各部局等の主要な取り組み
部局名
総務部

１月の主要な取り組み予定
１ 仕事始め式
（1/6（月）9:00～9:30 正庁ホール）
２ 令和元年度定期健康診断追加実施
（1/6（月）13:00～15:00
1/7（火）13:00～15:00 正庁ホール）
３ 県有財産売払一般競争入札の現地説明会
（1/8（水）
、1/9（木）
）
４ 令和元年度第１回特別職報酬等審議会
（1/8（水）15:00～17:00 第二応接室）
５ 令和元年度 自衛消防研修会
（1/10（金）9:30～12:00、13:30～16:00 高知共済会館）
６ 選挙出前授業
（1/10（金）19:50～21:00 高岡高校
1/21（火）14:30～15:20 高知東高校
1/28（火）15:25～16:15 宿毛高校
1/30（木）13:20～14:45 高知若草特別支援学校）
７ 令和２年度当初予算編成
（1/13（月）～1/15（水）総務部長協議）
（1/24（金）～1/30（木）知事査定）
８ 令和元年度 県有財産売払一般競争入札（期間入札）
（1/14（火）～1/24（金）総務部管財課）
９ 第 78 回高知県安全衛生委員会
（1/16（木）9:30～12:00 正庁ホール）
10 キャリアチャレンジ（庁外派遣）説明会
（1/17（金）13:30～15:40 職員能力開発センター）
11 令和元年度第８回行政不服審査会
（1/23（木）10:00～12:00 高知会館）
12 若者と議員の座談会
（1/26（日）14:00～16:30 正庁ホール）
13 公益法人を対象とする研修会
（1/29（水）13:00～15:00 正庁ホール）
14 令和元年度退職予定者説明会（高知地区）
（1/30（木）15:00～17:00 正庁ホール）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
東京事務所

１月の主要な取り組み予定
１ 産業振興センター東京営業本部及び移住促進・人材確保センター東京オフィ
ス共同事務所移転セレモニー
（1/8（水）13:00～ 内幸町ダイビル）
２ 高知ファンコミュニティ交流会（移住関係）
（1/15（水）18:00～20:00 都内）
３ 土佐二十日会 定例会
（1/20（月）18:00～21:00 土佐料理祢保希赤坂店）
４ JOIN 移住・交流＆地域おこしフェア 2019
（1/26（日）東京ビッグサイト）
５ 東京オリンピック・パラリンピック選手村関係者内覧会
（1/30（木）10:30～12:00 中央区晴海）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
危機管理部

１月の主要な取り組み予定
１ 消防出初式
・黒潮町他（1/ 5（日）8:30～16:00 佐賀庁舎前グラウンド他）
・嶺北広域（1/10（金）11:00～12:00 吉野クライミングセンター）
・室戸市（1/11（土）10:00～12:00 神ノ前防災公園）
・中芸広域他（1/12（日）9:30～16:00 中芸広域連合消防本部他）
２ 高知大学防災推進センターシンポジウム
（1/11（土）13:00～15:45 高知大学）
３ 防災シンポジウム in 高知
（1/11（土）13:30～16:30 高知会館）
４ 第２回一般の避難所における要配慮者の受入・支援に関する検討会
（1/14（火）9:30～11:30 高知城ホール）
５ 令和元年度第４回高知空港保安委員会
（1/14（火）14:00～15:00 高知空港事務所）
６ 令和元年度全国消防長会四国支部警防事務担当者会議
（1/16（木）13:30～16:30 総合あんしんセンター）
７ 令和元年度中央圏域（中央西管内）広域避難訓練
（1/17（金）13:30～16:00 伊野合同庁舎）
８ 南海トラフ地震に備えよう！啓発ポスター・標語コンクール表彰式
（1/18（土）10:00～18:00 イオンモール高知）
９ 高知県自主防災組織人材育成研修
・東部会場（1/18（土）13:00～16:30 安芸市消防・防災センター）
・西部会場（1/25（土）13:00～16:30 四万十市役所）
10 令和２年防衛協力団体新年互礼会
（1/19（日）18:00～20:00 ホテル日航高知旭ロイヤル）
11 令和元年度四国４県消防ブロック会議
（1/20（月）14:00～17:00 香川県高松市内）
12 令和元年度四国４県消防主管課長会議
（1/21（火）9:30～11:30 香川県庁）
13 令和元年度第 9 回地域本部連絡会議
（1/27（月）15:00～17:00 防災作戦室）
14 メキシコ・ゲレロ州防災大臣等来庁
（1/28（火）9:30～12:00 防災作戦室）
15 令和元年度幡多圏域広域避難訓練
（1/29（水）PM 中村合同庁舎）
16 令和元年度四国防災トップセミナー
（1/30（木）14:30～17:20 高松シンボルタワー）
17 令和元年度都道府県消防防災・危機管理部局長会第２回幹事会
（1/31（金）14:00～16:30 茨城県庁）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
健康政策部

