
各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

総務部 １ 令和元年度高知県任期付職員採用選考考査（ＩＴビジネス（農業分野））
応募期間 ：1/14（火）～2/5（水）

第二次試験：2/23（日）職員能力開発センター

２ 令和元年度 県有地等売払一般競争入札（期間入札）開札

（2/3（月）10:00～ 本庁地下第３、第４会議室）

３ 令和元年度 退職予定者説明会

・須崎地区（2/3（月）13:30～15:30 須崎総合庁舎）

・幡多地区（2/4（火） 〃 中村合同庁舎）

・安芸地区（2/6（木） 〃 安芸総合庁舎）

４ 選挙出前授業

（2/3（月）18:00～19:00 清水高校）

（2/7（金）13:35～14:25 高知商業高校）

５ 新たな公文書管理制度に関する説明会

（2/3（月）10:30～12:00 公文書館研修室）

（2/4（火）10:30～12:00 公文書館研修室）

（2/5（水）10:30～15:00 安芸総合庁舎会議室）

（2/6（木）10:30～17:00 公文書館研修室）

（2/7（金）10:30～17:00 公文書館研修室）

（2/10（月）10:30～17:00 公文書館研修室）

（2/12（水）10:30～17:00 公文書館研修室）

（2/13（木）10:30～17:00 公文書館研修室）

（2/14（金）10:30～15:00 幡多総合庁舎会議室）

６ 令和元年度 消防訓練

（2/4（火）10:00～11:00 本庁舎）

（2/5（水）10:00～11:00 西庁舎、14:00～15:00 北庁舎）

７ 令和元年度 第５回公文書管理委員会

（2/4（火）14:00～17:00 高知城歴史博物館１Fホール）

８ 令和元年度 第５回高知県総合教育会議

（2/4（火）15:15～17:00 人権啓発センター６Ｆホール）

９ 公益認定等審議会

（2/6（木）9:30～11:30 本庁地下第５会議室）

10 令和元年度第２回特別職報酬等審議会

（2/6（木）15:00～16:00 第二応接室）

11 令和元年度被災地支援に係る高知県任期付職員採用選考考査第二次試験

（2/9（日）職員能力開発センター）

12 市町村税務担当課長会議

（2/10（月）9:30～12:00 正庁ホール）

13 令和元年度第３回債権管理推進部会

（2/10（月）13:00～16:00 本庁地下第３、第４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 ２月の主要な取り組み予定

総務部
（続き）

14 総務・財政担当者会議

（2/10（月）13:00～16:30 正庁ホール）

15 高知家のわかものカフェ

（2/11（火）13:00～16:00 オーテピア高知図書館４階研修室）
16 日本遺産の日PRイベント／日本遺産の日記念シンポジウム
（2/11（火）～2/13（木）有楽町よみうりホール他）

17 職場ドック表彰式・実践報告会

（2/12（水）13:30～16:30 正庁ホール）

18 れんけいこうちビジョン懇談会

（2/13（木）14:00～16:00 自治会館）
19 令和２年度当初予算及び令和元年度２月補正予算の記者発表
（2/14（金）9:00～9:50 第一応接室）
20 第21回高知県・高知市南海トラフ地震対策連携会議

（2/14（金）13:30～15:30 人権啓発センター６Ｆホール）

21 情報セキュリティ委員会
（2/14（金）16:00～17:00 第二応接室）

22 令和元年度第２回税外未収金対策幹事会

（2/18（火）10:00～11:30 本庁地下第３・４会議室）
23 令和元年度第９回行政不服審査会
（2/19（水）10:00～12:00 高知会館）

24 令和元年度第５回税外未収金対策研修会

（2/19（水）13:30～15:30 オーテピア高知図書館４階ホール）
25 第５回行政サービスデジタル化推進会議

（2/21（金）10:00～11:00 第二応接室）

26 第２回高知県「県政運営指針」検証委員会

（2/21（金）13:30～15:30 高知城ホール）

27 令和元年工業統計調査結果（平成30年実績）速報（高知県分）公表

（２月末頃予定：日時等未定）

【参考】

○２月県議会定例会日程

・開会（2/20（木））

・一括質問（2/28（金）、3/3（火）～3/5（木））

・一問一答（3/6（金）、3/10（火））

・常任委員会（3/11（水）～3/18（水））

・閉会（3/23（月））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

東京事務所 １ 令和元年度第２回高知県と公益社団法人経済同友会及び土佐経済同友会との
協働プロジェクト推進委員会
（2/3（月）11:00～12:00 日本工業倶楽部）
２ 「第９回太平洋・島サミット高級実務者会合」レセプション
（2/3（月）18:30～20:00 ロイヤルパークホテル）
３ 北方領土返還要求全国大会
（2/7（金）11:10～13:20 国立劇場）
４ ジョイントミーティング＆高知ファンコミュニティ大交流会
（2/8（土）第一部13:00～15:00、第二部17:00～19:30 港区新橋）
５ 高知家大交流会
（2/8（土）虎ノ門）
６ 首都圏メディア情報交換会
（2/10（月）18:00～20:00 まるごと高知）
７ 第２回「日本遺産推進フォーラム」
（2/12（水）16:00～17:30 自民党本部）
８ 四国４県連携事業中合福島店「第45回四国の物産と観光展」
（2/13（木）～2/18（火）福島市中合百貨店）
９ 馬路村特別村民大交流会
（2/15（土）15:00～19:00 世田谷区池尻）
10 高知家学講座
（2/14（金）19:00～21:00 港区港南「ＣＯ☆ＰＩＴ」）
11 高知県内企業合同インターンシップ
（2/17（月）～2/21（金）インターンシップ参加企業他にて実施）
12 関東幡多の会主催ビジネスマッチング及び移住促進を考える会
（2/21（金）19:00～21:00 まるごと高知）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

