
各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

総務部 ＜課題＞
新型コロナウイルス感染症対策
＜取り組みの内容＞
①国の経済対策等に関する情報収集、政策提言
②県民へのわかりやすい広報
③テレワークの推進
＜課題１＞
国の動向把握及び適切な対応
＜取り組みの内容＞
①令和４年度政府予算等に関する情報収集
②ＴＰＰ・ＥＰＡに関する情報収集
③知事の政策提言（全国知事会等との連携を含む）

＜課題２＞
職員の創造性の発揮と業務の質の向上
＜取り組みの内容＞
①県政運営指針の趣旨の徹底
②事務事業のスクラップアンドビルドの推進
③業務の効率化（市町村行政の効率化の後押しを含
む）・働き方改革の推進
④②③の取り組みを通した時間外勤務の縮減
⑤男性職員の育休取得をはじめ各種休暇の計画的
な取得推進
⑥多様な人材の確保・育成
⑦公文書の適正管理の推進

＜課題３＞
デジタル化推進計画の実行と進捗管理
＜取り組みの内容＞
①あらゆる行政サービスのデジタル化（情報セキュ
リティ対策、マイナンバーカードの普及促進を含
む）
②社会経済活動のデジタル化
③業務効率化を図るシステムの構築
④多様な働き方を実現する環境の整備
⑤デジタルインフラの整備

＜課題４＞
「共感と前進」の県政に資する政策広報の実施及び
広聴の充実・強化
＜取り組みの内容＞
①県の広報媒体（広報紙、テレビ、ラジオ、新聞、
ＳＮＳ等）を活用した情報発信の強化
②「再び、濵田が参りました」の開催
（開催済み）
10/18（月）大月町
10/19（火）宿毛市
10/26（火）四万十町
（開催予定）
11/5 （金）黒潮町
11/11（木）安芸市
11/29（月）土佐町

(1)職員採用選考考査（獣医師、薬剤師、社会

福祉（心理判定員））応募受付中

申込受付期間：10/11（月）～11/10（水）

試 験 日 ：11/27（土）
(2)令和３年度メンタルヘルスチーフ等研修
（オンライン）
（10/18（月）～11/19（金））
(3)交通事故防止オンライン講習
（10/18（月）～11/30（火））

(4)知事と町村長との意見交換会

（11/1 (月) 15:00～17:00 自治会館）

(5)高知県功労者表彰・高知県文化賞表彰式

（11/3（水）9:30～12:30 高知会館）

(6)令和３年度市町村総務・財政担当課長会

（11/4 (木) 13:00～16:00

高知城ホール）

(7)令和３年度 第５回高知県公文書開示審
査会第二小委員会
（11/5（金）10:00～12:00

高知会館3階「弥生」）
(8)マイナンバーカード申請出張所
（11/5（金）17:30～18:30

県庁地下第３･第４会議室）
(9)「再び、濵田が参りました」

（11/5（金）黒潮町）

(10)職員採用上級試験(特別募集)土木、林業
第1次試験：11/7（日）

職員能力開発センター ほか

第2次試験：11/27（土）～11/30（火）
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

危機管理部 ＜課題＞

新型コロナウイルス感染症への対応

＜取り組みの内容＞

〇新型コロナウイルス感染症対策本部の運営

内容：本部事務局として、本部会議や連絡員会議
の運営など、全庁的な対応が円滑に行われ
るように取り組む。

＜課題１＞
南海トラフ地震対策の推進
＜取り組みの内容＞
①第４期行動計画の総括及び第５期行動計画の策定
内容：第４期行動計画の目標達成に向けて対策を

着実に実行するとともに、取組の総括を踏
まえ第５期行動計画を策定する。

②南海トラフ地震臨時情報対応の推進
内容：市町村の地域防災計画への反映や事業者の

対策計画の見直しを支援する。
③要配慮者支援対策の加速化
内容：個別避難計画の策定を進めるとともに、

一般の避難所における要配慮者への対応
力を強化する。

④津波災害警戒区域等の指定に向けた調査
内容：警戒避難体制を特に整備すべき区域を指定

するための調査・検討を行う。
⑤高知県事前復興まちづくり計画策定指針の検討
内容：市町村が事前復興まちづくり計画を策定す

るための基本的な事項となる指針策定に向
けた検討を行う。

＜課題２＞
自然災害や危機事象への対処能力の向上
＜取り組みの内容＞
○実践的な訓練の企画
内容：南海トラフ地震をはじめとする風水害や武

力攻撃、鳥インフルなどの危機事象への対
処能力の向上を図るために、様々な訓練を
部局横断的に企画するとともに、関係機関
と連携した実践的な訓練に取り組む。

＜課題３＞
市町村政との連携・協調
＜取り組みの内容＞
○市町村長等との意見交換
内容：市町村との連携・協調を図り、成果を出し

ていくために、今年度の危機管理部の主要
な取り組みについて市町村長等と意見交換
を行い、各課題と向き合う。

(1)令和3年度危険物取扱者保安講習会

（11/4（木）9:00～12:00

中土佐町民交流会館）

（11/5（金）9:00～12:00

四万十市立文化センター）

(2)令和3年度第2回緊急地震速報対応訓練

（11/5（金）10:00頃 高知県庁ほか）

(3)令和3年度第3回南海トラフ地震対策推進本

部幹事会

（11/5（金）10:00～12:00 第二応接室）
(4)令和3年度高知県中央東災害対策支部訓練
（11/5（金）13:20～16:30

中央東土木事務所ほか）

2/31



各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

健康政策部 ＜課題＞
新型コロナウイルス感染症対策
＜取り組みの内容＞
①県民の不安の解消
内容：ア）県民への啓発

イ）新型コロナウイルス健康相談センタ
ーの運営

②適切な医療の提供
内容：医療体制の整備等

③感染予防対策の徹底

内容：ア）関係機関への適切な情報提供・連携体

制の強化

イ）高知家あんしん会食推進の店認証制度

の推進

④円滑なワクチン接種体制の確保
内容：ア）市町村接種の支援

イ）新型コロナウイルスワクチン専門相
談窓口の運営

＜課題１＞
日本一の健康長寿県構想の推進
＜取り組みの内容＞
①健康寿命の延伸に向けた意識醸成と行動変容の
促進

内容：ア）健康づくりと疾病予防

イ）疾病の早期発見・早期治療
②地域で支え合う医療・介護・福祉サービス提供体
制の確立とネットワークの強化
内容：ア）高知版地域包括ケアシステムの構築

イ）障害などにより支援を要する人がい
きいきと暮らせる環境づくり

ウ）医療・介護・福祉インフラの確保
エ）医療・介護・福祉の確保

③子どもたちを守り育てる環境づくり
内容：ア）高知版ネウボラの推進

イ）厳しい環境にある子どもたちへの
支援

＜課題２＞
南海トラフ地震対策の加速化・強化
＜取り組みの内容＞
○応急期対策
内容：前方展開型の医療救護体制の構築

＜課題３＞
東部地域の医療体制の確保
＜取り組みの内容＞
①室戸市の医療提供体制の確保
内容：室戸市における入院医療の確保について、

市行政及び関係団体と協議
②東部地域における医療人材の確保
内容：看護師の養成を含む多機能施設の設置に

向けた検討 → 次頁に続く

(1)高知家あんしん会食推進の店認証制度申

請受付

（8/4（水）～R4.2/14（月））

(2)「これでもえいがや！ 高知家健康チャレ

ンジ」プロモーション集中月間（テレビ

CM、のぼり旗、量販店でのイベント等）

（11/1（月）～11/30（火））

(3)第１回フレイルサポーター/トレーナー

養成研修

（11/1（月）9:00～15:15

南国市社会福祉センター

３階多目的ホール）

（11/2（火）9:00～15:00

南国市保健福祉センター

２階多目的ホール）

(4)令和３年度入浴施設におけるレジオネラ

属菌汚染防止対策講習会

（11/5（金）14:00～16:00

高知会館 飛鳥の間）

(5)令和３年度中山間地域等訪問看護師育成

研修（フィジカルアセスメント研修）

（11/6（土）10:00～16:00

県民文化ホール 第６多目的室）

(6)被爆者・二世の方の交流相談会

（11/7 (日）10:30～12:00

県民文化ホール事務棟２階

第１多目的室）

(7)令和３年度高知県いい歯の表彰式

（11/7（日）13:30～14:00

高知県歯科医師会館 会議室１・２）
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

健康政策部
（続き）

＜課題４＞
動物愛護の推進
＜取り組みの内容＞
①不幸な犬や猫を減らす取り組みの充実
内容：川上、川中、川下対策の充実
②動物愛護センターの設置
内容：動物愛護センターの設置に向けた検討等
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

