
各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

総務部 １ テレワーク推進期間
（4/20（火）～6/18（金））

２ 令和３年度 第１回税外未収金対策幹事会

（6/1(火) 10:00～12:00 公文書館）

３ 選挙出前授業

（6/4（金）11:15～12:30 北高校）

（6/9（水）13:25～14:15 土佐女子高校）

（6/14（月）17:50～18:30 中芸高校（夜間部））

（6/23（水）14:20～15:10 追手前高校吾北分校）

４ 全国知事会議（Web開催）

（6/10（木） 第一応接室）

５ 第112回高知県公益認定等審議会

（6/11（金）9:30～11:30 県庁本庁舎地下第５会議室）
６ 職員採用試験の実施
①6/12（土）・6/13（日）実施 申込受付終了
・獣医師
・薬剤師
・社会福祉（児童自立支援専門員）
・保健師
②6/20（日）（第1次試験）実施 申込受付終了
・上級
・社会人経験者（行政）
・社会人経験者（UIJターン枠）（土木、林業）
７ 令和３年度第２回高知県公文書開示審査会第二小委員会
（6/14（月）14：00～ 高知会館３階「弥生」）
８ 令和３年度第１回高知県総合教育会議
（6/15（火）10:30～12:00 高知共済会館）

９ 「再び、濵田が参りました」

（6/18（金） 越知町）

10 令和３年度第２回税外未収金対策研修会

（6/22（火）13:30～15:30 正庁ホール）
11 第31回高知県行政不服審査会
（6/23（水）10:00～12:00 高知会館３階「弥生」）
12 令和３年度四国圏広域地方計画協議会幹事会 ※Web会議の可能性あり
（6/24（木）14:40～16:30 高松サンポート合同庁舎）

【参考】

○６月議会日程

・開会（6/24（木））

・一般質問（6/29（火）～7/1（木））

・常任委員会（7/2（金）～7/6（火））

・閉会（7/8（木））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

東京事務所 １ ＭＯＣＴＩＯＮ第２回高知県出展
（6/2（水）14:00～17:00 新宿パークタワー）
２ 大田市場まつり
（6/3（木）～6/5（土） 東急ストアアトレ大森店）
３ 専修大学 「実家でくらす、地元で働く」Ｕ・Ｉ・Ｊターン合同説明会
（6/3（木）12:20～13:00，17:00～17:40 オンライン開催）

４ ＣＬＴで地方創生を実現する議員連盟総会
（6/4（金）8:00～9:00 参議院議員会館）
５ 林業復活・地域創生を推進する国民会議
（6/7（月）13:00～15:00 オンライン開催）
６ 第14回高知県人オンライン交流会
（6/12（土）17:00～19:00 オンライン開催）

７ 神奈川大学 Ｕ・Ｉターン 地方就職＆インターンシップ オンライン説明・
相談会

（6/21（月）12:45～14:30 オンライン開催）
８ 日本下水道協会総会
（6/25（金）13:30～15:30 シェーンバッハ・サボ－）
９ 早稲田大学 自治体別オンラインＵＩＪターン就職説明会
（6/28（月）～6/29（火）12:10～13:00 オンライン開催）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