危機管理部 １ 消防出初式

・日高村（2/2（日）9:00～12:00 日下小学校）

・梼原町（2/9（日）9:00～11:30 大越町民グラウンド）

２ 令和元年度４県連携自主防災組織交流大会

（2/2（日）9:30～12:00 徳島県立防災センター）

３ 令和２年度の個別計画（避難行動要支援者の個別避難計画）の策定に向けた

首長訪問

（2/3（月）11:00～16:00 四万十町、四万十市）

（2/6（木）9:30～12:00 安芸市、芸西村）

（2/12（水）13:30～16:00 香南市、南国市）

（2/13（木）11:00～14:30 宿毛市、大月町）

（2/14（金）11:00～16:30 土佐市、中土佐町、須崎市）

（2/18（火）10:00～14:00 黒潮町、土佐清水市）

４ 令和元年度高幡圏域広域避難訓練

（2/3（月）13:30～17:00 須崎市総合保健福祉センター）

５ 令和元年度第3回南海トラフ地震対策推進本部幹事会

（2/4（火）13:30～15:05 第二応接室）
６ 令和元年度被災市区町村応援職員確保システムに関する情報伝達・連携訓練
（2/7（金）13:30～16:30 防災作戦室）

７ 高知県幡多地域防災学習会

（2/9（日）13:00～16:30 黒潮町役場)

８ 災害時輸送計画支援システム開発第１回委員会

（2/10（月）10:00～12:00 東京都)

９ 第63回南海トラフ地震対策推進本部会議

（2/12（水）9:00～12:00 第二応接室）

10 令和元年度安芸圏域広域避難訓練

（2/12（水）13:00～15:30 安芸総合庁舎）
11 令和元年度第１回豪雨災害対策推進本部幹事会
（2/12（水）13:30～14:30 防災作戦室）

12 第３回一般の避難所における要配慮者の受入れ・支援に関する検討会

（2/13（木）PM 高知城ホール）

13 令和元年度四国４県危機管理連絡会議

（2/14（金）10:30～12:00 香川県庁）
14 第４回高知県豪雨災害対策推進本部会議
（2/17（月）10:00～12:00 第二応接室）
15 南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト成果報告会
（2/17（月）13:00～17:30 東京都）
16 全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験（第４回）

（2/19（水）11:00～ 県及び各市町村）

17 中国・四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練事後検証会

（2/19（水）14:00～16:00 高知市総合あんしんセンター）

18 令和元年度総合防災拠点物資配送訓練

（2/25（火）13:15～16:45 春野総合運動公園）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

健康政策部 １ 犬のしつけ方教室

（2/2（日）13:30～15:30 中央東福祉保健所）

２ 第２回高知県医療審議会保健医療計画評価推進部会・地域医療構想調整会議

連合会

（2/4（火）18:30～20:30 高知共済会館）

３ 第３回高知県産婦健康診査事業体制整備検討会
（2/4（火）19:00～21:00 第二応接室）
４ 高知県医療安全推進協議会
（2/6（木）10:00～12:00 高知共済会館）
５ 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
（2/6（木）19:00～21:00 総合あんしんセンター）
６ 災害歯科保健医療対策検討会
（2/7（金）19:00～20:30 第二応接室）
７ 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
（2/8（土）14:30～17:30 ＪＡ高知病院）
（2/15（土）15:00～18:00 幡多総合庁舎）
８ 第13回高知県がんフォーラム
（2/9（日）13:00～16:00 高知追手前高等学校）

９ 血管病対策研修会・とさ禁煙サポーターズフォローアップ研修会

（2/11（火）13:00～16:10 高知市文化プラザかるぽーと）

10 第４回高知県医療審議会医療従事者確保推進部会

（2/12（水）18:30～20:30 第二応接室）

11 高知県食育連携推進協議会

（2/13（木）14:00～16:00 衛生環境研究所）

12 新生児聴覚検査連絡協議会
（2/13（木）18:00～19:00 第三応接室）
13 第２回高知県周産期医療協議会
（2/13（木）19:00～20:30 第二応接室）
14 母子保健コーディネーター研修会（現任者）
（2/14（金）10:00～16:00 自治会館）

15 令和元年度准看護師試験

（2/14（金）13:00～16:00 高知県看護協会会館、高知城ホール）

16 動物慰霊祭

（2/14（金）16:00～16:30 中央小動物管理センター）

17 高校生のための薬学セミナー
（2/15（土）14:00～16:00 高知会館）

18 犬・猫の飼い方講習会・譲渡見学会

（2/16（日） 9:30～11:30 オーテピア、

13:00～14:00 中央小動物管理センター）

（2/19（水）13:00～15:00 幡多福祉保健所、

15:00～16:00 中村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 ２月の主要な取り組み予定

健康政策部
（続き）

19 第２回高知県医療審議会

（2/17（月）18:30～20:30 第二応接室）

20 震災対策訓練（保健医療調整本部運営訓練）事後検討会

（2/18（火）18:30～20:30 ３階共有会議室）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

地域福祉部 １ 第２回高知家ノーリフティングフォーラム・介護ロボット高知フォーラム
（2/1（土）9:20～16:10 、2/2（日）9:00～16:40 ふくし交流プラザ)
２ 婚活サポーター養成講座
（2/1（土）10:00～11:30 高知会館）
３ 令和元年度新任民生委員・児童委員（１年目）研修
（2/4（火）13:30～15:40 ふくし交流プラザ）
（2/5（水）13:30～15:40 本山町プラチナセンター）
（2/6（木）13:30～15:40 安芸市総合社会福祉センター）
（2/10（月）13:30～15:40 ふるさと総合センター）
（2/12（水）13:30～15:40 県立紙産業技術センター）
（2/13（木）13:30～15:40 須崎市立市民文化会館）
（2/14（金）13:30～15:40 南国市保健福祉センター）
４ 婚活サポーター感謝状贈呈式及び全体交流会
・感謝状贈呈式
（2/5（水）13:00～13:30 共済会館）
・全体交流会
（2/5（水）13:45～16:00 共済会館）
５ 令和元年度圏域別権利擁護担当者意見交換会
・須崎ブロック
（2/5（水）13:30～16:30 須崎市総合保健福祉センター）
・安芸ブロック
（2/7（金）13:30～16:30 安芸福祉保健所）
・幡多ブロック
（2/14（金）13:30～16:30 黒潮町保健福祉センター）
・中央東ブロック
（2/19（水）13:30～16:30 中央東福祉保健所）
・中央西ブロック
（2/21（金）13:30～16:30 佐川町健康福祉センターかわせみ）
６ 令和元年度高知県サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者更新研修
（2/6（木）、2/20（木）9:00～17:00 ふくし交流プラザ）
７ 高知家の子どもの居場所づくりネットワーク会議
（2/6（木）13:30～16:00 ふくし交流プラザ）
８ 高知市地域子育て支援センター交流会（研修）
（2/6（木）時間、場所未定）
９ 令和元年度発達障害者就労支援セミナー第２弾
（2/7（金）13:30～16:30 こうち男女共同参画センター「ソーレ」）
10 令和元年度第２回ふくし就職フェア
（2/8（土）11:30～16:00 かるぽーと）
11 令和元年度病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会
（2/8（土）15:00～17:00 高知市保健福祉センター）
12 「高知で恋しよ!!マッチング」出張登録閲覧会
・ヘアメイク、写真撮影付き登録会
（2/9（日）10:00～17:00 南国市サザンシティホテル）
・出張登録閲覧会
（2/19（水）、2/20（木）15:00～20:00 宿毛文教センター）
（2/20（木）17:30～19:30 香美市立中央公民館）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