１月の主要な取り組み予定
１ 県庁献血
（1/9（木）9:30～11:30、12:45～16:30 県庁正面玄関）
２ 医師を対象とした災害医療研修会
セクション６‐医療救護施設の運営について
（1/11（土）15:00～18:00 総合あんしんセンター）
３ はたちの献血イベント～愛のバトンリレー
（1/13（月）11:00～17:00 イオンモール高知）
４ 動物慰霊祭
（1/17（金）15:00～16:00 中村小動物管理センター）
５ 犬のしつけ方教室・譲渡見学会
（1/19（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）
６ 震災対策訓練（図上訓練）
（1/19（日）13:00～17:00 正庁ホール、防災作戦室）
７ 広域火葬研修会
（1/24（金）10:00～12:00 高知会館）
８ 犬・猫の飼い方講習会・譲渡見学会
（1/26（日）9:30～11:30 県民文化ホール、
13:00～14:00 中央小動物管理センター）
９ 医師を対象とした災害医療研修会
セクション６‐医療救護所の運営について
（1/26（日）13:00～16:00 すこやかセンター伊野）
10 令和２年度自治医科大学医学部第一次入学試験
・学力試験（1/27（月）9:00～14:10 高知共済会館）
・面接試験（1/28（火）10:10～16:00 高知共済会館）
※出願手続期間：1/6（月）～1/22（水）
※合格発表：1/31（金）13:00
11 医師を対象とした災害医療研修会
セクション４‐災害時の疾患への対処について
（1/28（火）19:00～21:00 四万十市健康管理センター）
12 特定保健指導従事者育成研修会（経験者編Ⅱ）
（1/29（水）10:00～16:10 オーテピア）
13 第２回高知県食の安全・安心推進審議会
（1/29（水）14:00～16:30 衛生環境研究所）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
地域福祉部

１月の主要な取り組み予定
１ 令和元年度高知県高齢者・障害者虐待防止・権利擁護研修
（1/8（水）10:00～16:30 ふくし交流プラザ）
２ 令和元年度少子化の現状と対策についての市町村勉強会
（1/8（水）14:00～16:00 オーテピア）
３ ペアレントメンター個別相談
（1/9（木）9:30～10:30、11:00～12:00 療育福祉センター）
４ 高知県少子化対策推進県民会議令和元年度第２回部会
・子育て支援部会
（1/9（木）10:00～12:00 オーテピア）
・広報啓発部会
（1/14（火）15:00～17:00 高知会館）
・ワーク・ライフ・バランス推進部会
（1/15（水）13:30～15:30 高知共済会館）
・結婚支援部会
（1/23（木）15:00～17:00 県民文化ホール）
５ フレイルサポーター養成講座
（1/9（木）10:00～15:30、1/10（金）9:00～14:30
池川コミュニティーセンター）
６ 生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）スキルアップ研修
（1/9（木）10:00～16:30 ふくし交流プラザ）
７ 令和元年度第 2 回高知県少子化対策推進本部会議
（1/14（火）10:00～11:30 第二応接室）
８ 児童養護施設等ＢＣＰ策定講座
（1/15（水）
、1/31（金）13:00～17:00 愛仁園）
９ 令和元年度市町村児童福祉等主管課長会議
（1/16（木）13:20～16:20 高知県自治会館）
10 「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
（1/16（木）17:30～19:30 香美市立中央公民館）
（1/22（水）
、1/23（木）13:00～19:00 室戸市保健福祉センターやすらぎ）
（1/26（日）10:00～17:00 土佐市立高岡市民館）
・ヘアメイク、写真撮影付き登録閲覧会
（1/19（日）10:00～17:00 四万十市立文化センター）
11 子ども食堂開設に向けた検討会
（1/16(木）須崎市 詳細未定）
12 子ども食堂スタッフ研修
（1/17（金）13:00～15:40 ふくし交流プラザ）
13 令和元年度薬剤師認知症対応力向上研修会
（1/19（日）13:30～16:30 高新文化ホール）
14 令和元年度依存症相談支援フォローアップ研修会
（1/21（火）9:30～16:30 保健衛生総合庁舎会議室）