子ども・福祉
政策部

＜課題＞
新型コロナウイルス感染症対策
＜取り組みの内容＞
①県民の不安の解消
内容：ア）生活に困窮されている方への支援

イ）心の相談対応窓口の開設
②感染予防対策の徹底
内容：ア）社会福祉施設等へのマスク及び消毒液等

の供給・備蓄
イ）関係機関への適切な情報提供・連絡体制の
強化

③適切な福祉サービスの提供
内容：社会福祉施設相互支援ネットワーク体制の構築

＜課題１＞
地域で支え合う医療・介護・福祉サービス提供体制の
確立とネットワークの強化
＜取り組みの内容＞
①障害などにより支援を要する人がいきいきと暮らせ
る環境づくり
②介護・福祉人材の確保

＜課題２＞
子どもたちを守り育てる環境づくり
＜取り組みの内容＞
①高知版ネウボラの推進
②厳しい環境にある子どもたちへの支援

＜課題３＞
少子化対策の充実・強化
＜取り組みの内容＞
①官民協働による取り組みの推進（県民運動）

②出会いの機会の創出

＜課題４＞
男女共同参画の推進
＜取り組みの内容＞
①女性の活躍の場の拡大
②ＤＶ被害者への支援

＜課題５＞
県民の安全・安心の確保のための体制づくり
＜取り組みの内容＞
①災害時要配慮者の避難支援対策の推進
②社会福祉施設等の防災対策の推進

(1)生活福祉資金の特例貸付

・緊急小口資金

（R2.3/25（水）～11/30（火））

・総合支援資金

（R2.4/20（月）～11/30（火））

(2)住居確保給付金

（R2.4/20（月）～11/30（火））

(3)新型コロナウイルス感染症生活困窮者

自立支援金

（7/1（木）～11/30（火））

(4)主任介護支援専門員更新研修

（11/1（月）9:00～16:00

ふくし交流プラザ）

(5)高知県戦没者追悼式

（11/1（月）13:00～14:10

県民文化ホールオレンジホール）

(6)成年後見利用促進セミナー

（11/2（火）13:00～16:00 オンライン）

(7)主任介護支援専門員研修

（11/3（水）9:00～15:00、

11/4（木）9:00～16:00

四万十町地域交流センターくぼかわ）

(8)介護に関する入門的研修（四万十会場）

（11/4（木）･11/5（金）9:00～16:00

四万十市社会福祉センター）

(9)「第12回こうち介護の日ポスター・作文

コンテスト」受賞作品展示

（11/5（金）10:00～11/15（月）19:00

イオンモール高知１階

ジュエルカフェ前）

(10)介護支援専門員更新研修（未経験）/再研

修

（11/6（土）9:00～16:00、

11/7（日）9:00～17:00

ふくし交流プラザ）

(11)失語症者向け意思疎通支援者養成研

修・閉講式

（11/6（土）13:00～ 香美市中央公民館）

(12)「高知で恋しよ!!マッチング」ヘアメイ

ク、写真撮影付きスペシャル登録会

（11/7（日）10:00～17:00

こうち出会いサポートセンター）

(13)「子ども・若者育成支援強調月間」高知

県大会

（11/7（日）13:00～15:00

オリエントホテル高知）
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各部局等の今週の動き
令和 3年 11 月 1 日～11月 7 日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

文化生活
スポーツ部

＜課題＞
新型コロナウイルス感染症対策
＜取り組みの内容＞
〇県民や関係機関への適切な情報発信

＜課題１＞
文化芸術の力で心豊かに暮らせる社会づくり
＜取り組みの内容＞
①文化芸術振興ビジョンの推進
内容：文化芸術に触れる機会の充実、文化人材

育成プログラムの推進
②県立文化施設における魅力的な企画の展開
③新たな高知県史の編さんの開始
④旧陸軍歩兵第44連隊跡地の活用に向けた検討
⑤四国遍路の世界遺産登録に向けた取り組み

＜課題２＞
まんが文化の推進
＜取り組みの内容＞
〇「まんが王国・土佐」のブランド化の推進及び
まんがによる交流の促進
内容：まんが甲子園第30回記念大会の開催に

向けた取り組み

＜課題３＞
国際交流の総合的な推進
＜取り組みの内容＞
①地域の国際化の推進
内容：在住外国人との共生（日本語教育の推進）
②国際友好交流の推進
内容：ア）太平洋島嶼国と日本地方自治体との

ネットワーク強化
イ）友好姉妹都市、海外県人会との交流

③産業交流の推進
内容：外国人材確保に向けた関係構築等

＜課題４＞
安全で安心して暮らせる社会づくり
＜取り組みの内容＞
①消費生活の安定と向上
内容：ア）若年者等への実践的な消費者教育の

取組の推進
イ）食品ロス削減推進計画の策定

②安全で安心なまちづくりの推進
内容：ア）第４次高知県犯罪のない安全安心ま

ちづくり推進計画の策定
イ）犯罪被害者等に関する支援体制の充実
ウ）高齢者の交通事故防止をはじめとす
る県民の交通安全確保に向けた啓発
の促進

③ＮＰＯ活動の促進
内容：第４次高知県社会貢献活動支援推進計画

に基づく取り組みの推進
→ 次頁に続く

(1)韓国全羅南道との姉妹交流協定締結５周

年記念パネル展

（10/21（木）～11/10（水） オーテピア）
（10/28（木）～11/9（火）

本庁舎１Ｆ ロビー）

(2)奥谷博企画展開展式

（11/3（水・祝）10:00～10:30 美術館）

(3)高知県文化賞表彰式

（11/3（水・祝）10:00～12:30
高知会館）

(4)グローバルキャリアフェアin高知

（11/3（水・祝）12:00～16:00

かるぽーと７階第１・２展示室）

(5)知事表敬訪問（陸上競技 岡林選手）
（11/4（木）17:00～17:15

第一応接室）
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各部局等の今週の動き
令和 3年 11 月 1 日～11月 7 日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