地域福祉部
（続き）

13 ペアレントメンター個別相談
（2/10（月）9:30～10:30、11:00～12:00 療育福祉センター）
14 発達障害支援スーパーバイザー養成研修修了式
（2/10（月）10:00～12:00 療育福祉センター）
15 高知県少子化対策推進県民会議令和元年度第２回総会
（2/10（月）13:45～15:45 高知サンライズホテル）
16 地域住民を守る災害救護救援研修会
（2/11（火）13:30～16:30 安芸市防災センター）
（2/24（月）13:30～16:30 高知市総合あんしんセンター）
17 高知県ひきこもりの人等に対する支援のあり方に関する検討委員会
（2/12（水）18:00～20:00 正庁ホール）
18 第48回高知県オールドパワー文化展
（2/13（木）～2/18（火）9:00～17:00 県立美術館）
・オープニングセレモニー
（2/13（木）10:00～ 県立美術館）
・表彰式
（2/18（火）14:00～ 県立美術館）
19 児童養護施設等ＢＣＰ策定第３回講座
（2/13（木）13:00～17:00 愛仁園）
20 第16回高知県子ども・子育て支援会議
（2/14（金）14:00～16:00 県民文化ホール）
21 令和元年度高知県ＤＰＡＴ研修
（2/15（土）9:30～17:30、2/16（日）9:00～13:00 職員能力開発センター）
22 ひきこもりに関する普及啓発講演会
（2/15（土）13:30～16:30 高知会館）
23 地域包括支援センター職員初級研修Ⅰ②
（2/17（月）13:30～16:30 保健衛生総合庁舎）
24 令和元年度第３回高知家の出会い・結婚・子育て応援団交流会
・中部地区
（2/18（火）14:00～16:00 オーテピア高知図書館）
・西部地区
（2/19（水）14:00～16:00 四万十市役所）
25 令和元年度第３回高知県障害者施策推進協議会
（2/18（火）14:00～16:30 高知城ホール）
26 令和元年度高知県妊産婦メンタルヘルス支援連携体制研修会
・医療職
（2/19（水）19:00～21:00 共済会館）
・保健師等
（2/20（木）10:00～12:00 共済会館）
27 ギルバーグセンター「乳幼児の発達に関する研修会」
（2/21（金）19:00～21:00、2/22（土）17:00～19:00 高知城ホール）
28 令和元年度高知県精神障害者地域移行・地域生活支援関係者研修
（2/22（土）10:00～17:00 高知城ホール）

→次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

地域福祉部
（続き）

29 「こうち出会いサポートセンター」第２回ネイルアドバイス付き見学会
（2/25（火）18:00～19:40 こうち出会いサポートセンター）
30 認知症サポーター養成講座
（2/29（土）10:00～11:30 高知新聞放送会館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

文化生活

スポーツ部

１ アルビレックス新潟春季キャンプ

（1/15（水）～2/14（金）春野総合運動公園）
２ ブラウブリッツ秋田春季キャンプ
（1/30（木）～2/23（日）春野総合運動公園）
３ カマタマーレ讃岐春季キャンプ
（2/1（土）～2/11（火）県立青少年センター）
４ 阪神タイガース春季キャンプ
（2/1（土）～2/26（水）安芸タイガース球場（安芸市営球場））