危機管理部 １ 第69回南海トラフ地震対策推進本部会議

（6/3（木）15:00～16:30 第二応接室）

２ 令和3年度高知県女性防火クラブ連絡協議会理事会

（6/14（月）14:00～16:00 高知城ホール）

３ 令和3年度第1回緊急地震速報訓練

（6/17（木）10:00頃 高知県庁他）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

健康政策部 １ 令和３年度高知県職員（公衆衛生医師）採用選考考査

・受付期間（5/14（金）～6/14（月））

・試験日（7/3（土）9:00～ 県庁本庁舎）

２ 広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）入力訓練

（6/2（水）9:00～17:00 Web訓練）

３ 第11回高知県周産期医療災害ワーキング

（6/4（金）19:00～21:00 Web会議）

４ 新型コロナウイルスワクチン医療従事者向け優先接種（特設会場）

（6/5（土）～6/6（日）9:00～16:00 高知市総合あんしんセンター）

５ 令和３年度第１回高知県南海トラフ地震時重点継続要医療者支援マニュアル

検討会

（6/10（木）18:30～20:30 第二応接室）

６ 令和３年度特定保健指導従事者育成研修会（初任者編）

（6/14（月）10:00～16:00 Web研修）

７ 令和３年度公益財団法人ひかり協会事業行政協力懇談会

（6/15（火）10:00～12:00 Web会議）

８ 第３回周産期メンタルヘルス対策評価検討会

（6/18（金）19:00～21:00 Web会議）

９ 認知症サポーター養成講座

（6/22（火）10:00～11:30 高知新聞放送会館東館８階階段会議室）

10 令和３年度第１回日本一の健康長寿県構想推進会議

（6/24（木）15:00～17:00 第二応接室）

4/22



各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

子ども・福祉政策
部

１ 令和３年度高知県発達障害児等支援スキルアップ研修

（6/1（火）、6/15（火）9:00～12:00 オンライン配信）

２ 「マッチングサポーター」養成講座

・安芸市

（6/5（土）10:00～12:00 こうち出会いサポートセンター安芸センター）

・高知市

（6/19（土）10:00～12:00 こうち出会いサポートセンター）

３ 「高知で恋しよ!!マッチング」出張登録閲覧会

・スペシャル登録会（ヘアメイク＆写真撮影付き）

（6/6（日）10:00～17:00 のいちふれあいセンター）

・出張登録閲覧会

（6/9 （水）13:00～19:00、6/17（木）17:30～19:30 香美市立中央公民館）

（6/23（水）、6/24（木）15:00～20:00 宿毛文教センター）

４ 婚活サポーター地区別交流会

・西部地区

（6/6（日）13:30～15:00 四万十市立文化センター）

５ 令和３年度市町村乳幼児健診従事者のためのスキルアップ研修会

「発達が気になる子どもの保護者支援」

（6/11（金）13:00～16:45 窪川四万十会館）

（6/14（月）13:00～16:45 高知県自治会館）

６ 令和３年度第1回ギャンブル等依存症対策推進協議会

（6/14（月）18:30～20:30 共済会館）

７ 世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間記念映画上映会

「トスカーナの幸せレシピ」

（6/20（日）①10:00～12:00、②14:00～16:00 自由民権記念館民権ホール）

８ 令和３年度第１回日本一の健康長寿県構想推進会議

（6/24（木）15:00～17:00 第二応接室）

９ 地域子育て支援センター施設長等研修

（6/28（月）10:00～12:00 ふくし交流プラザ）

10 令和３年度発達障害に関するセミナー「“みてわかる”支援と環境づくり講座」

（6/29（火）、6/30（水）①9:15～12:00、②13:15～16:00

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 ６月の主要な取り組み予定

文化生活

スポーツ部

１ 令和３年度JICAボランティア（JICA海外協力隊）春募集に関する広報

（募集期間：5/20（木）～6/30（水）

募集要項配布：県庁１階県民室入口の募集要項コーナー及びＪＩＣＡ四国

高知デスク（高知市本町4－1－37、(公財)高知県国際交流協会内）で配布）

２ 公益財団法人高知県文化財団理事会

（6/1（火）13:30～15:30 美術館）

３ 令和３年度第１回市町村犯罪被害者等支援施策担当者会議

（6/2（水） メール等による情報提供 ）

４ 令和３年度全国私立中学高等学校私学経営研修会

（6/3（木）13：30～14：00

ホテル日航高知旭ロイヤル３階「ゴールデンパシフィック」）

５ サントリー酒類株式会社による知事表敬訪問

（6/4（金）13:00～13:45 第一応接室）

６ 産業人材定着支援事業 面接審査

（6/6（日）8:50～16:00 本町ビル）

７ まんが甲子園応募校数記者発表

（6/9（水） 県政記者室投げ込み（予定））

８ 東京オリパラホストタウン交流事業「チェコ・シンガポールのPR展示」

（6/10（木）～6/16（水） オーテピア高知図書館）

９ 東京オリパラホストタウン交流事業「ホストタウンフレーム切手」贈呈式

（6/10（木）PM（調整中） オーテピア高知図書館）

10 第39回安芸全国書道展表彰式

（6/13（日）13:30～16:00 安芸市民会館）