→次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
地域福祉部
（続き）

１月の主要な取り組み予定
15 高知県介護事業所認証評価セミナー
（1/22（水）10:00～16:30 ふくし交流プラザ）
16 スピリットアート（第 23 回高知県障害者美術展）
（1/23（木）～2/2（日）9:00～17:00（初日のみ 9:30～）県立美術館）
・開会式
（1/23（木）9:30～）
・表彰式
（1/31（金）13:30～16:00）
17 令和元年度高知県医療的ケア児等コーディネーター養成研修
（1/23（木）9:00～17:00、1/24（金）8:45～16:45 高知県看護協会）
18 マッチングサポーター養成研修
（1/28（火）15:10～16:30 ちより街テラス）
19 令和元年度高知県相談支援従事者「初任者」研修
（1/29（水）～1/30（木）9:30～17:00 ふくし交流プラザ）
20 令和元年度高知県災害時の心のケア活動研修会
（1/29（水）14:30～16:30 こうち男女共同参画センターソーレ）
21 令和元年度思春期精神保健支援者講演会
（1/31（金）13:30～16:30 高知会館）

6/27

各部局等の主要な取り組み
部局名
文化生活
スポーツ部

１月の主要な取り組み予定
１「高知まんがＢＡＳＥ」管理運営委託業務プロポーザル説明会
（1/7（火）13:30～15:30 旧県立図書館）
２ 第５回高知県犯罪被害者等支援条例検討委員会
（1/7（火）13:30～15:30 人権啓発センター）
３ 年始の交通安全運動街頭啓発
（1/8（水）7:30～8:20 附属小学校前交差点）
４ 第２回世界まんがセンバツ予選審査会
（1/9（木）13:00～17:00 正庁ホール）
５ 安全安心まちづくり功労団体等表彰審査会
（1/9（木）14:00～16:00 県民文化ホール）
６ 2020 セレッソ大阪 U-23 春季キャンプ
（1/13（火）～1/17（金）春野総合運動公園）
７ アルビレックス新潟春季キャンプ
（1/15（水）～2/15（土）春野総合運動公園）
８ 第３回高知県スポーツ振興推進本部会議
（1/16（木）10:00～12:00 第二応接室）
９ フィリピンベンゲット州農業実習生帰国前部長表敬
（1/17（金）10:30～11:00 高知共済会館）
10 ミクロネシア連邦チューク州訪問団派遣
（1/17（金）～1/22（水）ミクロネシア連邦チューク州）
11 県民交通安全の日街頭啓発
（1/20（月）7:30～8:20 県庁前交差点）
12 第２回こうち男女共同参画会議
（1/22（水）10:00～12:00 共済会館）
13 第５回まんが王国・土佐推進協議会事業推進部会
（1/22（水）18:30～20:00 地下第４会議室）
14 第３回高知県スポーツ振興県民会議
・地域スポーツ推進部会
（1/23（木）9:30～11:30 人権啓発センター）
・競技力向上部会
（1/24（金）9:30～12:00 人権啓発センター）
15 第 17 回暴力追放総決起大会
（1/24（金）13:30～14:30 かるぽーと）
16 こうち企業合同交流運動会 2020
（1/25（土）9:30～13:00 春野総合運動公園）
17 芸術祭（KAP）報告会／人材育成プログラム・アートマネジメント講座
（1/26（日）10:00～16:00 高知ぢばさんセンター）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
文化生活
スポーツ部
（続き）

１月の主要な取り組み予定
18 令和元年度人権啓発研修 第３回ハートフルセミナー
映画「道草」上映会及び宍戸 大裕 監督 講演会
（1/26（日）13:30～16:00 人権啓発センター）
19 第 39 回安全運転管理者専任事業所事業主大会
（1/28（火）14:00～15:10 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
産業振興推進部

１月の主要な取り組み予定
１ 一般社団法人高知県移住促進・人材確保センター東京オフィス（公益財団法
人高知県産業振興センター東京営業本部と合同事務所）の移転・拡張のお披
露目
（1/8（水）13:00～13:30 内幸町ダイビル（東京都）
）
２ 中国向け越境ＥＣセミナー・個別相談会
（1/16（木）13:00～17:30 アイテムえひめ（愛媛県）
）
（1/17（金）13:00～17:30 サン・イレブン高松（香川県）
）
３ 食のプラットホーム勉強会
（1/17（金）14:00～16:00 高知会館）
４ 高知家のうまいもの大賞 2020 展示販売会
（1/18（土）
、19（日）10:00～17:00 とさのさとアグリコレット）
５ 高知家のうまいもの大賞 2020 受賞商品表彰式
（1/18（土）11:00～ とさのさとアグリコレット）
６ アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）セミナー
（1/20（月）13:00～14:10 ザ クラウンパレス新阪急高知）
７ 食品表示研修 一括表示作成コース第２回
（1/22（水）13:30～17:00 高知城ホール）
８ 第４回産業振興推進本部会議
（1/23（木）13:00～17:00 第二応接室）
９ 旭食品フーデム 2020「高知家のうまいもの大賞 2020」受賞商品ＰＲ
（1/23（木）
、1/24（金）神戸国際展示場（兵庫県）
）
10 ＵＩターン転職個別相談会
（1/25（土）10:00～16:00 名古屋駅付近（愛知県）
）
（1/25（土）10:00～17:00 淀屋橋付近（大阪府）
）
11 JOIN 移住・交流＆地域おこしフェア
（1/26（日）10:00～17:00 東京ビッグサイト（東京都）
）
12 高知県貿易協会新春講演会・賀詞交流会
（1/31（金）15:00～19:30 三翠園）
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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）