文化生活
スポーツ部

（続き）

＜課題５＞
私学の振興・大学への支援
＜取り組みの内容＞
①私立学校の振興
内容：私立学校への運営費の支援や保護者の経

済的負担等の軽減
②公立大学法人への支援
内容：高知工科大学新学群の設置に向けた検討
③育英事業の推進
内容：奨学金の返還支援制度や、給付型の奨学

金制度による支援

＜課題６＞
スポーツの振興
＜取り組みの内容＞
①スポーツ参加の拡大
内容：ア）地域スポーツハブによるリモート環

境を活用したスポーツサービス等の
提供

イ）子どものスポーツ環境づくりに向け
た取り組みへの支援

②競技力の向上
内容：ア）「全高知チーム」による重点強化や、

質の高い指導ができる指導者の育成
イ）スポーツ科学センター（ＳＳＣ）に
よる科学的・合理的なサポート体制
の構築

③スポーツを通じた活力ある県づくり
内容：ア）関西圏を中心とした戦略的なアマチ

ュアスポーツ合宿等の誘致強化
イ）地域の特色を生かしたスポーツツー
リズムの拡充

④オリンピック・パラリンピック等を契機とした
スポーツの振興
内容：東京オリンピック・パラリンピック競技

大会の事前合宿受入れ・レガシー構築に
向けた取り組み

7/31



各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

産業振興推進
部

＜課題＞

新型コロナウイルス感染症に係る経済対策

＜取り組みの内容＞

①県内食品事業者の新型コロナウイルスによる影響

の把握

②経済対策の推進

＜課題１＞

第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略及び第４期

産業振興計画の着実な推進

＜取り組みの内容＞

①県版総合戦略の推進

②市町村版総合戦略の実行へのサポート

③包括協定に基づく官民協働の取り組みの促進

④産業振興計画の実行と進捗管理

＜課題２＞

経済活力に満ちた関西圏との経済連携の強化

＜取り組みの内容＞

①関西・高知経済連携強化戦略の推進

②関西圏での外商活動の強化

＜課題３＞

食品産業の振興

＜取り組みの内容＞

①食品加工の総合的支援

内容：ア）食のプラットホーム等における商品

開発支援の強化

イ）県内事業者の事業戦略の策定・実行

支援

ウ）県版ＨＡＣＣＰの導入・定着改善支援

エ）食品表示の適正化に関する支援

②地産外商公社を核とした外商の拡大

内容：ア）地産外商公社の全国展開のさらなる

推進

イ）外商参画事業者のさらなる拡大

③国・地域別、品目別の輸出拡大

内容：ア）大規模市場（米国・欧州・中国）での

県産品プロモーションの強化

イ）有望品目（ユズ・土佐酒・水産物）の

さらなる販路拡大

ウ）県内事業者の輸出対応への支援

→ 次頁に続く

(1)「こうちＳＤＧｓ推進企業登録制度」の

令和３年度第２回募集

（11/1（月）～R4.1/25（火））

(2)高知フェア

（11/1（月）～11/30（火）

なだ万 飲食店20店舗（東京都他））

（11/2（火）

ビバ甲子園協同組合１店舗（兵庫県））

（11/3（水）～11/9（火）

西武東戸塚店（神奈川県））

（11/5（金）～11/7（日）

フーデリー霧島店他４店舗（宮崎県））

（11/6（土）～11/11（木）

スーパーABC道後南店他３店舗

（愛媛県））

（11/7（日）～11/9（火）

スーパーヤマダイ呼続店他６店舗

（愛知県））

(3)土佐ＭＢＡ
【本科】
○経営戦略 応用講座
「経営戦略策定演習 ～戦略策定編～」

（11/2（火）13:00～17:00 ココプラ）

(4)カゴメ株式会社 知事訪問

（11/2（火）14:00～14:15

第一応接室）

(5)市町村地方創生担当課長会

（11/4（木）13:30～16:00 自治会館）

(6)第３回土佐の宴～高知県食品試食
商談会～（38社参加予定）
（11/4（木）
名鉄ニューグランドホテル（愛知県））
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各部局等の今週の動き

令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

産業振興推進
部

（続き）

＜課題４＞

起業や新事業展開の促進

＜取り組みの内容＞

①起業の促進

内容：ア）「こうちスタートアップパーク」の

運営

イ）中長期的な起業家人材の育成

（起業体験プログラム等の実施）

ウ）資金面での支援

②新事業展開の促進

内容：ア）相談・連携・交流機会の提供

イ）「こうちネクストコラボプロジェク

ト」の実施

ウ）産学官連携による事業化への資金面

での支援

③産業人材の育成

内容：「土佐まるごとビジネスアカデミー」の

実施

＜課題５＞

アンテナショップの運営

＜取り組みの内容＞

①広域から来店を促す取り組み

②通行人を店内に誘客する取り組み

③店内での購買促進、リピーターを増やす取り組み

＜課題６＞

高知県情報の発信

＜取り組みの内容＞

①高知家プロモーションの展開

内容：高知県情報のまとめサイト「高知家の○○」

を活用した情報発信の強化

②地産外商公社による情報発信

内容：ア）メディアを通じた情報発信

イ）高知家プロモーション

ウ）オウンドメディア「高知家の〇〇」

の強化

エ）観光キャンペーン「リョーマの休日」

と連携したプロモーション

オ）口コミによるＰＲ

カ）観光、移住、ふるさと情報等の発信
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

中山間振興・
交通部

＜課題１＞
中山間対策の総合的な推進
＜取り組みの内容＞
①国や市町村と一体となった中山間対策の効果的
な推進
内容：ア）中山間総合対策本部における部局間

の政策連携の推進
イ）集落実態調査の円滑な実施
ウ）新たな過疎対策の推進
エ）特定地域づくり事業の推進

②集落の維持・再生に向けた仕組みづくりの推進
内容：ア）集落活動センターの立ち上げと、持続

・発展に向けた取組の推進
イ）集落活動センター推進協議会の体制
と取組の強化

ウ）高知ふるさと応援隊の取組の強化
③将来にわたり暮らし続けることができる生活環
境づくりの推進
内容：ア）生活用水の確保に向けた施策の推進

イ）生活用品等の確保に向けた施策の推
進

＜課題２＞
オール高知体制による移住促進と人材確保の一体
的展開
＜取り組みの内容＞
①裾野を広げる（ターゲットへの戦略的なアプロー
チ）
内容：ア）関係人口へのアプローチ強化

イ）戦略的な情報発信
ウ）「新しい生活様式」に対応した相談
会の開催

エ）新たなターゲットへのアプローチ
②マッチングの強化（新たな相談・誘導の仕組み構築）
内容：ア）移住・交流コンシェルジュによる相

談者へのフォローアップの強化
イ）体験ツアーやお試し滞在への誘導強
化

③受入体制、受入環境を整備する（魅力的な「仕事」
と「住宅」の充実）
内容：ア）魅力的な「仕事」の掘起しと磨き上

げ
イ）テレワーク、リモートワーク等拠点整

備

ウ）市町村や民間団体等と連携した住宅
確保策の展開

④Ｕターン促進策を強化（①～③と連動して総合的
に推進）
内容：ア）県出身者への情報提供の強化

イ）Ｕターン相談会等の実施
ウ）移住促進・人材確保センタースタッ
フによるフォローアップの強化

→ 次頁に続く

(1)全国過疎問題シンポジウム2021㏌こう
ち
（11/4（木）10:00～17:00

オンライン）
(2)第２回高知県特定鳥獣保護管理計画検討
会
（11/4（木）13:30～ 高知県立文学館）
(3)Ｕ・Ｉターン就職・転職個別相談会
（11/6（土）10:00～16:00

名古屋駅オフィスパーク名駅）
(4)高知暮らしフェア2021（来てみん？ひが
しこうち）
（11/6（土）13:00～18:00 オンライン）
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

中山間振興・
交通部
（続き）

＜課題３＞
「攻め」と「守り」の両面からの総合的な鳥獣被害
対策の推進

＜取り組みの内容＞
①「集落連携」による野生鳥獣に強い高知県づく
りの推進
内容：ア）被害集落の早期解消と鳥獣被害の再

発防止に向けた集落連携の強化
イ）合意形成済みの集落での丁寧なフォ
ローアップ

ウ）サル被害対策の強化
②狩猟者の確保と「攻め」の対策の推進
内容：ア）捕獲の担い手となる狩猟者の確保・

育成
イ）捕獲経験の浅い狩猟者を対象にした
勉強会等の開催

ウ）シカ捕獲の推進
エ）捕獲鳥獣の有効活用の推進

＜課題４＞
公共交通の維持・確保、活性化
＜取り組みの内容＞
①交通事業者の回復支援
内容：ア）とさでん交通の中期経営計画を踏ま

えた行政支援の決定
イ）市町村と協調した継続的な支援
ウ）バス補助制度の見直しに向けた国等
への政策提言の継続

②公共交通の利用促進
内容：ア）県民の皆様の機運を醸成するための

プロモーションの実施
イ）土佐くろしお鉄道・ＪＲ四国・海洋
堂等との連携による鉄道の利用促進

ウ）航空路線の維持・定着、誘致促進
③持続可能な公共交通の実現支援
内容：ア）ＩＣカード「ですか」の更新

イ）法改正に対応した県・市町村の地域
公共交通計画の策定

ウ）運転士不足解消に向けた取組の強化
エ）観光ＭaaS事業の推進
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

商工労働部 ＜課題＞
新型コロナウイルス感染症対策
＜取り組みの内容＞
①国の緊急経済対策に関する情報収集
②国の緊急経済対策等を踏まえた県内中小
企業等への支援の推進
③新型コロナウイルス対策の周知及び相談対
応