11 まんが塾（第１回）

（6/13（日） 高知まんがＢＡＳＥ）

12 第１回高知県雇用対策協定運営協議会

（6/15（火）14：00～16：00 オーテピア4階集会室）

13 高知龍馬マラソン実行委員会 令和３年度第１回総会

（6/16（水）14:00～15:00 高知県民文化ホール「グリーンホール」）

14 多重債務者対策出前講座

（6/17（木）、6/24（木）10:30～12:00 高知大学）

15 まんが甲子園予選審査会・予選通過校記者発表

（6/18（金） 正庁ホール、プロム船橋１会議室（千葉県））

16 公益財団法人高知県文化財団評議員会

（6/21（月）13:30～15:30 美術館）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

文化生活

スポーツ部
（続き）

17 人権教育担当主事等連絡会

（6/22（火）13：00～17：15）

18 高知県公立大学法人経営審議会

（6/23（水）14：00～16：00 高知県公立大学法人 永国寺キャンパス）

19 アルビレックス新潟高知県フェア

（6/26（土）18:00～ アルビレックス新潟VS水戸ホーリーホック

デンカビッグスワンスタジアム（新潟県））

20 公益財団法人土佐山内記念財団評議員会

（6/29（火）時間未定 高知城歴史博物館）

21 第２回高知県日本語教育推進会議（日程調整中）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

産業振興推進部 １ 食品安全マネジメント研修
（6/1（火） オンライン形式）
２ ＨＡＣＣＰ補講
（6/16（水）10:00～17:00 高知会館）
３ マーケティング実践講座
（6/17（木） ちより街テラス）
４ 第１回産業振興計画フォローアップ委員会
（6/22（火）13:30～15:30 三翠園）
５ 食品表示研修（一括表示作成）
（6/22（火）13:30～17:00 オーテピア図書館）
６ 台北国際食品展「FOOD TAIPEI」
（6/23（水）～6/26（土） 台北（台湾））
７ 高知県貿易協会貿易記念日事業

（6/24（木）15:15～17:15 サンピアセリーズ）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

産業振興推進部
（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（KSP）
○起業ベーシックコース
・ワークショップ
（6/5（土）13:00～17:00 オンライン）
（6/26（土）13:00～17:00 ココプラ）
・メンタリング
（6/11（金）、6/12（土）13:00～ ココプラ）
○交流会
（6/19（土）14:00～16:00 オーテピア）
○事業計画策定セミナー
（6/20（日）10:00～12:30 ココプラ）
○出張起業相談（嶺北地区）
（6/23（水）10:00～15:00 土佐町農村環境改善センター）
２ 土佐ＭＢＡ
【本科】
○応用講座
「オンラインでも使えるロジカルコミュニケーション」
（6/23（水）13:00～17:00 オンライン開催）
○経営戦略パワーアップ講座「ビジネストレンドセミナー」
「医療とDX（デジタルトランスフォーメーション）

－高知が牽引する『医療×VR』－」
（6/28（月）～7/5（月） ネット配信）
（7/5（月）14:00～14:30 質疑応答ライブ配信）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

産業振興推進部
（大阪事務所）
（名古屋事務所）
（地産外商公社）

１ 高知フェア
（5/7（金）～6/30（水） 大和野菜イタリアンナチュラ（奈良県））
（6/3（木）～6/10（木） フレッシュコア１店舗（兵庫県)）
（6/5（土）、6/6（日） スター株式会社（滋賀県））

（6/10（木）～6/13（日） フジグラン高知（高知県））

（6/18（金）、6/19（土） 株式会社ビッグ・ナラ（奈良県））
（6/25（金）～6/27（日） 株式会社ライフコーポレーション（大阪府他））

２ 四国フェア

（6/5（土）、6/6（日） 三徳（東京都））

（6/7（月）～6/9（水） ジョイエール月見山１店舗（兵庫県））

３ 第28回理事会

（6/9（水） 高知共済会館）

４ 愛調会定例研究会（高知の食材による郷土料理などの講習会）

（6/14（月）14:30～16:00 愛知県調理師会館（愛知県））

５ 三井食品フードショー

（6/16（水）10:00～17:00、6/17（木）10:00～16:00

パシフィコ横浜（神奈川県））
６ 初夏の高知うまいもん巡り
（6/18（金）、6/19（土） 株式会社ビッグ・ナラ（奈良県））

７ 名古屋空港から出かけよう！「第８回日本各地の名産・観光巡りフェア」

（6/26（土）11:00～18:00、6/27（日）10:00～17:00

オアシス２１「銀河の広場」（愛知県））

８ 第12回評議員会

（6/30（水） 高知共済会館）

９ 北陸中央食品展示商談会

（6/30（水） 富山産業展示会（富山県））
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

中山間振興・交通
部

１ 中山間対策の総合的な推進
・第１回中山間総合対策本部会議
（6/4（金）14:00～16:00 第二応接室）
・特産品販売会 集落活動センターうらのうち
（6/26（土）9:00～14:00 とさのさと）
２ 移住促進と人材確保の一体的展開
・Ｕ・Ｉターン就職・転職個別相談会
（東京会場：6/5（土）10:00～17:00