１月の主要な取り組み予定
１ こうちスタートアップパーク
○ＫＳＰトレーニング－アイデア編
（1/11（土）13:00～16:00 ココプラ）
（1/12（日）13:00～16:00 四万十市立文化センター）
○スタートサロン⑨
人を巻き込むリーダーシップと組織論
（1/19（日）13:00～16:00 ココプラ）
○ステップアッププログラム
・第６期 Day1
（1/26（日）13:00～17:00 ココプラ）
○総合相談会
（1/31（金）13:00～16:00 ココプラ）
２ ローカルベンチャー創出プログラム
○トサベン
・トサベン合宿
（1/11（土）～1/13（月・祝）高知県内）
○TOSAPITCH Vol3
（1/19（日）13:00～17:00 東京都）
３ 高知ハッカソン 2020『テーマ「観光」
「防災」
』
～高知の観光と防災を、安心・快適にアップデート！～
（1/12（日）9:30～20:30、1/13（月・祝）8:30～17:00 ココプラ）
４ 土佐ＭＢＡ【実科】
〇目指せ！弥太郎 商人塾
・第５回「組織マネジメントと販売拡大手法」
（1/15（水）13:00～17:00、1/16（木）9:00～17:00、1/17（金）9:00～17:00

ココプラ）
〇事業戦略フォローアップ講座
・第３回「この事業戦略は筋がえい！」
（1/17（金）10:30～20:15 ココプラ）
（1/18（土）10:30～16:15 ちより街テラス）
〇エグゼクティブコース
・第６回『
「強者の戦略」と「弱者の戦略」で自社の戦略を見直す』/修了式
（1/23（木）9:30～17:30 ココプラ）
５ シーズ・研究内容紹介
・⑭高知県立大学
「地域の連携・協働による生活習慣病の重症化予防～働きざかりの健康を守
るために～」
（1/15（水）18:30～20:00 ココプラ）
６ 土佐ＭＢＡ【本科】
〇特別セミナー/ビジネストレンドセミナー
・第５講「Society5.0～AI の現状と未来～」
（1/17（金）14:00～16:00 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）

１月の主要な取り組み予定
１ 高知フェア
（1/16（木）～3/15（日）円頓寺商店街＆四間道エリア飲食店 32 店舗
（愛知県）
）
２ 令和２年度中部高知県人会定期総会
（1/25（土）ローズコートホテル（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）

１月の主要な取り組み予定
１ 高知フェア
（R1.11/18（月）～1/19（日）
ヴィレッジヴァンガードプレース「指宿×四万十フェア」
（東京都）
）
（R1.12/3（火）～1/8（水）Olympic 下丸子店（東京都）
）
（1/9（木）～1/30（木）Olympic 平塚店（神奈川県）
）
２ 年末年始 舞浜オールスタービュッフェ（土佐・四万十）
（R1.12/28（土）～ 1/4（土）東京ベイ舞浜ホテル(千葉県)）
３ 第８回諸国うまいもの会
（1/14（火）～1/20（月）そごう川口店（埼玉県）
）
４ 加藤産業株式会社第 44 回 2020 春＆夏の新製品発表会
（1/16（木）
、1/17（金）神戸国際展示場(兵庫県)）
５ 日本アクセス春季フードコンベンション 2020
（1/16（木）
、1/17（金）インテックス大阪（大阪府）
）
６ 伊藤忠食品展示会「東海 FOODWAVE2020」
（1/22（水）
、1/23（木）ポートメッセなごや（愛知県）
）
７ 国分グループ春夏商品発掘展示会
（1/23（木）名古屋東急ホテル（愛知県）
）
８ 旭食品フーデム 2020
（1/23（木）
、1/24（金）神戸国際展示場（兵庫県）
）
９ 全日空×まるごと高知プレゼントキャンペーン
（1/23（木）～3/22（日））
10 日本アクセス中部エリア 2020 年春季展示商談会
（1/29（水）ポートメッセなごや（愛知県）
）
11 2020 年度サンエー21 春夏展示会（ヤマエ久野）
（1/29（水）福岡国際センター（福岡県）
）
12 日本アクセス中四国エリア 2020 年春季展示会
（1/30（木）コンベックス岡山（岡山県）
）
13 サントリー ザ・プレミアム・フェス
（1/30（木）
、1/31（金）リーガロイヤルホテル大阪（大阪府）
）
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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）