・阪神タイガース球場歓迎セレモニー

（2/1（土）9:20～ 安芸タイガース球場（安芸市営球場））
５ 埼玉西武ライオンズ春季キャンプ
・Ｂ班
（2/1（土）～3/8（日）春野総合運動公園）

・Ａ班

（2/21（金）～2/23（日）春野総合運動公園）

・埼玉西武ライオンズ球場歓迎セレモニー

（2/1（土）9:05～ 春野総合運動公園）

・埼玉西武ライオンズ居郷社長と副知事との懇談

（2/13（木）13:00～13:20 副知事室）

・埼玉西武ライオンズ2020春季キャンプ歓迎会

（2/13（木）19:00～21:00 土佐御苑）

６ PALM９太平洋・島サミット高級実務者会合

（2/3（月）外務省）

７ 外国人との共生に向けてのセミナー

（2/3（月）高知ぢばさんセンター）

（2/4（火）高知自治会館）

８ カターレ富山春季キャンプ

（2/3（月）～2/23（日）春野総合運動公園）

・カターレ富山歓迎セレモニー

（2/3（月）9:20～ 春野総合運動公園）

９ 日台親善協会賀詞交換会

（2/4（火）18:30～ 城西館）

10 私立高等学校等助成に関する要望

（2/5（水）10:00～10:30 知事室）

11 台北駐大阪経済文化弁事処長知事表敬

（2/5（水）11:30～11:45 第一応接室）

12 「世界まんがセンバツ」ストーリー部門審査会

（2/7（金）14:00～17:00 東京事務所）

13 日中友好協会春節を祝う会

（2/8（土）17:30～ 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 ２月の主要な取り組み予定

文化生活

スポーツ部
（続き）

14 海洋堂ワンダーフェスティバル出展

（2/9（日）10:00～17:00 幕張メッセ）

15 高知短期大学閉学式

（2/9（日）12:30～14:00 永国寺キャンパス）

・高知短期大学閉学レセプション

（2/9（日）15:00～17:30 高知会館）

16 令和元年度人権啓発研修 第４回 ハートフルセミナー
映画「いろとりどりの親子」上映会

（2/9（日）14:00～16:00 人権啓発センター）

17 韓国ハンファイーグルス春季キャンプ

（2/11（火）～2/29（土）※予定 高知市総合運動場）

18 高知龍馬マラソン実行委員会令和元年度第２回総会

（2/12（水）15:00～ 高知会館）

19 「高知まんがＢＡＳＥ」管理運営委託業務プロポーザル審査会

（2/13（木）9:00～12:30 旧県立図書館）

20 安全安心まちづくり推進会議総会

（2/14（金）14:00～16:00 高知会館）

21 高知龍馬マラソン2020

（2/16（日）8:30～17:00 高知市、南国市、土佐市）

22 第２回交通安全推進県民会議幹事会

（2/17（月）14:00～16:00 高知共済会館）

23 韓国経済ミッション団派遣

（2/17（月）～2/19（水） 韓国ソウル・全羅南道）

24 JICA招聘スーダン政府高官部長表敬訪問

（2/19（水）13:00～13:30 第二応接室調整中）
25 県民交通安全の日街頭啓発

（2/20（木）7:30～8:20 県庁前交差点）

26 第３回高知県スポーツ振興県民会議

（2/20（木）15:00～17:00 高知会館）

27 プロ野球プレシーズンマッチ

・埼玉西武ライオンズVS台湾統一ライオンズ

（2/21（金）13:00～ 春野総合運動公園）

・埼玉西武ライオンズVS千葉ロッテマリーンズ

（2/22（土）、2/23（日）13:00～ 春野総合運動公園）

28 JENESYS日韓文化交流基金青年訪問団受入

（2/21（金）～2/24（月）高知県内）

・文化生活スポーツ部長表敬訪問

（2/21（金）14:30～15:00 高知城歴史博物館）

29 人材育成プログラム・アートクリエーション講座

（2/22（土） 13:30～16:30 高知城歴史博物館）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

文化生活

スポーツ部
（続き）

30 人材育成プログラム・アートマネジメント講座

（2/23（日）時間・場所調整中）

31 まんが王国・土佐推進協議会 第２回総会

（2/25（火）13:30～15:00 オーテピア高知図書館）

32 いわてグルージャ盛岡春季キャンプ

（2/25（火）～3/13（金）青少年センター）

33 第２回高知県史編さん基本方針策定準備検討委員会

（2/26（水）時間調整中 高知城歴史博物館）

34 こうちNPOフォーラム2019

（2/29（土）13:00～16:30 高知市南部健康福祉センター）

35 高知県文化芸術振興ビジョン評価委員会（第２回）

（日時・場所調整中）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

産業振興推進部 １ 第２回高知県と公益社団法人経済同友会及び土佐経済同友会との協働プロジ
ェクト推進委員会

（2/3（月）11:00～12:00 日本工業倶楽部（東京））

２ ＨＡＣＣＰ研修補講

（2/5（水）10:00～17:00 高知新聞放送会館）

３ 第２回産業振興計画フォローアップ委員会

（2/7（金）13:30～17:00 高知サンライズホテル）

４ 食のプラットホーム勉強会

（2/7（金）14:00～16:00 高知会館）

５ 高知県ファンコミュニティ大交流会
（2/8（土）第一部 13:00～15:00 「知りたい！から関わりたいへ！地方で

活躍する先輩先駆者と考えるジョイント
ミーティング」

第二部 17:00～19:30 「高知県ファンコミュニティ大交流会」
THE CORE KITCHEN/SPACE（東京都））

６ いいね！地方の暮らしフェア
（2/9（日）10:30～16:00 東京国際フォーラム（東京都））

７ 第54回スーパーマーケット・トレードショー2020

（2/12（水）、2/13（木）10:00～17:00、2/14（金）10:00～16:00

幕張メッセ（千葉県））

８ 第２回地域アクションプランフォローアップ会議
・高知市地域
（2/12（水）13:30～16:00 高知市卸売市場）
・嶺北地域
（2/13（木）9:30～12:00 フォーラム末広）
・物部川地域

（2/13（木）13:30～16:00 香美農林合同庁舎）

・幡多地域

（2/14（金）14:30～17:00 土佐清水市立中央公民館）

・仁淀川地域

（2/17（月）14:00～16:30 土佐市複合文化施設つなーで）

・高幡地域

（2/18（火）13:30～16:00 中土佐町民交流会館）

・安芸地域

（2/19（水）9:30～12:00 安芸総合庁舎）

９ Gulfood 2020

（2/16（日）～2/20（木）ドバイワールドトレードセンター（アラブ首長国連邦））

10 食品表示研修 栄養成分表示作成コース

（2/19（水）13:30～17:00 高知県立大学）

11 ＰＲＰ（一般衛生管理）研修

（2/21（金）10:00～17:00 高知市あんしんセンター）

→次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

産業振興推進部
（続き）

12 COC＋全国シンポジウム「関係人口から考える持続可能な地域社会」

（2/27（木）13:30～17:45、2/28（金）9:00～11:00 三翠園ホテル）

13 継業＆地域MEETING～地域のナリワイや資源と繋がる～

（2/29（土）13:00～16:00 永田町GRiD（東京都））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２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 こうちスタートアップパーク
○ステップアッププログラム 第６期
・STEP２
ユーザーインサイトを掴むためのエスノグラフィ
（2/2（日）13:00～17:00 ココプラ）
・STEP３
プロトタイプ＆テストの実施方法
（2/9（日）13:00～17:00 ココプラ）
・STEP４
ビジネスモデル、収支計画、市場分析のやり方
（2/23（日）13:00～17:00 ココプラ）
○スタートサロン⑩
起業家と家族の関係を考える
（2/16（日）13:00～16:00 ココプラ）
２ ナリワイセミナー番外編（後編）
～わかりやすくてシンプルな稼ぐヒントを探す講座～
（2/3（月）19:00～21:30 ココプラ）
３ シーズ・研究内容紹介
・⑮高知工業高等専門学校
「80年代沖縄における女性作家の活躍」