＜課題１＞
事業者の戦略策定・実行と働き方改革の推進
＜取り組みの内容＞

①事業戦略の実現に向けた実行支援の強化

内容：事業戦略支援会議（毎月）等を通じ
た企業ごとのPDCAの実施と課題に
応じた効果的な支援

②関係機関との連携による地域の事業者の

経営力強化

③働き方改革の推進
内容：

ア）事業戦略等経営基盤強化の取り組みと

融合させた企業サポート

イ）関係機関と連携したセミナー・相談会

の開催、商工会・商工会議所等での相談

窓口の開設

ウ）プッシュ型での活動推進

エ）機運醸成に向けた取り組み事例の広報

オ）ワーク・ライフ・バランスの推進

カ）ノー残業デーの実施（毎週水曜日）

＜課題２＞
高知版Society5.0の実現に向けた産業集積と
課題解決型産業創出の加速化
＜取り組みの内容＞
①産業集積の加速化
②課題解決型産業創出の加速化
内容：
ア）オープンイノベーションプラットフォ

ームを活用したプロジェクトの創出
イ）Society5.0関連の製品やサービスの
開発

③デジタル技術活用による生産性向上の促進

→ 次頁に続く

(1)高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金申請

受付

（8月・9月分：9/10（金）～11/30（火））

(2)新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時

支援給付金申請受付

（8月・9月分：9/10（金）～11/30（火））

(3)高知県営業時間短縮要請協力金申請受付

（第３期分：8/27（金）～11/1（月））

（まん延防止分：9/1（水）～11/1（月））

（第４期分：9/10（金）～11/1（月））

（第５期分：9/17（金）～11/30（火））

(4)株式会社シジシーとの災害時における物資の

供給に関する協定締結式

（11/1（月）11:00～11:30 第一応接室）

(5)令和３年度第２回高知県職業能力開発審議会

（11/2（火）10:00～11:30 オーテピア）

(6)試験研究機関連携会議

（11/2（火）14:00～16:30 オーテピア）

(7)第４回機械金属・紙関連製造業向け生産性向

上セミナー（全５回）

（11/2（火）14:00～16:00

オンライン開催＆工業技術センター）

(8)高知県立地域職業訓練センター指定管理候補者

審査委員会

（11/4（木）10:00～11:45

地域職業訓練センター）

(9)よろず支援拠点サテライト相談

（11/4（木）10:00～16:00 四万十町商工会）

(10)木・紙・防災関連製品の展示商談会

（11/4（木）10:00～16:00 あべのハルカス）

(11)第１回防災製品開発アイデアソンイベント

（11/4（木）13:15～17:30 オーテピア）

(12)お客さまの心をつかむPOPデザインセミナー

（11/5（金）13:30～15:00 ぢばさんセンター）

(13)（一社）高知県工業会との意見交換会・懇親会

（11/5（金）15:30～20:00 城西館）

(14)KPC親子ものづくり体験・親子みらいワーク

研究室

（11/7（日）9:00～14:40

高知職業能力開発短期大学校）
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

商工労働部
（続き）

＜課題３＞
絶え間ないものづくりへの挑戦
＜取り組みの内容＞
①生産性向上（省力化・高付加価値化）の推進
内容：
ア）生産性向上推進アドバイザーによる
プッシュ型支援の強化

イ）産業振興センター、公設試験研究機関
による支援強化

ウ）生産性向上の取り組み促進
（省力化、機械化、ロボットやデジタル
技術の活用促進）

エ）高付加価値な製品づくりの促進
（事業化プラン（製品企画書）の策定と
実現化）

②メイド・イン高知の防災関連産業のさらなる
振興
③紙産業の飛躍的な成長の促進
④産学官連携によるイノベーションの創出
⑤SDGｓを意識した製品・技術開発
⑥地域商業の活性化
⑦ものづくりの地産地消の振興
内容：一次産業等の生産性向上プロジェクト

と連携した機械等開発・改良の促進

＜課題４＞
外商の加速化と海外展開の促進
＜取り組み内容＞
①ものづくり地産地消・外商センターと連携し
た販路拡大
②東京営業本部等の活動による県外での販路
拡大
③技術の外商の促進
④海外展開の促進
内容：

ア）海外展開支援対象企業の拡大

イ）国内外の商社等とのマッチング強化

ウ）海外現地コンサル等を活用したマッチ

ング、アフターフォローの実施

エ）海外戦略の策定と実行支援

＜課題５＞
企業立地の促進
＜取り組みの内容＞
①全庁一丸となった企業立地の推進
②IT・コンテンツ関連企業、Society5.0関連企
業の誘致

→ 次頁に続く
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

商工労働部
（続き）

＜課題６＞
産業人材の育成・確保
＜取り組みの内容＞
①人材確保の推進
内容：ア）新規学卒者の県内就職促進

イ）就職氷河期世代の就職支援
ウ）外国人材の確保と受入環境の整備

②人材育成の推進
内容：ココプラと連携した人材育成（土佐

ＭＢＡ受講促進）
③円滑な事業承継の支援
④働き方改革の推進

＜課題７＞
南海トラフ地震対策の推進
＜取り組みの内容＞
①企業ニーズに応える震災に強い基盤づくり
に向けた工業団地の開発

②事業者の防災対策の推進
内容：ＢＣＰ策定促進
③メイド・イン高知の防災関連産業のさらなる
振興【再掲】
④商店街施設地震対策の推進
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

観光振興部 ＜課題１＞
戦略的な観光地域づくりと人材育成

＜取り組みの内容＞
①県全域で広域を単位とする幅と厚みのある「外貨
を稼ぐ」滞在型の観光地域づくりを推進
②「歴史」「食」「自然」の観光基盤を生かした多様な
周遊の仕組みづくり
③外貨を稼ぐための観光拠点整備と観光商品づくり
の強化
④民間企業のノウハウを積極的に導入した観光地域
づくり
⑤広域観光組織の体制及び機能強化（地域おこし協
力隊制度を活用）
⑥地域観光事業者の４定条件の確保や事業継続をサ
ポートする仕組みの構築
⑦法人化や観光庁登録DMO化への支援強化
⑧自然・体験型観光基盤を生かした４つのツーリズ
ムの推進（ワーケーション、Greenツーリズム、ス
ポーツツーリズム、アドベンチャーツーリズムの
推進）
⑨土佐の観光創生塾の継続・拡充

＜課題２＞
効果的なセールスとプロモーション
＜取り組みの内容＞
①新しい観光資源を生かしたプロモーションやセー
ルス活動の展開
②全国的な話題化を創出するプロモーションの展開
③多様な滞在型観光プラン等の効果的な情報発信
④高知観光リカバリーキャンペーンの展開
⑤関西の拠点での観光情報の発信

＜課題３＞
おもてなしの推進

＜取り組みの内容＞
①バリアフリー観光相談窓口の設置による相談対応
とＰＲ、モニターツアーの実施による情報提供
②周遊・滞在を促すプッシュ型の観光情報の提供
③観光案内所間や事業者との連携強化
④観光関連施設の「Wi-Fi、トイレ、キャッシュレス、
多言語対応」の受入環境整備を推進
⑤新たな旅のスタイルに対応する屋外観光施設や宿
泊施設等の磨き上げ
⑥国内外からの観光客におもてなしができる観光人
材の育成及び観光ガイド団体の育成強化
⑦龍馬パスポートの実施
⑧高知プレミアム交通Passによる二次交通網の活
用