１月の主要な取り組み予定
１ 京都橘大学 Ｕ・Ｉターン就職フェア in TACHIBANA
（1/9（木）14:00～17:20 京都橘大学学生会館（京都府）
）
２ 京都産業大学 地元就職合同相談会
（1/15（水）14:30～16:35 京都産業大学 神山ホール（京都府）
）
３ 旭食品フーデム 2020
（1/23（木）
、1/24（金）神戸国際展示場（兵庫県）
）
４ 関西外国語大学 Ｕ・Ｉ・Ｊターン就職セミナー
（1/29（水）13:00～16:00 関西外国語大学中宮キャンパス（大阪府）
）
５ サントリー ザ・プレミアム・フェス
（1/30（木）
、1/31（金）11:00～17:00 リーガロイヤルホテル大阪（大阪府）
）
６ 関西学院大学 Ｕ・Ｉターンセミナー
（1/31（金）11:30～16:30 関西学院大学大阪梅田キャンパス（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

１月の主要な取り組み予定
１ 鳥獣被害対策出前授業
（1/9（木）8:50～12:00 農業大学校）
２ よさこいジビエフェア 2020
（1/15（水）～3/13（金） 県内参加 51 店）
３ 親子野鳥ふれあい教室
（1/19（日）10:00～12:00 高知市みどりの広場）
４ バス・トラック・タクシー事業者交流会
（1/21（火）10:00～12:00 ちより街テラス）
５ 第６回高知龍馬空港・航空ネットワーク成長戦略検討会議
（1/22（水）10:00～11:30 オーテピア）
６ 狩猟免許試験
（1/25（土）10:00～ わな猟 ふくし交流プラザ）
（1/26（日）10:00～ 銃猟 ふくし交流プラザ）
７ 移住・交流＆地域おこしフェア 2020
（1/26（日）10:00～17:00 東京ビッグサイト）
８ 特定地域づくり事業説明会
（1/29（水）13:30～16:30 高知県自治会館）

14/27

各部局等の主要な取り組み
部局名
商工労働部

１月の主要な取り組み予定
１ 高知商工会議所 新年祝賀会
（1/6（月）17:00～19:00 高知商工会館）
２ ジョブカフェこうち出張相談会 in イオンモール高知
（1/7（火）13:00～16:00 イオンモール高知イオンホール）
３ おはようこうち（高知放送）取材
※1/19（日）放送 タイトル：
「デジタル技術を生かした産業振興」
（1/7（火）13:00～17:00 四万十町）
４ 令和元年度 高知県・高知労働局一体的実施事業運営協議会
（1/9（木）13:30～14:30 オーテピア）
５ 令和元年度 第２回高知県雇用対策協定運営協議会
（1/9（木）14:45～16:45 オーテピア）
６ ゲームプログラマー育成講座（第１回）
（1/11（土）11:00～18:00（予定） 高知工科大学 香美キャンパス）
７ ソウルドアウト株式会社デジタルオペレーションセンター開所式、懇談会
（1/14（火）15:00～20:00 中村電気ビル本館６階（四万十市）
）
８ 高知県印刷工業組合 新年会
（1/15（水）18:00～20:00 ホテル南水）
９ 第５回ビジネストレンドセミナー×第 23 回高知県 IoT 推進ラボ研究会
セミナー
（1/17（金）14:00～16:00 高知県立大学・高知工科大学永国寺キャンパス）
10 biz cafe KOCHI（高知県 IT・コンテンツビジネス起業研究会）
（1/17（金）18:30～20:30 EN HOSTEL&LOCAL COMMUNITY）
11 経営革新計画審査会（仮：12 月末確定）
（1/20（月）9:30～11:50 職員能力開発センター201）
12 南海化学社長の知事訪問（新年ご挨拶）
（1/21（火）13:00～13:15 知事室）
13 高知県情報産業協会 互知の会、新年会
（1/21（火）16:30～20:00 三翠園）
14 魅力的な求人ページ制作セミナー
（1/22（水）13:30～16:30 高知県工業技術センター）
15 おしごとカフェ in 四万十
（1/22（水）14:00～16:00 物産館サンリバー四万十）
16 高知太平洋鉱業株式会社布師田出荷センター石灰石安定供給対策工事竣工
式、祝賀会
（1/24（金）10:00～11:00 竣工式 布師田出荷センター
18:00～20:00 祝賀会 ホテル日航高知旭ロイヤル）
17 高知県商工会青年部連合会・女性部連合会組織化 50 周年記念式典
（1/24（金）15:00～19:00 ザ・ミーニッツ）
18 株式会社ヒワサキ創業 70 周年感謝の集い
（1/24（金）18:00～20:00 ホテル日航高知旭ロイヤル）
19 令和元年度 第１回高知県雇用対策本部幹事会
（1/28（火）10:00～11:00 オーテピア）
→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
商工労働部
（続き）

