コーディネーター研修会
（9/5（木）13:00～16:20 安田町文化センター）
３ 第２回高知県総合教育会議
（9/5（木）15:00～17:00 高知サンライズホテル）
４ 高知県地域学校協働活動研修会
（9/6（金）13:00～16:30 いの町総合保健福祉センター）
５ 第２回高知県人権教育推進協議会
（9/6（金）14:00～16:00 人権啓発センター）
６ 現職教員等特別選考審査
（9/7 （土） 9:00～10:30 高知県教育センター）
（9/14（土）13:30～15:30 大阪府教育会館たかつガーデン）
（9/15（日）13:30～14:00 東京交通会館）
７ 自閉症・情緒障害特別支援学級実践研究集会
（9/10（火）13:30～16:30 黒潮町保健福祉センター）
（9/19（木）13:30～16:30 教育センター）
（9/27（金）13:30～16:30 安田町文化センター）
８ 「世界津波の日」2019高校生サミットin北海道
（9/10（火）、9/11（水）北海道立総合体育センター「北海きたえーる」）
９ 夜間中学体験学校
（9/10（火）18:00～20:00 梼原町立図書館）
（9/13（金）18:00～20:00 本山町プラチナセンター）
10 第３回旧陸軍歩兵第44連隊跡地保存活用検討会
（9/11（水）10:00～12:00 オーテピア高知図書館 ４階ホール）
11 教員採用候補者名簿登載者発表（第１回）
（9/27（金））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

警察本部 １ 高齢者交通事故防止キャンペーン開始式及び１万人訪問活動
（9/2（月）10:00～11:00 県警察本部）
２ こころとからだの健康づくりセミナー
(1)平成７年度採用者対象
（9/3（火）13:00～17:15 県警察本部）
(2)平成14年度採用者対象
（9/4（水）10:15～15:30 県警察本部）
(3)平成28年度採用者対象
（9/5（木）13:00～17:15 県警察本部）
３ スキルアップセミナー
（9/6（金）13:30～15:00 県警察本部）

４ 高知県タウンポリス連絡協議会総会
（9/12（木）13:30～15:30 県警察本部）

５ 秋の全国交通安全運動
(1)運動期間
（9/21（土）～9/30（月））
(2)出発式・啓発パレード
（9/20（金）10:00～ 県庁等）
６ 第11回無事故無違反ドライバーズコンテスト「セーフティロード103」
(1)運動期間
（9/20（金）～12/31（火））
(2)出発式
（9/20（金）10:00～ 県警察本部）
７ 第29回交通安全ひろば
（9/21（土）10:00～15:00 高知市中央公園）
８ 第73期短期初任科卒業式
（9/27（金）10:00～ 県警察学校）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ９月の主要な取り組み予定

産業振興センター １ よろず支援拠点ウェブ文章の書き方入門セミナー
（9/2（月）13:30～15:00 ぢばさんセンター）
２ モノづくり受発注広域商談第３回担当者会議
（9/3（火）13:30～16:00 クリエイション・コア東大阪)
３ 本当に伝えたいことを伝えるための撮影術セミナー
（9/3（火）13:30～16:30 ぢばさんセンター）
４ 第５回高知家ミニ展示商談会（インテリアライフスタイル関連製品）
（9/6（金）10:00～16:00 世界貿易センタービル）
５ 【見本市】フードファクトリー2019
（9/11（水）～9/13（金） 東京ビッグサイト）
６ ネットショップ「売上・収益アップ」実践セミナー
（9/17（火）10:00～16:30 ぢばさんセンター）
７ 働き方改革推進セミナー「労働時間管理の見直し方法」・個別相談会
（経営者協会委託セミナー）
（9/17（火）14:30～17:00 高知会館）
８ 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
（9/18（水）13:30～15:00 ぢばさんセンター）
９ 高知県事業承継ネットワーク令和元年度第２回担当者会
（9/18（水）14:30～16:00 高知商工会館）
10 よろず支援拠点無料で始めるホームページセミナー
（9/25（水）13:30～15:30 ぢばさんセンター）
11 【見本市】第46回国際福祉機器展H.C.R2019
（9/25（水）～9/27（金）東京ビッグサイト）

12 １日で学べるよくわかる中小会計入門セミナー
（9/26（木）9:30～16:00 ぢばさんセンター）
13 第６回事業戦略支援会議
（9/26（木）13:30～ ぢばさんセンター）
14 モノづくり受発注広域商談会
（9/26（木）大阪）
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