→ 次頁に続く

(1)高知観光トク割キャンペーン（県内在住
者向け）

（4/29（木）～12/31（金））

(2)「高知観光リカバリーキャンペーン」

交通費用助成事業

（R2.7/22（水）～12/31（金））

(3)映画「竜とそばかすの姫」タイアップPR

・とさでん交通ラッピング路面電車

（7/28（水）～R4.2/28（月））

・県交北部交通ラッピング路線バス

（8/1（日）～R4.2/28（月））

・黒岩観光ラッピング路線バス

（8/4（水）～R4.3/3（木））

・FDA「竜とそばかすの姫 高知号」運航

（9/13（月）～R4.2/28（月））

(4) 仁淀ブルー体験博2021

（10/22（金）～11/30（火）

仁淀川流域６市町村）

(5)中国向け外国人観光客認知度向上事業

（11/1（月）～11/3（水）高知県内）

※Trip.comと連携したKOL招請

(6)旅行会社個別セールス（名古屋）

（11/2（火） 愛知県）

(7)関西高知周遊促進Ｗｅｂプロモーション

事業

・米豪星向けOutdoor Japan招請

（11/4（木）～11/6（土） 高知県内）

・タイ向けインフルエンサー招請

（11/6（土）～11/7（日）、

11/11（木）～11/12（金）

高知県内）

(8)「第20回ドリーム夜さ来い祭り」での

県の観光PR

（11/6（土）、11/7（日） 東京都）

(9)星のソムリエ養成講座in高知

（11/7（日）～11/9（火）

星ふるヴィレッジTENGU）

(10)高知家おもてなしキャンペーン「土佐茶

でおもてなし」

（11/7（日）10:00～12:00 高知城）

※キャンペーン期間10/1（金）～11/7（日）
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

観光振興部
（続き）

＜課題４＞
国際観光の推進
＜取り組みの内容＞
①外国人目線を生かした旅行商品の拡充
②大阪観光局等と連携した旅行会社へのセールス及
び新規市場の開拓
③関西圏や四国他県と連携した周遊商品づくりの推
進
④重点市場等の方々に向けて、デジタル技術を活用
した本県の魅力をダイレクトに伝えるプロモーシ
ョンの推進
⑤重点市場での有力媒体（Ｗｅｂや雑誌等）による
プロモーションの実施
⑥「よさこい」を活用した海外プロモーションの展
開
・発祥の地高知と観光地高知の認知度の飛躍的な
向上
・海外ネットワークのさらなる拡大

⑦四国ツーリズム創造機構（広域連携ＤＭＯ）を中
心に四国他県と連携したセールス＆プロモーショ
ンの展開
⑧関西と高知を結ぶ旅行商品のＰＲ
⑨大阪観光局と連携したＣｔｒｉｐ(中国最大のＯ
ＴＡ)によるプロモーションの実施
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

農業振興部 ＜課題＞
新型コロナウイルス感染症による影響への対応
＜取り組みの内容＞
①県産農畜産物の価格下落等の影響調査の継続
②県産農畜産物の消費喚起の取り組み
③国や県の対策の周知・実施
④新たな生活様式に対応した流通・販売促進の検討

＜課題１＞
Next次世代型こうち新施設園芸システム普及推進
＜取り組みの内容＞
①IoPプロジェクトの推進
内容：ア）プロジェクトのマネジメント

イ）IoPクラウドの検証と改良
ウ）IoPプロジェクト参画企業の拡大

②データ駆動型農業による営農支援の強化
内容：ア）高知県データ駆動型農業推進協議会

の活動支援
イ）実証ほの設置・データ収集・分析
ウ）高度なデータ分析を担う人材の育成

③園芸産地の生産基盤強化
内容：ア）ハウス整備に係る補助事業のＰＲ

イ）環境制御技術導入に向けた掘り起こ
し

ウ）環境制御技術普及推進会議の開催
④地元と協働した企業の農業参入の推進
内容：ア）新たな誘致企業の掘り起こし

イ）誘致継続企業の参入に向けた支援
ウ）参入企業の経営安定の支援

＜課題２＞
中山間地域の農業を支える仕組みの再構築
＜取り組みの内容＞
①集落営農組織等の整備推進
内容：研修等の実施
②組織間連携の推進と地域の中核組織の育成
内容：地域農業戦略の策定及び実行の支援
③スマート農業の普及推進
内容：ア）スマート農業技術の実証

イ）実演会・技術検討会の開催

→ 次頁に続く

(1)花いけバトル体験会

（11/4（木）10:55～12:45 春野高校）

(2)令和３年度高知県指導農業士認定証授与

式

（11/4（木）16:15～17:00 高知会館）

(3)令和３年度第２回環境制御技術普及促進

会議

（11/5（金）13:00～14:45 セリーズ）

(4)データ駆動型農業推進協議会

（11/5（金）15:00～17:00 セリーズ）
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各部局等の今週の動き

令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

農業振興部

（続き）

＜課題３＞
流通・販売の支援強化
＜取り組みの内容＞
①市場流通のさらなる発展
内容：ア）地域別戦略に基づく卸売会社と連

携した販売拡大
イ）ＪＡ高知県の集出荷場再編構想に
基づく集出荷場整備に向けた事業
計画作成への支援

②直接取引等多様な流通の強化
内容：ア）「とさのさと」を活用した地産外

商の強化
イ）園芸品・米・茶・畜産物のブラン
ド力の強化と総合的な販売ＰＲ

③関西圏における県産農畜産物の販売拡大
内容：ア）卸売会社との連携による販売拡大

イ）飲食店等実需者への直接販売によ
る販売拡大

④農畜産物のさらなる輸出拡大
内容：ア）卸売会社と連携した海外での認知

度向上等による需要拡大
イ）輸出に意欲的な産地への支援

＜課題４＞
多様な担い手の確保・育成
＜取り組みの内容＞
①新規就農者の確保・育成
内容：ア）新規就農希望者確保のための就農

相談、新規就農ポータルサイト運
営、セミナー等の実施

イ）後継者が未定の農家への呼びかけ
等、就農までの伴走支援

ウ）農業大学校及び農業担い手育成セ
ンターの教育・研修体制の強化

エ）畜産担い手育成畜舎の研修生確保
を含めた受入体制の強化

②労働力の確保
内容：ア）長期作業体系の構築等による求職

者の掘り起こし
イ）啓発から就労定着までの一貫した
支援による農福連携の推進

ウ）外国人材の活用支援

＜課題５＞
農業全体を下支えする基盤整備の推進と農地の確保
＜取り組みの内容＞
①基盤整備の推進
内容：ア）事業化に向けた合意形成の支援

イ）地形条件等に応じたほ場整備の実施
ウ）担い手の誘致に必要な施設園芸用
農地確保の推進

②農地の確保
内容：ア）農地中間管理事業の周知及び貸借

農地の掘り起こし
イ）市町村及び農業委員会との連携強化

＜課題６＞
食肉センターの整備
＜取り組みの内容＞
○新食肉センターの円滑な整備
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

林業振興・

環境部

＜課題＞

新型コロナウイルス感染症対策

＜取り組みの内容＞

①森林組合、製材事業体等への状況確認

②所管する県立施設の感染症対策

③森林整備保全事業（公共工事）における早期発注

＜課題１＞
地球温暖化対策が進んだ脱炭素社会づくり
＜取り組みの内容＞
①２０５０年の脱炭素社会の実現に向けた取組
内容：２０５０年の脱炭素社会の実現に向けた具

体的な取組の道筋を示す「脱炭素社会推進
アクションプラン」の策定と推進

②新エネルギー導入の促進
内容：地域と調和した再生可能エネルギーの導入

促進、福祉避難所等への太陽光発電施設等
の導入支援、再生可能エネルギーの地産地
消の促進

③県民運動の活性化
内容：地球温暖化防止県民会議の活動を通じた、

県民や事業者と連携・協働した地球温暖化
防止活動の普及啓発の推進

＜課題２＞
原木生産の拡大
＜取り組みの内容＞
①労働生産性の向上による事業地の拡大
内容：作業システムの改善による生産性の向上
ア）高性能林業機械の導入
イ）10tトラック道の整備
ウ）作業システムの改善
エ）ICTを活用したスマート林業の促進

②皆伐と再造林の促進
内容：皆伐の促進、再造林の促進
ア）林地台帳を活用した施業地の確保
イ）増産・再造林推進協議会を中心とした事業
地の確保、再造林への支援と低コスト育林の
推進