１月の主要な取り組み予定
20 RPA LT(仮)
（1/28（火）18:30～21:00 高知県立大学・高知工科大学永国寺キャンパス）
21 高知県工業会 講演会・新年賀詞交歓会
（1/29（水）17:00～20:30 城西館）
22 令和元年度 第４回大規模小売店舗立地法審議会
（1/30（木）14:00～15:00 高知城ホール）
23 第２回商工業部会
（1/31（金）13:30～16:30 オーテピア）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
観光振興部

１月の主要な取り組み予定
１ 「チームラボ 高知城 光の祭」開催
（R1.11/8（金）～1/13（月・祝）17:30～21:30 高知城・高知公園）
２ 足摺海洋館 冬のイベント・企画展
・
「海洋館イルミネーション装飾」
（R1.12/14（土）～1/5（日）18:00～21:00）
・
「干支のいきもの企画展」
（R1.12/28（土）～1/13（月）9:00～17:00）
・
「もちつき会」
（1/2（木）
、1/3（金）11:30～、13:30～）
３ 邦船寄港（高知市中心市街地）
・
「にっぽん丸」
（1/6（月）8:00 入港～16:00 出港）
４ 台湾観光商談会＠台北・高雄（香川県・高知県連携事業）
（1/14（火）14:00～16:00 リージェント台北 <台北>
1/15（水）14:00～16:00 高雄アンバサダーホテル <高雄>）
５ バリアフリー観光研修会
（1/17（金）10:00～15:30 高知市文化プラザかるぽーと）
６ 中国旅行者四国誘致事業セミナー
（1/19（日）上海日本国総領事館）
７ 令和元年度 第３回 観光案内所ブロック研修会
（1/20（月）13:30～16:30 安田町文化センター）
（1/22（水）13:30～16:30 四万十市役所）
（1/24（金）13:30～16:30 高知共済会館 COMMUNITY SQUARE）
８ 第４回自然・体験型観光キャンペーン実行委員会
（1/21（火）15:00～17:00 高知共済会館 COMMUNITY SQUARE）
９ 防災対策推進セミナー
（1/27（月）13:30～15:30 ホテルなはり）
（1/28（火）13:30～15:30 四万十市役所）
（1/29（水）13:30～15:30 ホテル高砂）
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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

１月の主要な取り組み予定
１ 2020 セレッソ大阪 U-23 春季キャンプ
（1/13（月）～1/17（金）県立春野総合運動公園）
２ 台湾観光商談会＠台北・高雄（香川県・高知県連携事業）
（1/14（火）14:00～16:00 リージェント台北 <台北>
1/15（水）14:00～16:00 高雄アンバサダーホテル <高雄>）
３ 第 12 回高知県の観光と物産展
（1/15（水）～1/20（月）コミュニティプラザパラボ <北海道北見市>）
４ アルビレックス（J２リーグ）新潟春季キャンプ
（1/15（水）～2/15（土）県立春野総合運動公園）
５ こうち旅広場 10 周年イベント
（1/18（土）～2/29（土）8:30～18:00 こうち旅広場）
６ 2020 年南国土佐観光びらき清掃
（1/22（水）9:30～10:15 高知城周辺等）
７ JFC 全国ロケ地フェア 2020
（1/23（木）13:00～20:30 東劇ビル２F <東京都>）
８ パーソナル系・メディア系旅行会社個別セールス
（1/23（木）
、1/24（金）<大阪府>）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
農業振興部