高知県移住促進・人材確保センター東京オフィス）
（大阪会場：6/13（日）10:00～16:00 第二吉本ビルディング）
（名古屋会場：6/19（土）10:00～16:00 名古屋オフィスパーク名駅）
（福岡会場：6/26（土）10:00～17:00 ＪＲ博多シティ）
・高知暮らしフェア（Meets奥四万十）
（6/12（土）10:00～18:00 Zoom使用）
３ 鳥獣対策の推進
・狩猟免許更新適性検査
（6/3（木）11:00～13:00 県立ふくし交流プラザ）
（6/8（火）11:00～13:00 安芸市総合社会福祉センター）
（6/10（木）11:00～13:00 須崎市立市民文化会館）
（6/14（月）11:00～13:00 香南市香我美市民館）
（6/17（木）12:00～14:00 宿毛市総合運動公園市民体育館）
（6/18（金）11:00～13:00 四万十市防災センター）
（6/21（月）11:00～13:00 田野町ふれあいセンター）
（6/23（水）11:00～13:00 本山町プラチナセンター）
（6/25（金）12:00～14:00 室戸市保健福祉センターやすらぎ）
（6/29（火）11:00～13:00 高知市春野文化ホールピアステージ）
４ 公共交通の維持・確保、活性化
・土佐くろしお鉄道株式会社株主総会
（6/15（火）13:30～ 共済会館）
・中央地域公共交通改善協議会
（6/22（火）10:00～ とさでん交通株式会社）
・高知空港ビル株式会社株主総会
（6/23（水）11:00～ 三翠園）
・ＦＤＡフェア（第８回日本各地の名産・観光巡りフェア）
（6/26（土）11:00～18:00 名古屋市 オアシス21）
（6/27（日）10:00～17:00 名古屋市 オアシス21）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

商工労働部 １ FOOMA JAPAN 2021（国際食品工業展）
（6/1（火）～6/4（金）10:00～17:00 愛知スカイエキスポ）

２ こうち産業振興基金審査会
（6/2（水）未定 ぢばさんセンター）

３ 令和３年度高知県働き方改革トップセミナー
（6/4（金）15:30～17:00 城西館）

４ 産業振興センター第１回理事会
（6/9（水）10:00～12:00 ぢばさんセンター）

５ Googleマイビジネス入門セミナー
（6/9（水）13:30～14:30 ぢばさんセンター）

６ ものづくり地産地消推進会議
（6/9（水）13:30～15:30 ぢばさんセンター）

７ 社会人スタートダッシュセミナー
（6/9（水）13:30～17:00 高知会館、
6/10（木）13:30～17:00 四万十市社会福祉センター）

８ メニュー表デザインのコツセミナー
（6/11（金）13:30～15:00 ぢばさんセンター）

９ 産業振興センター職員採用試験第二次試験
（6/12（土）未定 ぢばさんセンター）

10 高知県雇用対策協定運営協議会
（6/15（火）14:00～16:00 オーテピア）

11 オンラインものづくり総合技術展プロポーザル審査会
（6/16（水）9:00～12:00 ぢばさんセンター）

12 働き方改革推進職場リーダー養成セミナー（第１回）
（6/17（木）13:00～16:30 ちより街テラス）

13 スマホで写真撮影セミナー
（6/17（木）13:30～15:00 ぢばさんセンター）

14 第１回デジタル化セミナー
（6/18（金）13:00～16:00 ちより街テラス、
6/25（金）13:00～16:00 安芸市民会館、
6/28（月）13:00～16:00 須崎市民会館、
6/29（火）13:00～16:00 中村商工会議所）

15 産業振興センター職員採用試験第三次試験
（6/20（日）未定 ぢばさんセンター）

16 Webサイト・SNSバナー作成セミナー
（6/22（火）13:30～15:00 ぢばさんセンター）

17 Instagramビジネス活用入門
（6/23（水）13:30～15:00 ぢばさんセンター）

18 高知県外国人生活相談センター運営協議会
（6/23（水）未定(ＰＭ) 人権啓発センター）

19 産業振興センター第１回評議員会
（6/24（木）10:00～12:00 ぢばさんセンター）

20 事業戦略支援会議
（6/30（水）13:15～15:00 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 ６月の主要な取り組み予定