ウ）持続可能な森づくりの推進
③施業集約化の強化
内容：森の工場の拡大・推進、間伐の促進

森林資源情報の高度化及び活用

→ 次頁に続く

(1)高知県庁におけるウォームビズの取組

（11/1（月）～4/30（土））

クールビズ四国・ウォームビズ四国

（通年）

(2)脱炭素社会推進アクションプラン骨子

への意見募集

（9/16（木）～11/15（月））

(3)「第19回・高知県木の文化賞」の現地審

査視察（4件）

（11/1（月） 高知市、土佐町、

安田町、馬路村）

(4)物部川清流保全推進協議会総会

（11/1（月）13:30～15:30

高知城ホール）

(5)台湾常設展示場

（11/2（火）～R4.1/28（金）

台北デザイン

マテリアルセンター（TDMC））

(6)木・紙・防災関連製品の展示商談会

（11/4（木）10:00～16:00 大阪府

天王寺あべのハルカス）

(7)SCM推進フォーラム

（11/4（木）10:30～15:30

協同組合高幡木材センター、

四万十町農村改善センター）

(8)HIKARIウッドステーション金沢土佐材

フェア

（11/5（金）9:00～15:00

HIKARIウッドステーション金沢）

(9)CLT建築物完成研修会（Ueta LABO新社屋）

（11/5（金）13:00～ 須崎市）

(10)循環型林業推進全国大会

（11/6（土） 島根県）

(11)株式会社カネイTOSAZAI祭り

（11/6（土）、11/7（日）

山口県宇部市）
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各部局等の今週の動き

令和3年11月1日～11月7日
部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

林業振興・

環境部

（続き）

＜課題３＞
木材産業のイノベーション

＜取り組みの内容＞
①高品質な製材品の供給体制の整備
内容：製品供給力の強化、製材加工の共同化・協業

化の促進、乾燥機等への支援(JAS対応)
②製材事業体の生産・経営力の強化
内容：新型コロナウイルス感染症対策を加味した

事業戦略の策定・実践、経営人材の育成に
向けたアドバイザー派遣、労働力確保対策

③木材・木製品の高付加価値化の促進(A材の活用）
内容：新たな生活様式を踏まえた非住宅分野向け

の高付加価値製品の開発・販路開拓
④プラットフォームづくり等による地産・外商体制
の強化
内容：TOSAZAI センターを中心とした情報交流拠

点の整備、集出荷体制の整備、生産供給体制
の確立（ＳＣＭ）

⑤森の資源を余すことなく活用
内容：小規模木質バイオマス発電施設の整備、木

質バイオマスボイラー等の導入促進

＜課題４＞
木材利用の拡大（建築士等への戦略的アプローチ）
＜取り組みの内容＞
①木造建築に精通した建築士等の育成
内容：林業大学校や全国の建築関連団体等との

連携による建築士の育成、木造建築の設
計・技術支援・ノウハウ収集・普及

②施主の木材利用に関する理解の醸成
内容：新たな生活様式を踏まえた施主の木材利

用に関する理解の醸成、ＣＬＴ等の普及
促進、新たな生活様式を踏まえたTOSAZAI
センターによる積極的な提案活動

③マーケティング戦略の強化
内容：非住宅建築物の木造化・木質化の推進(経

済同友会等との連携)、木造住宅への支
援、流通拠点及び土佐材パートナー企業へ
の販路拡大、海外への販売促進

④関西圏での木材利用に関する提案の強化
内容：TOSAZAIセンターに関西駐在員を配置、万

博・IR関連施設への土佐材利用の提案

→ 次頁に続く
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各部局等の今週の動き

令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

林業振興・
環境部
（続き）

＜課題５＞
担い手の育成・確保
＜取り組みの内容＞
①林業大学校の充実・強化
内容：リカレント教育の更なる充実強化、新たな

木造建築士の育成の仕組みづくり、研修生
確保対策の強化

②きめ細かな担い手の育成・確保の強化
内容：女性就業者の確保、オンライン開催等、新型

コロナウイルス感染症対策を施した各種相
談会の開催、小規模林業の推進

③林業事業体の経営基盤の強化
内容：新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ

た事業戦略の策定・実践、森林施業プランナ
ーの育成、事業体の労働環境改善・経営基盤
の強化

＜課題６＞
森林経営管理制度の円滑な推進

＜取り組みの内容＞
①制度に取り組む市町村への積極的な支援
②制度を担う市町村職員の知識・技術力向上

＜課題７＞
自然環境の保全が図られた自然共生社会づくり
＜取り組みの内容＞
①希少動植物保護対策の推進
②清流の保全と活用
③環境を守り育てる人材の育成

＜課題８＞

県立牧野植物園の魅力度アップに向けた機能強化
＜取り組みの内容＞
①磨き上げ整備事業の着実な実施
内容：研究棟の改築や、植物園のバックヤードであ

る長江圃場の高台移転に向けた計画作成
既存駐車場の拡張工事

②集客力の向上に向けた取り組み
内容：集客イベントの充実や県内小中学校向けの

学習プログラムを実施

＜課題９＞

新たな管理型最終処分場整備に向けた取り組みの着

実な推進

＜取り組みの内容＞

①処分場整備に関する環境影響評価や設計

②地域振興策の関係機関との実施

③地域住民の不安解消のための周辺対策の着実な実

施

④現施設の延命化のためのリサイクルの推進

⑤施設整備に係る関係者の負担額等の調整
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

水産振興部 ＜課題＞
新型コロナウイルス感染症対策
＜取り組みの内容＞
①漁業関係団体や流通関係事業者等への状況確認
②国や県の対策の周知・実施
③流通販売促進対策の検討・実施

＜課題１＞
漁業生産の構造改革
＜取り組みの内容＞
①高知マリンイノベーションの推進
内容：４つのＰＴにおいて課題解決のためのプ

ロジェクトテーマの創出・推進
・データベースの構築及び情報発信シス
テム基本設計の仕様の決定・発注
・AIを活用したメジカ漁場予測システム、
メジカ漁獲尾数計測システム、二枚潮、
急潮の発生予測の開発
・赤潮発生予測の開発及び餌止め効果の検
証試験の実施
・自動計量システムの導入促進と電子入札
の試行に向けた関係者協議

②かつお・まぐろ漁業の振興
内容：ア）事業戦略の策定支援による経営力の

向上
イ）かつお・まぐろ漁業の多角的価値の
評価について検討

③養殖生産の拡大
内容：赤潮や魚病被害の軽減対策の実施
④漁場の有効活用の促進
内容：ア）定置網漁業開始に向けた企業への支

援
イ）小型底定置網の試験操業による有用
性の検証

＜課題２＞
市場対応力のある産地加工体制の構築
＜取り組みの内容＞
○加工施設の立地促進や機能等の強化
内容：輸出に対応した加工施設の操業開始に向

けた施設の整備支援

→ 次頁に続く

(1)「高知家の魚応援の店」による高知フェ

アの開催

（10/1～R4.1/31）

「食べて応援！高知家まるごとグルメフ

ェア ～つながる高知家の輪～」

(2)令和3年度日本政策金融公庫（農林水産

事業）業務推進会議

（11/2（火）15:30～16:30 西庁舎）

(3)高知カツオ県民会議幹事会

（11/4（木）11:00～13:00

土佐料理司本店）

(4)水産物食育推進事業

・香美市立舟入小学校

（11/5（金） 舟入小学校）

(5)第4回高岡大敷株式会社の経営改善に係

る指導チーム会

（11/5（金）13:30～14:30

信漁連室戸支店）
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各部局等の今週の動き

令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

水産振興部

（続き）

＜課題３＞
流通・販売の強化
＜取り組みの内容＞
①外商の拡大
内容：ア）「高知家の魚応援の店」との取引拡大に

向けた「応援の店」への訪問活動や県
内事業者とのマッチング強化

イ）関西卸売市場関係者と連携した販売促
進活動の実施

②輸出の拡大
内容：米国や中国等の有望市場でのプロモーシ

ョンの実施や国内外見本市情報の収集、
県内事業者との協議・調整

＜課題４＞
担い手の育成・確保
＜取り組みの内容＞
○新規就業者の育成・確保
内容：ア）フェアへの出展やオンラインによる

就業セミナーの開催などによる漁業
就業希望者の掘り起こし

イ）WEBを活用したＰＲ・サポート体制
の強化

ウ）経営安定に向けた複数漁業種の技術
習得を支援

＜課題５＞
県一漁協構想の推進
＜取り組みの内容＞
①市場統合の推進

内容：須崎の市場整備に向けた協議の実施

②人材育成の推進

内容：研修や実際の経営指導による営漁指導

員の育成を支援

③高知県漁協の経営改善

内容：中期経営計画の進捗管理等への支援

＜課題６＞
漁村での南海トラフ地震対策の加速化
＜取り組みの内容＞
①屋外燃油タンクの撤去を支援

②漁業地域BCPの策定（佐賀地区）と実効性の
向上

③沈廃船処理の加速化
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

土木部 ＜課題＞
新型コロナウイルス感染症対策
＜取り組みの内容＞
①工事現場等における感染予防対策の徹底
②県立公園施設等における感染予防対策の徹底
③クルーズ船寄港時の受入態勢の強化・充実
④県工事の早期発注
⑤最新の情報収集・関係機関との連携