（2/5（水）18:30～20:00 ココプラ）
４ 起業家教育プログラム
・高知商業高校 第５回
（2/7（金）13:35～15:25 高知商業高等学校）
５ 高知ビジネスデザイン塾
・最終公開プレゼンテーションin高知
（2/7（金）14:00～16:00 ココプラ）
・最終公開プレゼンテーションin東京
（2/14（金）13:00～15:00 株式会社エッジ・オブ（東京都））
６ 土佐ＭＢＡ【実科】
〇目指せ！弥太郎 商人塾
・第６回「ビジョンと人材育成」
（2/12（水）13:00～17:00、2/13（木）、2/14（金）9:00～17:00 ココプラ）
〇事業戦略フォローアップ講座
・第４回「こうしたらもっと良うなる！」
（2/21（金）15:00～17:00 ココプラ）
７ 経営者トーク⑧「私とベトナム」

講師：株式会社土佐電子 代表取締役社長 辻 韶得 氏
（2/14（金）18:30～20:00 ココプラ）

15/33



各部局等の主要な取り組み

部局名 ２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

（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））

（2/6（木）～2/9（日）アピタ桑名店（三重県））

（2/12（水）～2/18（火）名古屋 高知屋（愛知県））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２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））

２ 東京で巡る！アンテナショップスタンプラリー

（1/24（金）～2/24（月）（東京都））

３ 美味しい銀座のグルメウィーク

（2/1（土）～2/29（土））

４ 2020年国分グループ春季展示商談会

（2/4（火）10:30～16:00 帝国ホテル大阪（大阪府））

５ 北陸中央食品2020年春の商談会

（2/5（水）富山産業展示館（富山県））

６ 高知フェア

（2/5（水）～2/25（火）Olympic国立店（東京都））

（2/6（木）～2/9（日）アピタ桑名店（愛知県））

（2/12（水）～2/18（火）しなまつり「高知屋」（愛知県））

（2/21（金）～2/26（水）藤崎百貨店（宮城県））

（2/21（金）～2/27（木）京北スーパー（千葉県））

７ 第54回スーパーマーケット・トレードショー2020

（2/12（水）、2/13（木）10:00～17:00、2/14（金）10:00～16:00

幕張メッセ（千葉県））

８ 三井食品「2020春の新商品発表会＆お悩み解決 簡便・時短・汎用性

メニュー提案会」

（2/19（水）日本橋プラザ（東京都））

９ ＡＪＳ2020年春期商品展示会

（2/20（木）京都パルスプラザ（京都府））

10 2020年春夏 第30回三井食品関西メニュー提案会

（2/20（木）大阪マーチャンダイズ・マート（大阪府））

11 一般社団法人ＡＫＲ共栄会加盟店 高知県産地視察型個別商談会

（2/25（火）13:00～17:15 高知県民文化ホール、2/26（水）産地視察））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

産業振興推進部
（大阪事務所）

１ 京都鉄道博物館「志国高知 幕末維新号」特別展示

（1/28（火）～3/1（日）10:00～17:30 ※休館日除く

京都鉄道博物館（京都府））

２ 高知県東部地域フェスタin天神橋筋商店街

（2/1（土）10:00～18:00、2/2（日）10:00～16:00

天神橋筋商店街２丁目（大阪府））

３ 追手門学院大学 ２月学内合同企業研究会

（2/12（水）13:30～16:20 追手門学院大学茨木総持寺キャンパス（大阪府））

４ 神戸空港開港14周年記念イベント

（2/16（日）10:00～16:00 神戸空港旅客ターミナルビル館内（兵庫県））

５ 第三回鉄道関連企業の合同業界研究会

（2/18（火）13:30～16:30 大阪産業大学東キャンパス 自動車整備センター

（大阪府））

６ 第17回シーフードショー大阪

（2/19（水）10:00～17:00、2/20（木）10:00～16:00 ＡＴＣホール（大阪府））

７ 第３回「堺事件から150年記念式典」

（2/23（日）13:00～15:30 旧皇室勅願寺 本山 妙國寺・宝珠院（大阪府））

８ 四国うまいもの市

（2/26（水）、2/27（木）愛媛県大阪事務所（大阪府））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

中山間振興・交通
部

１ シンポジウム「四国の新幹線を考えるin高知」
（2/1（土）14:00～16:30 かるぽーと）

２ 令和元年度第２回高知県中山間総合対策本部会議
（2/5（水）13:45～15:15 第二応接室）

３ 中山間地域における移動手段確保対策 県外事例視察研修会
（2/6（木）13:00～15:00 愛媛県八幡浜市）

４ くくりわな製作講習会
（2/8（土）13:00～16:00 南国オフィスパークセンター）

５ 高知県集落活動センター連絡協議会第８回総会
（2/10（月）13:00～13:40 サンピアセリーズ）

６ 集落活動センター推進フォーラム
（2/10（月）14:00～17:00 サンピアセリーズ）

７ 四国の地域おこし協力隊等 交流勉強会
（2/12（水）13:30～17:00 高知共済会館）
（2/13（木）9:00～12:00 高知共済会館）

８ 狩猟免許試験
（2/15（土）10:00～ わな猟 須崎市立市民文化会館）

９ 令和元年度市町村中山間対策担当課長等会議
（2/19（水）13:20～17:00 正庁ホール）

10 バス営業所見学ツアー
（2/29（土）13:00～17:00 とさでん交通株式会社）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