１月の主要な取り組み予定
１ 「GAP 食材を使ったおもてなしコンテスト（内閣官房主催）
」
（高知県立農業
大学校がエントリー）
（R1.12/16（月）～1/15（水）
）
２ ＪＡグループ高知「農政推進の集い・新年賀詞交換会」
・農政推進の集い
（1/7（火）17:00～18:00 ザ クラウンパレス新阪急高知）
・新年賀詞交換会
（1/7（火）18:15～20:00 ザ クラウンパレス新阪急高知）
３ 令和元年度多面的機能発揮推進事業中国四国農政局長表彰式及び意見交換会
（1/10（金）13:30～16:00 中国四国農政局）
４ ６次産業化セミナー開発商品（いっちょういったん）試食宣伝
（1/11（土）11:00～16:00 とさのさと AGRI COLLETTO）
５ 高知県フェア
（1/18（土）10:00～17:00 阪急百貨店（大阪市）
）
６ 担い手育成センターJGAP 認証審査
（1/21（火）9:00～ 農業担い手育成センター）
７ 第４回（令和元年度）高知県酒米品評会表彰式
（1/22（水）13:00～17:00 高知会館）
８ 新・農業人フェア
（1/25（土）10:00～16:30 池袋サンシャインシティ）
９ 第４回高知オーガニックフェスタ
（1/26（日）11:00～15:30 高知市帯屋町アーケード）
10 ６次産業化セミナー実践コース 成果発表会
（1/28（火）13:00～17:00 高知ぢばさんセンター）
11 第 21 回高知県農業担い手サミット in くろしお
（1/28（火）13:30～17:00 ふるさと総合センター（黒潮町）
）
（1/29（水）9:00～12:30 黒潮町）
12 令和元年度第２回高知県食の安全・安心推進審議会
（1/29（水）14:00～16:30 高知県衛生環境研究所）
13 産業振興計画フォローアップ委員会農業部会
（1/30（木）9:30～12:00 高知城ホール）
14 令和２園芸年度「高知県園芸品展示品評会」審査
（1/31（金）13:00～ 高知ぢばさんセンター）
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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

１月の主要な取り組み予定
１ 第５回災害廃棄物処理広域ブロック協議会
（１月中旬予定）
２ 新たな管理型産業廃棄物最終処分場の整備に関する地元説明会
（1/16（木）18:30～ 集落活動センター「加茂の里」
）
（1/19（日）13:30～ 集落活動センター「加茂の里」
）
３ 四国ブロック林業労働力確保支援センター協議会
（1/22（水）13:30～17:00 林業大学校）
４ 高知県リサイクル製品等認定審査会
（1/23（木）13:30～16:00 高知共済会館）
５ 林業関係金融・税制業務担当者西日本ブロック会議
（1/23（木）
、1/24（金） 高知共済会館）
６ 高知県環境審議会
（1/27（月）9:30～12:00 高知城ホール）
７ 高知県木質バイオマスエネルギー利用促進協議会（全体協議会）
（1/27（月）13:30～15:30 ちより街テラス）
８ 環境審議会生活環境部会
（1/27（月）14:00～16:00 衛生環境研究所）
９ 第１回新たな管理型産業廃棄物最終処分場施設整備専門委員会
（1/28（火）午後 エコサイクルセンター）
10 最先端林業技術製品勉強会
（1/29（水）13:30～15:30 県立高知青少年の家）
11 高知県環境影響評価技術審査会
・
（仮称）今ノ山風力発電事業に係る意見聴取
（日程調整中)
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各部局等の主要な取り組み
部局名
水産振興部

１月の主要な取り組み予定
１ 水産物食育事業
（1/18（土）10:45～13:00 馬路小学校）
２ 第 10 回土佐のおさかなまつり
（1/19（日）10:00～15:00 中央公園）
３ 「高知家の魚 応援の店」産地見学会
（1/26（日）
、1/27（月）県西部地域）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
土木部

１月の主要な取り組み予定
１ のいち動物公園「干支展」～知っちゅう？のいちのネズミたち～
（R1.12/14（土）～1/13（月・祝）高知県立のいち動物公園）
２ のいち動物公園のお正月
（1/2（木）
、1/3（金）高知県立のいち動物公園）
３ 日本客船「にっぽん丸」高知新港寄港
（1/6（月）8:00 入港～16:00 出港）
４ 高知県居住支援協議会セミナー及び意見交換会
（1/10（金）13:30～16:00 高知城ホール）
５ 国道 33 号橘中津トンネル開通式
（1/25（土）11:00～ 愛媛県上浮穴郡久万高原町役場柳谷支所ほか）
６ 四国地方公共工事品質確保推進協議会
（1/30（木）13:10～14:10 高松サンポート合同庁舎）
７ 四国防災トップセミナー
（1/30（木）14:30～17:20 かがわ国際会議場）
８ 高知から発信する下水道の未来第３回シンポジウム
（1/30（木）
、1/31（金）総合あんしんセンターほか）
９ 高知県耐震改修技術学校
（１月下旬 宿毛市内会場（調整中）
）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
会計管理局

１月の主要な取り組み予定

１ 会計検査
（1/9（木）精神保健福祉センター）
（1/10（金）中部教育事務所）
（1/16（木）水産試験場）
（1/21（火）高知高等技術学校）
（1/22（水）教育センター）
（1/23（木）須崎警察署）
（1/27（月）
、1/28（火）高知土木事務所）
（1/29（水）春野高等学校）
２ 銀行検査
（1/20（月）四国銀行県庁支店）
３ 現金出納検査
（1/31（金）予定）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
公営企業局