観光振興部 １ 旅行会社個別セールス
(6/1（火）～6/2（水） 愛知県・静岡県（パーソナル、メディア系））
(6/9（水）～6/10（木） 福岡県・熊本県（パーソナル、メディア系））
(6/15（火）～6/17（木）

広島県・鳥取県・島根県（パーソナル、メディア系））

(6/28（月）～6/29（火）

大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県（教育旅行系））

２ 土佐の観光創生塾（基礎編、実践編合同開催（第１回・第２回））

（中部：6/22（火）13:00～16:45 高知市（クンペル高知））

（西部：6/23（水）13:00～16:45 黒潮町（ふるさと総合センター））

（東部：6/28（月）13:00～16:45 田野町（ふれあいセンター））

※Ｗｅｂオンラインを併用して開催

３ 「星ふるヴィレッジTENGU」落成式

（6/25（金）津野町（星ふるヴィレッジTENGU））

※上記は5/31時点の予定であり、感染状況等を踏まえて中止・延期となる可
能性がある
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

農業振興部 １ 大型特殊免許（農耕車限定）取得のための技能講習及び技能試験
・技能講習
（6/1（火）、6/8（火）8:30～17:00 ＪＡ高知ビル駐車場）
・技能試験
（6/3（木）、6/10（木）10:30～ 高知県運転免許センター）

２ 高知青果フェア
（6/3（木）～6/5（土） 東急ストア アトレ大森店）
３ ＩｏＰ推進機構理事会
（6/5（土）13:00～15:00 オンライン）
４ 高知県種苗センター総会・臨時理事会
（6/8（火）10:30～12:00 ＪＡ高知県営農販売事業本部）
５ 令和３年度新嘗祭献穀田田植式
（6/10（木）13:30～14:30 宿毛市平田（献穀田））
６ 高知の花展示ＰＲ
（6/12（土）～6/18（金）

カフェレクセル 東京国際フォーラム店、丸の内ビルディング店）

７ 高知県肉用子牛価格安定基金協会・理事会

（6/15（火）13:00～17:00 高知会館）
８ 高知県農業会議通常総会
（6/16（水）13:10～14:50 セリーズ）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

林業振興・環境部 １ 高知県山村林業振興基金第1回理事会

（6/1（火）10:30～ 森連会館）

２ 高知県森林整備公社理事会

（6/1（火）13:30～ 森連会館）

３ 原木増産・造林担当ヒアリング

（6/2（水） 須崎林業事務所）

（6/7（月） 中央東林業事務所）

（6/9（水） 中央西林業事務所）

（6/21（月） 嶺北林業振興事務所）

（6/22（火）、6/23（水） 幡多林業事務所）

（6月中 安芸林業事務所 ※調整中）

４ 第1回 特用林産推進チーム会

（6/3（木）13:30～15:00 高知城ホール）

５ 大豊町立川地区の砂防事業・治山事業打合せ

（6/3（水） 嶺北森林管理署）

６ 国産木材MOCTION

（6/3（木）～6/8（火） 東京都新宿区OZONE）

７ CLTで地方創生を実現する議員連盟第9回総会

（6/4（金）08:00～09:00 WEB会議）

８ 第7回林業復活・地方創生を推進する国民会議

（6/7（月）13:00～15:00 WEB会議）

９ 高知都市木造ワーキング

（6/10（木）13:00～17:00 ちより街テラス）

10 株式会社とされいほく第2回取締役会

（6/12（土）13:30～ 株式会社とされいほく）

11 会計検査院会計実地検査

（6/14（月）～6/16（水） 県下一円）

12 高知県山村林業振興基金定時評議員会

（6/17（木）10:30～ 森連会館）

13 高知県リサイクル製品等認定制度パネル展

（6/17（木）～6/30（水） オーテピア共同楽習スペース）

14 株式会社とされいほく株主総会・第3回取締役会

（6/19（土）10:00～ 株式会社とされいほく）

15 幡多地区増産・再造林協議会

（6/22（火）幡多林業事務所 ※調整中）

16 高知県森林整備公社定時社員総会

（6/23（水）13:30～ 森連会館）

17 公益財団法人エコサイクル高知定時評議員会

（6/24（木）15:00～16:00 高知会館）

18 公益財団法人エコサイクル高知臨時理事会

（6/24（木）16:30～17:00 高知会館）

19 令和2年度高知県山林協会第3回理事会

（6/25（金） 高知会館）

→ 次項に続く
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

林業振興・環境部
（続き）

20 四国電力株式会社株主総会

（6/25（金） 四国電力高松本店）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

水産振興部 １ 事業戦略策定支援委託業務公募型プロポーザル審査委員会
（6/3（木）9:00～ 高知共済会館）
２ 地産外商公社（大阪事務所）定例会（外商活動支援事業に係る協議）
（6/3（木） WEB開催）
３ 高知マリンイノベーション情報発信システム基本設計委託業務公募型プロポ