商工労働部 １ 地域連絡会議

・嶺北・物部川ブロック（2/4（火）10:00～12:00 香美市商工会）

・高幡ブロック（2/5（水）10:00～12:00 須崎商工会議所）

・仁淀川ブロック（2/6（木）10:00～12:00 土佐合同庁舎）

・高知ブロック（2/7（金）14:00～16:00 ちより街テラス）

・安芸ブロック（2/12（水）14:00～16:00 田野町ふれあいセンター）

・幡多ブロック（2/13（木）13:30～15:30 中村商工会議所）

２ ジョブカフェこうち 高校生のためのブラッシュアップセミナー

・高知会場（2/4（火）13:00～17:00 オーテピア高知図書館）

（2/10（月）13:00～17:00 高知会館）

（2/18（火）13:00～17:00 オーテピア高知図書館）

・四万十会場（2/5（水）13:00～17:00 ＪＡ高知県幡多地区本部会館）

・安芸会場（2/7（金）13:00～17:00 安芸市総合社会福祉センター）

３ 第７回高知県紙産業フォローアップ委員会

（2/4（火）13:30～15:30 紙産業技術センター）

４ 技術講演会「SDGｓと生分解性プラスチックについて」

（2/7（金）13:30～16:00 工業技術センター）

５ 令和元年度高知県雇用対策本部会議

（2/10（月）10:30～11:00 第二応接室）

６ ゲームプログラマー育成講座（第２回）

（2/15（土）11:00～18:00（予定） 場所：未定）

７ デジタルイノベーション2020東京

（2/18（火）、2/19（水）10:00～17:00 ザ・プリンスタワー東京）

８ 第３回高知県経営計画策定等支援連絡会議

（2/18（火）14:00～16:30 高知県工業技術センター）

９ 令和元年度第２回高知県生涯現役促進地域連携協議会総会

（2/18（火）15:00～17:00 高知会館）

10 令和元年度第２回新事業分野開拓者認定審査会

（2/19（水）13:30～15:00 高知共済会館）

11 経営革新計画審査会（仮：１月末確定）

（2/20（木）9:30～10:20 職員能力開発センター201）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

観光振興部 １ 令和元年度高知県観光特使交流会

（2/1（土）16:00～17:45 三翠園）

２ 「2020年南国土佐観光びらき」パーティー

（2/1（土）18:00～20:00 三翠園）

３ 体験プログラム造成支援セミナー

（東部会場：2/3（月）14:00～16:30 県安芸総合庁舎（安芸市）

中部会場：2/4（火） 9:30～12:00 県職員能力開発センター（高知市）

西部会場：2/4（火）14:30～17:00 四万十町役場）

４ 高知県おもてなし県民会議第２回バリアフリー観光推進部会

（2/4（火）15:00～17:00 高知県立県民文化ホール）

５ 四国デスティネーションキャンペーン実行委員会

（2/6（木）13:30～14：30 ホテル椿館（松山市））

６ 台湾ランタンフェスティバルへのよさこいチーム（ほにや）派遣

（2/6（木）～2/10（月）台湾台中市）

７ 第２回高知県おもてなし県民会議

（2/10（月）15:00～17:00 高知会館）

８ 土佐の観光創生塾全体会（成果発表会）

（2/13（木）13:00～16:50 ちより街テラス（高知市））

９ 第２回広域周遊観光促進四国地域連絡調整会議

（2/14（金）13:30～15:30 香川県高松市）

10 2020よさこいで応援プロジェクト実行委員会第12回理事意見交換会

（2/14（金）14:00～16:00 高知県東京事務所（東京））

11 第３回バリアフリー観光研修会

（2/18（火）13:30～17:00 かるぽーと）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

観光コンベンショ
ン協会

１ サッカーＪリーグ 春季キャンプ

・アルビレックス新潟

（1/15（水）～2/14（金）県立春野総合運動公園 陸上競技場）

・ブラウブリッツ秋田

（1/30（木）～2/23（日）県立春野総合運動公園 補助競技場）

・カマタマーレ讃岐

（2/1（土）～2/11（火・祝）県立青少年センター 陸上競技場）

・カターレ富山

（2/3（月）～2/23（日）県立春野総合運動公園 球技場）

・いわてグルージャ盛岡

（2/25（火）～3/13（金）県立青少年センター 陸上競技場）

２ 「志国高知 幕末維新号」特別展示及び各種イベント

（1/28（火）～3/1（日） 京都鉄道博物館（京都府））

３ 2020年南国土佐観光びらきパーティー
（2/1（土）18:00～20：00 三翠園）
４ プロ野球 春季キャンプ

・阪神タイガース２軍

（2/1（土）～2/26（水）安芸タイガース球場（安芸市営球場））

・埼玉西武ライオンズＢ班

（2/1（土）～3/8（日）県立春野総合運動公園野球場他）

・韓国ハンファイーグルス２軍

（2/11（火）～2/29（土）※予定 高知市総合運動場野球場）

・埼玉西武ライオンズＡ班

（2/21（金）～2/23（日）県立春野総合運動公園野球場）

５ 第15回国内観光活性化フォーラムinくまもと
（2/12（水） 熊本城ホール（熊本県））
６ 第４回高知県観光ガイドタクシー認定審査会及び第１回高知県ガイドタクシ
ー認定制度実行委員会
（2/13（木）14:00～16:00 高知交通会館）

７ 第45回 四国の物産と観光展

（2/13（木）～2/18（火）中合福島店（福島県））

８ 高知龍馬マラソン2020

（2/16（日）県立春野総合運動公園ほか）

９ 第３回 高知県インバウンド推進連絡会
（2/18（火）13:30～16:00 龍馬の宿 南水）
10 四国四県観光協会連合第１回会長・理事長会議及び第３回連絡会議
（2/19（水）14：00～17:00 高知会館）

11 令和元年度おもてなし研修
（2/21（金）13:00～15:00 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 ２月の主要な取り組み予定

観光コンベンショ
ン協会
（続き）

12 プロ野球プレシーズンマッチ

・埼玉西武ライオンズ－台湾統一ライオンズ

（2/21（金）13：00～ 県立春野総合運動公園野球場）

・埼玉西武ライオンズ－千葉ロッテマリーンズ

（2/22（土）、2/23（日）13：00～ 県立春野総合運動公園野球場）

13 高知県観光コンベンション協会令和元年度第7回理事会
（2/25（火）14:00～15:30 高知共済会館COMMUNITY SQUARE）
14 第29回国際ＭＩＣＥエキスポ ＩＭＥ2020

（2/26（水）13:30～19:30 東京国際フォーラム（東京都））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

農業振興部 １ 令和２園芸年度「高知県園芸品展示品評会」
（2/1（土）9:00～17:00、2/2（日）9:00～14:00 高知ぢばさんセンター）
２ 第11回高知のやさい・くだもの・花フェスタ
（2/1（土）9:00～17:00、2/2（日）9:00～15:00 高知ぢばさんセンター）