１月の主要な取り組み予定
１ 第 14 回高知県立病院経営健全化推進委員会
（1/16（木）18:30～20:30 高知共済会館）
２ 四国４県工業用水道被災時の相互応援実務者研修会
（1/23（木）
、1/24（金）愛媛県）
３ 四国４県工業用水道被災時の相互応援情報伝達訓練
（1/31（金）
）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
教育委員会

１月の主要な取り組み予定
１ 2020 こうち総文
・プレ大会器楽・管弦楽部門
（1/5（日）高知市文化プラザかるぽーと）
・開催 200 日前 PR イベント
（1/11（土）10:00～15:00 イオンモール高知）
（1/12（日）10:00～15:00 むろと廃校水族館）
（1/13（月・祝）10:00～15:00 フジグラン四万十）
２ 令和元年度高等学校産業教育生徒研究発表会
（1/11（土）9:30～15:15 高知工科大学永国寺キャンパス）
３ 令和元年度高知県社会教育実践交流会
（1/18（土）10:00～16:30 高知県立大学池キャンパス）
４ 第６回学校組織の在り方検討委員会
（1/20（月）13:30～16:30 高知城歴史博物館）
５ 令和元年度産業教育学科主任会
（1/22（水）9:30～12:00 教育センター）
６ がん教育推進研修会
（1/23（木）13:30～16:30 高知会館）
７ 第２回高知県実践的防災教育推進事業推進委員会
（1/23（木）14:00～16:30 高知県立文学館 文学館ホール）
８ 令和元年度県立学校長事業等説明会
（1/24（金）13:30～17:00 教育センター）
９ 運動部活動指導力向上研修会
（1/24（金）14:30～16:30 サンピアセリーズ）
10 第３回高知県いじめ問題対策連絡協議会
（1/30（木）13:00～15:00 三翠園）
11 令和元年度高知県市町村人権教育・啓発担当者連絡協議会
（1/31（金）13:00～16:00 高知県立高知青少年の家）
12 令和元年度第２回高知県産業教育審議会
（1/31（金）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
警察本部

１月の主要な取り組み予定
１ 年始行事
（1/6（月）11:00～ 県警察本部）
２ 年末年始の交通安全運動
（1/8（水）～1/17（金）
）
３ 「110 番の日」広報啓発活動
（1/10（金）9:00～12:00 県警察本部）
４ 令和２年高知県警察年頭視閲式
（1/17（金）10:30～12:00 城西公園グラウンド）
５ 令和元年度高知県警察拳銃射撃競技大会
（1/24（金）9:00～16:00 県警察学校
６ 第 17 回暴力追放高知県市民総決起大会
（1/24（金）13:30～16:00 高知市文化プラザかるぽーと）
７ 中国四国管区広域緊急援助隊合同訓練
（1/28（火）
、1/29（水）徳島県徳島市）
８ 第 87 期初任科卒業式
（1/31（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
産業振興センター

１月の主要な取り組み予定
１ 仕事始め式
（1/6（月）8:30～ ぢばさんセンター）
２ よろず支援拠点セミナー（無料で始めるホームページ）
（1/8（水）13:30～15:30 ぢばさんセンター)
３ 「令和元年度第 34 回地場産業大賞」審査委員会（一般部門）
（1/10（金）9:10～19:00 オーテピア）
４ 「令和元年度第 34 回地場産業大賞」審査委員会（高校生部門）
（1/11（土）9:00～12:30 高知県立大学永国寺キャンパス）
５ よろず支援拠点セミナー（無料で作るネットショップ）
（1/15（水）13:30～15:30 ぢばさんセンター）
６ よろず支援拠点セミナー（バナー作成ワークショップ）
（1/20（月）13:30～15:00 ぢばさんセンター）
７ 【見本市】第３回国際ベビー＆キッズ EXPO
（1/20（月）～1/22（水）幕張メッセ）
８ 【見本市】第３回国際雑貨 EXPO
（1/20（月）～1/22（水）幕張メッセ）
９ ビジネスを生み出すカスタマージャーニーマップの書き方セミナー
（1/22（水）13:30～16:00 ぢばさんセンター）
10 よろず支援拠点セミナー（パワーアップ！勉強会）
（1/22（水）13:30～16:00 ぢばさんセンター）
11 地場産業大賞記者発表
（1/28（火）14:00～ 県政記者室）
12 【見本市】新機能性材料展 2020
（1/29（水）～1/31（金） 東京ビッグサイト）
13 第 10 回事業戦略支援会議
（1/30（木）13:30～ ぢばさんセンター）
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