ーザル審査委員会
（6/8（木）午後 オーテピア高知図書館）
４ 令和３年度過年発生災害復旧事業等の再調査
（6/14（月）～6/16（水） 場所未定）
５ 高知県漁業協同組合連合会総会
（6/17（木）午後 水産会館）

６ 高知県信用漁業協同組合連合会総会
（6/17（木）午後 水産会館）

７ 高知県漁業協同組合総代会
（6/26（土）13:30～ 水産会館）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

土木部 １ 企画展「薮内正幸原画展」
（6/3（木）～7/6（火） のいち動物公園）
２ 仁淀川水系流域治水協議会、仁淀川大規模氾濫に関する減災対策協議会、仁
淀川水防連絡会
（6/3（木）午後 場所未定）
３ 物部川水系流域治水協議会、物部川大規模氾濫に関する減災対策協議会、物
部川水防連絡会
（6/4（金）午前 場所未定）
４ 本州四国連絡高速道路関係府県市連絡会議
（6/8（火）13:30～ 場所・開催方法未定）
５ のいち動物公園評議員会
（6/15（火）15:00～17:00 高知共済会館）
６ デジタル動物園（第1回）
（6/19（土）～6/20（日）、6/26（土）～6/27（日） のいち動物公園）
７ 奈半利川水利対策協議会
（6/21（月）10:30～ 奈半利町町民会館）
８ 令和３年度高知県木造住宅耐震診断士講習会
（6/30（水）9:00～17:20 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 ６月の主要な取り組み予定

会計管理局 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窓口

２ 会計事務基礎研修（オンライン研修）

（4/2（金）～6/30（水））

３ 会計検査

（6/4（金） 室戸高等学校）

（6/8（火） 安芸警察署）

（6/10（木） 高知南中学校・南高等学校）

（6/14（月） 中央東県税事務所）

（6/18（金） 佐川警察署）

（6/22（火） 高知追手前高等学校）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

公営企業局 １ 県立病院職員採用試験

（6/12（土）、6/13（日） 職員能力開発センター）

２ 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）

３ 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 ６月の主要な取り組み予定

教育委員会 １ 小中学校人権教育主任連絡協議会等

（6/1（火）～6/10（木） 田野町総合文化施設ふれあいセンターほか）

２ 若者の学びなおしと自立支援事業地区別連絡会･高等学校担当者会

（6/1（火）～6/17（木） ふくし交流プラザほか）

３ スクールカウンセラー等研修講座

（6/6（日）10:00～16:00 高知青少年の家）

４ 定例教育委員会

（6/9（水）13:30～17:00 教育委員室）

５ スクールソーシャルワーカー活用事業連絡協議会

（6/11（金）13:00～17:00 高知青少年の家）

６ 第74回高知県高等学校体育大会（水泳競技、女子バレーボール）
（6/12（土）～6/14（月） くろしおアリーナほか）
７ 高知県総合教育会議
（6/15（火）10:30～12:00 高知共済会館）

８ 第１回高知県高等学校就職対策連絡協議会

（6/18（金）10:00～12:00 高知共済会館）

９ 四国高等学校選手権大会

（6/18（金）～6/21（月） 青少年センターほか）

10 高知県公立学校教員採用候補者選考審査第１次審査

（6/19（土）8:50～12:40 高知小津高等学校ほか）

11 高知県教育文化祭50周年記念式典、開幕式
（6/19（土）9:45～10:35 県民文化ホール）

12 不登校担当教員スキルアップ研修会

（6/21（月）13:30～16:30 高知青少年の家）

13 防災教育研修会

（6/21（月）～8/31（火） オンライン）

14 高知県人権教育推進協議会

（6/22（火）10:00～12:00 人権啓発センター）

15 ＰＴＡ・教育行政研修会（幡多地区）
（6/27（日）13:10～16:30 四万十市立文化センター）
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各部局等の主要な取り組み

部局名 ６月の主要な取り組み予定

警察本部 １ 令和３年度高知県警察職員［少年補導職員］採用選考考査第１次試験
（6/5（土））
２ 令和３年度高知県警察官Ａ採用試験第１次試験
（6/5（土））
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