３ 土佐田舎寿司試食宣伝及びマーケティング調査
（2/1（土）10:00～15:30 まるごと高知）

４ 第２回中四国各県農政主管部長会議
（2/3（月）13:00～17:15 岡山県農業共済会館）

５ 関西市場でのトップセールス及び情報交換会
・トップセールス
（2/3（月）16:00～ 阪急百貨店高槻店）
（2/4（火）8:30～ 大阪市中央卸売市場）
・情報交換会
（2/3（月）18:00～ 大成閣（大阪市中央区））
６ 令和年度高知県稲作検討会
（2/4（火）9:30～12:00 農業技術センター）

７ 「よさ恋美人」及び「土佐麗」栽培講習会

（2/4（火）13:00～15:30 農業技術センター）

８ 農業労働力確保対策セミナーinこうち

（2/5（水）13:30～16:30 高知共済会館）

９ GAP（農業生産工程管理）セミナー

（2/6（木）13:30～17:00 農業技術センター）

10 組織間連携推進研修会
（2/7（金）13:30～16:30 高知城ホール）
11 令和元年度「土佐の料理伝承人」による郷土料理伝承講座
・県域版
（2/8（土）10:30～13:30 男女共同参画センター ソーレ）
・地域版
（2/14（金）ＪＡ高知市秦支所）

12 冷凍生活アドバイザー「西川剛史（にしかわ たかし）」氏に教わる！冷凍術で

楽しく、美味しくなるセミナー

（2/15（土）13:00～15:00 アグリコレット）

13 第10回土佐・ぶんたん祭in東京

（2/15（土）、2/16（日）10:30～17:00 まるごと高知）

14 高知龍馬マラソン2020でのグロリオサPR

（2/16（日）10:00～ 春野陸上競技場）

15 第５回高知県Next次世代施設園芸農業に関する産学官連携協議会

（2/17（月）14:00～16:00 高知サンライズホテル）

16 令和元年度労務管理講座inはちきん農業大学

（2/17（月）14:00～17:00 ラ・ヴィータ）

17 第3回土佐・ぶんたん祭in神戸

（2/22（土）、2/23（日）10:00～17:00 イオンモール神戸南）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

農業振興部
（続き）

18 公益財団法人高知県農業公社理事会
（2/26（水）13:30～15:30 高知共済会館）
19 令和元年度（第48回）高知県立農業大学校卒業式
（2/26（水）14:00～ 農業大学校）
20 音×花×舞「未完の庭 vol.1 グロリオサ」
（2/28（金）19:30～、2/29（土）15:30～ シアターX（東京都））
21 IoPプロジェクト国際シンポジウム
（2/29（土）13:30～17:30 高知会館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

林業振興・環境部 １ 県職員による率先美化活動

（2/2（日）9:30～11:00 本庁舎ほか県内全13拠点）

２ 産業振興計画フォローアップ委員会（林業部会）

（2/3（月）9:30～12:00 高知城ホール）

３ 第２回高知県新エネルギー導入促進協議会

（2/4（火）13:30～15:00 高知共済会館）

４ 林業普及指導事業外部評価会

（2/7（金）9:30～15:30 高知城ホール）

５ 高知県環境審議会第17回水環境部会

（2/10（月）10:30～12:00 保健衛生総合庁舎）

６ サプライチェーンの要となる林業・製材業の為の経営セミナー2020

（2/10（月）13:00～16:00 ちより街テラス）

７ 第３回木材増産推進プロジェクトチーム会議

（2/14（金）13:30～15:00 興林会館）

８ 第９回林業・木材産業生産性向上プロジェクトチーム会議

（2/14（金）15:30～17:00 興林会館）

９ ＣＬＴセミナー in Kochi

（2/17（月）13:00～16:10 林業大学校）

10 高知県地球温暖化防止県民会議行政部会

（2/18（火）13:30～16:30 高知城ホール）

11 高知県林業用苗畑品評会の知事表彰

（２月下旬（予定）高知市）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

水産振興部 １ 高知県水産物輸出促進協議会 先進地調査

（2/2（日）、2/3（月）長崎県）

２ 高知県水産物産地買受人連絡協議会 第２回定例会

（2/4（火）15:30～16:30 ザ クラウンパレス新阪急高知）

３ 市場合同会議

（2/4（火）17:00～20:00 ザ クラウンパレス新阪急高知）

４ 大月町柏島ダイビング関係者 先進地視察

（2/11（火）～2/14（金）鹿児島県（奄美大島））

５ 内水面漁場管理委員会

（2/17（月）14:00～15:00 共済会館）

６ 県１漁協構想推進委員会

（2/18（火）13:30～16:00 サンライズホテル）

７ 第17回シーフードショー大阪

（2/19（水）、2/20（木）ATCホール（アジア太平洋トレードセンター内））

８ 高知マリンイノベーション運営協議会（準備会）

（2/21（金）14:00～16:00 共済会館）

９ 都道府県水産主務課長会議

（2/26（水）10:00～17:00 農林水産省）

10 水産関係試験研究機関長会議

（2/27（木）10:00～12:30 農林水産省）

11 水産物食育推進事業

（2/27（木）10:40～13:00 香美市立大栃小学校）

12 漁業就業支援フェア2020東京

（2/29（土）12:30～16:00 ベルサール飯田橋駅前ホール）

※漁業就業支援センター出席
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

土木部 １ のいち動物公園干支展節分イベント「動物たちに恵方巻のプレゼント」
（2/1（土）、2/2（日）高知県立のいち動物公園）
２ 土砂災害対応訓練
（2/4（火）本山町、大川村）
（2/17（月）宿毛市、大月町）
３ 令和元年度第12次災害査定
（2/4（火）、2/5（水）安芸市）
４ 令和元年度第二回高知県入札・契約監視委員会
（2/6（木）14:00～16:00 高知城ホール）

５ 高知県土木部総合評価委員会
（2/14（金）10:00～12:00 高知共済会館）
６ 高知港ポートセミナーin東京
（2/14（金）16:00～19:00 ホテルルポール麹町）
７ 高知県建設産業団体連合会との協議懇談会
（2/17（月）16:30～17:15 三翠園）
８ 韓国船社・長錦商船等訪問（経済ミッション団）
（2/17（月）～2/19（水）韓国・ソウル）
９ 豪雨に強い地域づくり推進会議
（2/17（月）午前 須崎土木事務所管内）
（2/18（火）午前 中央西土木事務所管内）
（2/18（火）午後 安芸土木事務所管内）
（2/19（水）午前 幡多土木事務所管内）
10 第２回災害に強いまちづくり検討会
（2/19（水）宿毛市立中央公民館）
11 のいち動物公園文化祭イベント
（2/23（日・祝）高知県立のいち動物公園）