＜課題１＞
南海トラフ地震対策の抜本的強化

＜取り組みの内容＞
①防災・減災インフラの着実な整備
②住宅・建築物の耐震対策の推進
③浦戸湾三重防護事業など河川・海岸堤防の
地震・津波対策の推進
④高知駅秦南町線の整備促進
⑤高知県道路啓開計画の実効性の確保
⑥緊急輸送道路等の沿道建築物の耐震化の促進
⑦建設事業者のＢＣＰ策定の促進

＜課題２＞
豪雨等災害対策の推進
＜取り組みの内容＞
①中小河川の改修など再度災害防止対策の推進
②土砂災害対策の推進

＜課題３＞
観光振興や地場産業など地域経済の活性化を支援
＜取り組みの内容＞
①四国８の字ネットワークの整備促進
②産業振興などを支援するインフラの整備と活用
③建設業活性化プランの実行
④第２期高知新港振興プランの実行

＜課題４＞
中山間総合対策に資するインフラ整備の推進
＜取り組みの内容＞
①空き家の活用など移住促進
②中山間地域の産業などを支える道路の整備促進

＜課題５＞
社会資本整備の効率的・効果的な推進
＜取り組みの内容＞
①社会資本整備推進本部の活用
②長寿命化修繕計画等の着実な実行

(1)第30回写真コンテスト作品展
（9/5（日）～11/3（水）11:00～

のいち動物公園）
(2)第2回開園30周年記念クイズラリー
（10/1（金）～11/30（火）

のいち動物公園）
(3)30年のあゆみ展
（10/16（土）～11/14（日）9:30～16:45

のいち動物公園）
(4)第148回高知県都市計画審議会
（11/1（月）14:00～ 高知共済会館）
(5)高知県測量設計協会との意見交換会
（11/2（火）15:30～17:00 高知会館）
(6)開園30周年記念イベント
（11/3（水）9:30～ のいち動物公園）

(7)令和3年度建設業協会支部訪問
（11/4（木） 高知支部）

(8)「土木工事1日体験」
（11/6（土）9:30～15:00 安芸会場）
(9)デジタル動物園
（11/6（土）～11/7（日）10:00～16:00

のいち動物公園）
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

会計管理局 ＜課題＞

新型コロナウイルス感染症対策

＜取り組みの内容＞

①新型コロナウイルス感染症対策助け合い寄附金
の受入れ
②入札参加資格事業者への適切な情報発信

＜課題１＞
適正な会計事務の推進

＜取り組みの内容＞
①各所属・職員への支援・指導の強化
内容：ア）会計検査結果の分析とフォローアッ

プ
イ）会計事務総合支援本部による支援
ウ）契約事務への重点支援
エ）会計事務に関する情報発信

②職員のスキルアップの推進
内容：ア）チェックポイントに重点を置いた

研修の実施
イ）見やすくわかりやすいＷｅｂ研修の
実施

ウ）課題に応じた会計事務研修の充実
③内部統制（財務に関する事務）の推進
内容：ア）財務事務のリスク評価方法の助言・

指導
イ）評価部署としての評価の着実な実施

④会計事務のデジタル化の推進
内容：ア）AI-FAQの内容充実等

イ）電子収納システムの環境整備

＜課題２＞
効率的な総務事務の推進
＜取り組みの内容＞
①旅費システムの再構築
内容：ア）総合テストの実施

イ）研修環境の構築
ウ）連携システムとの結合試験

②総務事務の外部委託
内容：ア）会計年度任用職員関係事務

イ）共通経費支払事務
ウ）給与支給事務
エ）諸手当認定事務

(1)新型コロナウイルス感染症対策助け合い

寄附金の受付

(2)会計検査

（11/4（木） 須崎総合高等学校）

(3)銀行検査

（11/1（月） 幡多信用金庫入野支店）

（11/4（木） 四国銀行伊野支店）

（11/5（金） 高知銀行池川支店）

(4)入札事務研修

（申込開始 10/15（金））

（受講期間 10/21（木）～11/30（火））

(5)コンプライアンス研修

（受講期間 10/26（火）～12/28（火））
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部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

公営企業局 ＜課題＞
両県立病院における新型コロナウイルス
感染症対策
＜取り組みの内容＞
①福祉保健所等関係機関との連携
②各病院が定めるマニュアルに沿った患者の
来院・受入対応
③ワクチン接種体制の確立

＜課題１＞

県立病院事業の経営の健全化

＜取り組みの内容＞

①第７期経営健全化計画（R3～R7）の推進

内容：ア）地域医療構想を踏まえた県立病院の

果たすべき役割の発揮

イ）地域医療を支えるためのネットワー

クづくり

ウ）医療機能の向上による経営の健全化

エ）医療人材の安定確保

オ）新興・再興感染症への対策の充実・

強化

＜課題２＞

電気事業・工業用水道事業の経営の安定化

＜取り組み内容＞

①電気事業の経営基盤の強化

内容：ア）電力システム改革への柔軟な対応

（電力市場等への対応、電力料金改定）

イ）既設発電設備老朽化対応

（デジタル技術活用による保守省力化）

ウ）脱炭素に向けた取組

（再生可能エネルギー利活用推進）

②工業用水道事業の経営基盤の強化

内容：ア）鏡川工水：管路更新詳細設計及び料金

見直し手続き

イ）香南工水：経営の安定化に向けた取組

＜課題３＞

南海トラフ地震対策、豪雨災害対策への対応

＜取り組み内容＞

①第４期南海トラフ地震対策行動計画への推進

②豪雨災害に備えた管理体制の強化や施設強靭化

(1)令和3年度高知県職員（県立病院）採用
選考試験
・受付期間（10/15（金）～11/12（金））
・試験日（12/4（土）、12/5（日））
・試験区分（助産師、看護師、薬剤師、

診療放射線技師、臨床検査技師、
臨床工学技士、県立病院（電気））
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

教育委員会

事務局

＜課題＞
新型コロナウイルス感染症対策
＜取り組みの内容＞
①学校における感染予防対策の徹底
②再度の感染拡大への備え

＜課題１＞
「第２期教育等の振興に関する施策の大綱」及び「第
３期高知県教育振興基本計画」の推進
＜取り組みの内容＞
①チーム学校の推進
内容：ア）学校の組織マネジメント力を強化す

る仕組みの構築
イ）学力向上対策（特に高知市との連携）

②厳しい環境にある子どもへの支援や子どもの多様
性に応じた教育の充実
内容：障害の状態や教育的ニーズに応じた指導・

支援の充実
③デジタル社会に向けた教育の推進
④地域との連携・協働
内容：ア）遠隔教育システムの活用など中山間

地域における多様な教育機会の確保
イ）県立学校の施設整備（（新）安芸中学
校・高等学校、清水高等学校）

ウ）小規模高等学校の魅力化の推進
エ）地域学校協働本部の活動内容の充実

⑤就学前教育の充実
内容：ア）保幼小の円滑な連携・接続の推進

イ）保育者の親育ち支援力の強化
ウ）教育保育の実践についての客観的な
評価の実施（公立園）

⑥生涯学び続ける環境づくりと安全・安心な教育基
盤の確保
内容：ア）高知国際中学校夜間学級の認知度向上

イ）防災教育の充実
ウ）高知城の防災設備の整備

＜課題２＞
デジタル技術を活用した「学校の新しい学習スタイ
ル」の構築
＜取り組みの内容＞
①「学習支援プラットフォーム」の活用
②ＩＣＴを効果的に活用した「主体的・対話的で深
い学び」の実現（授業づくり講座、情報教育推進リ
ーダー（小学校）の養成及び普及活動等）
③教員のＩＣＴ活用指導力の向上のための体系的な
研修や専門人材による支援体制の確保
④県立高等学校等への１人１台タブレット端末の導
入
⑤高大連携によるデジタル社会に対応した教育の推
進
⑥教職員の業務負担軽減に向けたシステムの効果的
な活用