12 高知県耐震改修技術学校

（2/28（金）13:30～16:30 高知県民文化ホール）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

会計管理局 １ 会計検査

（2/3（月）安芸福祉保健所）

（2/13（木）幡多農業振興センター）

（2/14（金）西部教育事務所）

（2/17（月）希望が丘学園）

（2/19（水）青少年センター）

（2/20（木）衛生環境研究所）

２ 臨時会計検査（契約書・請書）

（2/3（月）～2/28（金）本庁全所属）

３ 銀行検査（証紙）

（2/6（木）四国銀行県庁支店、高知銀行本町支店）

４ 補佐・次長研修

（2/7（金）10:00～11:00、13:30～14:30 正庁ホール）

（2/14（金）14:00～15:00 中村合同庁舎）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

公営企業局 １ 公営水力発電設備の保守の省力化に向けた巡視の在り方検討WG（第３回）

（2/18（火）13:00～15:00 東京都港区）

２ がんサロン「ふたば」

（2/20（木）15:00～17:00 幡多けんみん病院）
３ がん教育の勉強会
（2/20（木）17:30～19:00 幡多けんみん病院）

４ 第214回技術専門委員会

（2/26（水）14:00～17:00 公営電気事業経営者会議）

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 ２月の主要な取り組み予定

教育委員会 １ 第２回高知県がん教育推進協議会

（2/3（月）18:30～20:30 高知会館）

２ 第５回高知県総合教育会議

（2/4（火）15:15～17:00 人権啓発センター）

３ 第３回高知県社会教育委員会

（2/5（水）13:30～16:00 教育委員室）

４ 令和元年度高知県公立学校施設整備期成会定期総会

（2/5（水）13:30～15:30 高知県自治会館）

５ 第２回高知県防犯・生活安全教育推進委員会

（2/6（木）9:30～12:00 オーテピア）

６ 第２回高知県通学路安全推進委員会

（2/6（木）13:30～16:00 オーテピア）

７ 第２回高知県文化財保護審議会

（2/6（木）13:30～16:00 高知会館）

８ 地域課題探究成果発表会

（2/6（木）13:30～16:55 教育センター）

９ 令和元年度高知夢いっぱいプロジェクト

夢・志を育む学級運営のための実践研究事業 公開授業研修会

（2/7（金）13:15～17:00 高知市立旭小学校）

10 2020こうち総文
・プレ大会弁論部門
（2/7（金）、2/8（土）室戸市保健福祉センターやすらぎ）

・第４回高知県実行委員会

（2/17（月）13:15～14:15 高知県建設会館）

11 第２回高知県公立中学校夜間学級設置準備委員会

（2/12（水）10:00～12:00 共済会館）

12 第２回第２期高知県教育振興基本計画推進会議

（2/13（木）13:30～15:30 共済会館）

13 第２回高知県地域学校協働活動推進委員会

（2/17（月）9:30～11:30 教育委員室）

14 高知県幼保連携型認定こども園審議会

（2/17（月）10:00～12:00 高知会館）

15 第３回高知県文化財保存大綱策定委員会

（2/18（火）9:30～11:30 オーテピア）

16 令和元年度高知県子ども読書活動推進協議会

（2/19（水）10:00～12:00 オーテピア）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

警察本部 １ 第11回セーフティロード103（土佐）抽選会
（2/5（水）13:30～14:30 県警察本部）

２ 令和元年度高知県警察逮捕術大会
（2/7（金）9:00～ 県立武道館）

３ 高知県地域交通安全活動推進委員協議会連合会通常総会
（2/10（月）14:00～15:30 県警察本部）

４ 令和元年度高知県安全安心まちづくり推進会議総会
（2/14（金）14:00～ 高知会館）

５ 「高知龍馬マラソン2020」交通規制対策
（2/16（日）8:40～ 高知市等）

６ 令和元年度高知県ゴルフ場暴力追放協議会総会
（2/20（木）9:00～ Kochi黒潮カントリークラブ）

７ 第15回IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」2019表彰式

（2/20（木）16:30～ 県警察本部）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ２月の主要な取り組み予定

産業振興センター １ 事業戦略セグメント別セミナー（「市場ニーズ×自社の強み」開発設計から
考える製品企画のポイント）
（2/3（月）14:00～15:30 ぢばさんセンター）
２ 海外市場開拓セミナー
（2/4（火）13:30～17:00 サンピアセリーズ)
３ よろず支援拠点セミナー（ウェブ活用の基礎）
（2/5（水）13:30～15:00 ぢばさんセンター）
４ 【見本市】第89回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2020
（2/5（水）～2/7（金）東京ビッグサイト）
５ 【見本市】第24回「震災対策技術展」横浜
（2/6（木）、2/7（金）パシフィコ横浜）
６ よろず支援拠点セミナー（ウェブ文章の書き方入門）
（2/12（水）13:30～15:00 ぢばさんセンター）
７ 【見本市】CareTEX2020
（2/12（水）～2/14（金）東京ビッグサイト）
８ 近畿・四国合同広域商談会
（2/13（木）、2/14（金）京都パルスプラザ）
９ よろず支援拠点セミナー（わかりやすいホームページ改善勉強会）
（2/17（月）13:30～16:00 ぢばさんセンター）
10 【見本市】第48回国際ホテル・レストラン・ショー
（2/18（火）～2/21（金）幕張メッセ）
11 【見本市】防災・防犯・リスク対策展
（2/18（火）～2/21（金）幕張メッセ）
12 よろず支援拠点セミナー（無料で始めるホームページ）
（2/19（水）13:30～15:30 ぢばさんセンター）
13 中小企業のInstagram活用戦略セミナー
（2/19（水）13:30～16:00 ぢばさんセンター）
14 【見本市】第17回シーフードショー大阪
（2/19（水）、2/20（木）ATCホール）
15 地場産業大賞表彰式
（2/21（金）16:00～ ザ クラウンパレス新阪急高知
16 第11回事業戦略支援会議
（2/27（木）13:30～ ぢばさんセンター）
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