→ 次頁に続く

(1)保育職場の業務改善研修会
（11/2（火）13:30～16:00

ふくし交流プラザ）
(2)知事表敬訪問（R3全国高等学校総合体育
大会レスリング競技男子個人戦55kg優
勝）
（11/2（火）17:00～17:15 知事室）

(3)県政150年記念事業「学校関連パネル展」
（11/3（水・祝）～11/30（火）

オーテピア）

(4)「教育改革テレビ広報番組（「『みらいス
イッチ』キャリア教育で切り拓く高知の
未来」）放送
（11/6（土）12:00～）

(5)留学フェア2021
（11/6（土）13:30～15:20 オーテピア）
(6)全国高等学校ビブリオバトル2021高知県
大会
（11/7（日）13:00～16:30 オンライン）
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

教育委員会

事務局
（続き）

＜課題３＞
多様な子どもたちの社会的自立に向けた就学前から
高等学校までの切れ目のない教育の充実
＜取り組みの内容＞
①小・中・高が連携したキャリア教育の活用や進路
指導の充実

②スクールソーシャルワーカーの活用強化及び福祉
部門など関係機関との連携強化、支援の充実
③産業系専門高校の魅力向上と情報発信の強化

＜課題４＞
不登校への重層的な支援体制の強化
＜取り組みの内容＞
①不登校担当教員(者)を中心とした各校における不
登校対応の充実・強化
②校内適応指導教室の設置による不登校児童生徒の
支援の研究
③指定地域の教育支援センターにおけるＩＣＴを活
用した自主学習等の研究支援

＜課題５＞
系統的な体力・運動能力の育成等に向けた取組強化
＜取り組みの内容＞
①小中９年間で段階的に体力要素を高めるためのプ
ログラムの作成・活用推進
②令和４年度全国高等学校総合体育大会に向けた準
備と体制整備
③「性に関する指導の手引き」の活用

＜課題６＞
きめ細かな指導体制の整備と学校における働き方改
革
＜取り組みの内容＞
①少人数学級編制による教育効果の検証と今後の在
り方についての検討
②教職員の意識改革の推進と、導入した各システム
の活用による業務の軽減
③「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」に基
づく取組の推進（地域部活動・合同部活動 等）
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

警察本部 ＜課題＞
新型コロナウイルス感染症対策
＜取り組みの内容＞
○感染症に便乗した各種犯罪の抑止と取締りの徹
底

＜課題１＞
総合的な犯罪抑止対策と子供・女性・高齢者等を守
る取り組みの推進
＜取り組みの内容＞

①効果的な犯罪抑止対策の推進

②特殊詐欺被害防止対策の推進
③人身の安全確保対策の推進
④少年の非行防止対策の推進
⑤サイバー空間の脅威への的確な対処
⑥県民の経済生活を脅かす犯罪の取締り

＜課題２＞
悪質・重要犯罪の検挙等
＜取り組みの内容＞
①重要犯罪・重要窃盗犯等の徹底検挙
②特殊詐欺の徹底検挙
③組織犯罪から県民を守るための取り組みの強化

＜課題３＞
交通事故から県民を守る対策の推進
＜取り組みの内容＞
①子供・高齢者等の交通弱者を交通事故から守る対
策の推進
②交通事故分析に基づいた交通安全対策の推進
③悪質・危険運転者対策の強化
④安全で快適な交通環境の整備

＜課題４＞
南海トラフ地震やテロ等への警備諸対策の推進
＜取り組みの内容＞
①災害対処能力の向上と官民連携の推進
②テロを未然に防ぐための対策等の推進
③治安上の脅威となる得る組織等への的確な対処

＜課題５＞
県民の期待と信頼に応える警察活動の推進
＜取り組みの内容＞
①県民に寄り添ったきめ細かな警察活動の推進
②適正な業務運営の推進
③警察活動を支える基盤の強化
④女性活躍とワークライフバランスの推進

(1)歩行者優先を徹底する日
（11/1（月））
(2)シートベルト・チャイルドシートの着用
を徹底する日
（11/4（木））
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

東京事務所 ＜課題＞

新型コロナウイルス感染症対策

＜取り組み内容＞

○時宜を得た提言活動に向けた情報収集

＜課題１＞

令和４年度の国の政策等に対する提言活動等

＜取り組みの内容＞

○政策提言活動に必要な情報収集とフォローアッ

プ等

＜課題２＞

観光、地産外商等の推進

＜取り組みの内容＞

①観光のセールス及び情報発信強化

内容：ア）「リョーマの休日」キャンペーン誘客

に向けた旅行会社等へのセールスと

情報発信

イ）ＭＩＣＥ誘致に向けた企業や団体等

へのセールスと情報発信

②県産品の販路拡大等地産外商の推進

内容：観光物産展の開催による高知県産品と観

光の情報発信

③商工労働部等と連携した企業誘致の推進

＜課題３＞

移住・人材誘致の取り組み

＜取り組みの内容＞

①首都圏における人材確保の取り組み

内容: ア）移住促進・人材確保センターと連携

した企業訪問等の実施

イ）高知県Ｕ・Ｉターン就職相談会のＰ

Ｒや首都圏の大学主催のＵ・Ｉター

ン就職相談会での情報発信

②移住促進の取り組み

ア）移住相談会等における移住関連の情

報発信や移住希望者のフォローアッ

プ

イ）移住促進・人材確保センターとの連

携

＜課題４＞

高知県応援団づくり

＜取り組みの内容＞

○県人会活動などを通じた高知県応援団の拡充

(1)なだ万都道府県別産直フェア『高知県フ

ェア』

（11/1（月）～11/30（火）

なだ万レストラン全国20店舗）

(2)『四国４県アンテナショップフェア（仮）』

（11/3（水）～11/9（火）

西武東戸塚S.C.）

(3)第20回ドリーム夜さ来い祭り

（11/6（土）～11/7（日）

無観客開催（オンラインライブ配信））

(4)清水高校同窓会関東支部・関東土佐清水

会総会・懇親会

（11/6（土）12:30～14:30

土佐清水ワールド東京上野店）
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各部局等の今週の動き
令和3年11月1日～11月7日

部局名 第３四半期の重要な課題及び取り組みの内容 今週の取り組みの日程

大阪事務所 ＜課題＞

関西・高知経済連携強化戦略の実行

＜課題 1＞
観光推進プロジェクト

＜取組内容＞

①「リョーマの休日キャンペーン」ＰＲによる誘客

②自然体験型観光基盤を活用したツーリズムの推

進による誘客

③大阪観光局等と連携した情報発信

④関西の拠点での観光情報の発信

＜課題２＞

食品等外商拡大プロジェクト

＜取り組み内容＞

①大手卸売業者主催の展示商談会への出展

②新たに開発される大規模商業施設の情報収集

及び外商活動

③地域密着型量販店への外商活動

④高知県ゆかりの飲食店等での販売拡大事業の

実施

⑤包括提携企業への外商活動及び企業と連携した

外商活動の実施

⑥土佐材パートナー企業と連携した外商活動の

実施

＜課題３＞

万博・ＩＲプロジェクト

＜取り組み内容＞

①実施主体や参加企業への提案活動及び営業活動

支援

②行政・経済団体・関連企業との人脈の構築

③事業マッチングへの支援

＜課題４＞

ネットワークの拡大･外交業務

＜取り組み内容＞

①関西企業・団体・外国公館とのネットワーク強化

②移住・ＵＩターン促進､関係人口の拡大

③企業誘致

(1)高知フェア

（11/2（火）

ビバ甲子園協同組合１店舗（兵庫県））

(2)木・紙・防災関連製品の展示商談会

（11/4（木）10:00～16:00

あべのハルカス貸会議室（大阪府））

(3)四国エリアでの仕事・働き方を考える

仕事研究＆インターンシップフェア

（11/6（土）13:00～17:00

梅田スカイビルアウラホール（大阪府））

(4)ＪＲ高槻市駅ＤＣイベント

（11/6（土）11:00～16:00

ＪＲ高槻駅（大阪府））
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