３

参加した会議等
年月日

会 議 名 等

平28. 4. 3 中谷

元防衛大臣就任祝賀会

4. 8 第2回歴史を中心とした博覧会準備委員会
4. 9 桜を見る会
4. 10 春の全国交通安全運動における「交通事故死ゼロを目指す日」街頭啓発

会場等
ザ クラウンパレス高知新阪急

高知会館
新宿御苑
丸ノ内緑地～追手筋及び帯屋町アーケード

4.14 都道府県町村会事務局長会議

全国町村会館

4.14 都道府県町村会事務局長研修会（15日まで）

全国町村会館

4.22 第1回高知県芸術文化振興審議委員会

高知共済会館

4.25 高知県地球温暖化防止県民会議総会

高知会館

4.25 第4回「高知家」の家族会議

ホテル日航高知旭ロイヤル

4.26 高知県腎バンク協会監査

高知県医師会サロン

4.26 高知県医療審議会

高知共済会館

4.27 第51回海外地方行政調査説明会

全国町村会館

4.27 全国町村会政務調査会経済農林委員会

全国町村会館

4.27 全国町村会政務調査会

全国町村会館

4.27 高知県消防大会

高知県立県民体育館

5. 9 四国四県町村会会長・事務局長会議

ホテル千秋閣

5.11 第2回高知県建設技術公社理事会

高知県建設技術公社

5.12 全国町村会災害共済事業等事務研修打合会

全国町村会館

5.12 高知県少子化対策推進県民会議平成28年度第1回広報啓発部会

高知県民文化ホール第６多目的室

5.16 第2回高知県芸術文化振興審議委員会

高知共済会館

5.17 高知県救急医療情報センター監査

総合あんしんセンター

5.23 高知県水防協議会

高知共済会館

5.23 高知県のいち動物公園協会第1回理事会

高知県立のいち動物公園会議室

5.25 志国高知幕末維新博推進協議会設立総会

ホテル日航高知旭ロイヤル

5.25 第20回(平成29年度)全国農業担い手サミットinこうち(仮称)実行委員会(第1回)

高知城ホール

5.26 エコサイクル高知第7回通常理事会

高知城ホール

5.27 全国町村会政調幹事会

全国町村会館

5.27 全国町村会政調幹事会(経済農林委員会)

全国町村会館

5.27 高知県市町村軽自動車税運営協議会定例会

高知市総合あんしんセンター

6. 2 高知県救急医療情報尾センター理事会

総合あんしんセンター

6. 3 内藤総務省大臣官房審議官勉強会

高知県庁正庁ホール

6. 7 高知県国際交流協会第1回理事会

高知共済会館

6. 8 高知県文化財団評議員会

高知県立美術館

6.14 高知県租税教育推進協議会定期総会

高知税務署

6.15 全国町村会政調幹事会・都道府県町村会事務局長会議・災害共済事務連絡会議 全国町村会館
6.15 熊本地震における職員派遣御礼会

山王パークタワー「聘珍樓」

6.16 全国自治協会評議員会

全国町村会館

6.16

全国町村会館

全国町村会理事会・都道府県町村会長会・全国町村職員生活協同組合総代会・政務調査会

6.17 テレビ高知株主総会

ホテル日航高知旭ロイヤル

6.20 高知県救急医療情報尾センター評議員会

総合あんしんセンター

6.21 第8回高知県ドクターヘリ運航調整委員会

高知医療センター

6.23 高知県漁業振興課補助金審査会

高知県西庁舎

6.23 高知県環境検査センター第7回評議員会

高知県環境検査センター

年月日

会 議 名 等

会場等

6.27 高知県国際交流協会第1回評議員会

高知共済会館

6.27 高知県地産外商公社評議員会

高知サンライズホテル

6.29 第3回高知県文化技術振興ビジョン審議委員会

高知共済会館

7. 7 全国町村会理事会(都道府県町村会長会)

全国町村会館

7. 7 全国町村会政務調査会経済農林委員会

全国町村会館

7. 7 国と町村の農林水産政策に関する講話会

全国町村会館

7. 8 高知県・安徽省友好交流委員会総会

高知会館

7.19 高知県医療審議会医療法人部会

高知共済会館

7.25 高知県交通安全対策会議

高知県立文学館

7.29 交通安全推進県民会議交通安全推進幹事会

高知県立県民文化ホール第6多目的室

8. 1 二十一世紀の高知県警察を語る会

高知県警察本部

8. 4 高知空港「空の日」・「空の旬間」記念事業実行委員会

高知龍馬空港

8. 4 四国四県町村会・町村議会議長会事務局長会議

自治会館

8.19 高知県航空利用促進協議会総会

高知共済会館

8.19 高知県文化芸術振興ビジョン審議委員会

高知共済会館

8.26 高知県少子化対策推進県民会議平成28年度第2回広報啓発部会

高知県立文学館

8.30 高知県青果物基金協会臨時総会

高知県園芸農業協同組合連合会

8.31 高知県児童福祉審議会総会

高知県庁正庁ホール

9. 1 高齢者交通事故防止キャンペーン開始式及び高齢者1万人訪問活動出発式

高知県検察本部正面玄関帯屋町アーケード

9. 2 第５回「高知家」の家族会議

ホテル日航高知旭ロイヤル

9. 7 全国町村会災害共済事務連絡会議

全国町村会館

9. 8 全国町村会理事会(都道府県町村会長会)

全国町村会館

9.15 全国町村会災害共済加入推進会議（16日まで）

全国町村会館

9.16 第38回全国豊かな海づくり大会準備委員会（第2回会議）

高知県庁本庁舎2階第2応接室

9.19 中谷

高知サンライズホテル

元前防衛大臣慰労会

9.21 秋の全国交通安全運動出発式及び街頭啓発

高知県庁正面玄関前帯屋町アーケード

9.27 生活福祉資金貸付審査等運営委員会

ふくし交流プラザ

9.27 第５回高知県文化芸術振興ビジョン審議委員会

高知共済会館

9.30 第1回まんが王国・土佐推進協議会総会

高知会館

10 .3 第3回「高知家」の大家族会議

高知県立県民文化ホール

10 .3 「土佐の日」大懇親会

三翠園

10. 4 全国市町村水産業振興対策協議会理事会

全国町村会館

10.12 地方行財政講習会（13日まで）

ホテル・ルポール麹町

10.19 第3回志国高知幕末維新博推進協議会

ホテル日航高知旭ロイヤル

10.20 全国道路利用者会議第66回全国大会

広島国際会議場

10.21 フェスティバル土佐・第45回ふるさとまつり開会式

みどりの広場

10.21 全国町村会理事会・政務調査会

全国町村会館

10.24 第2回高知県担い手育成団体支援事業審査会

高知県庁西庁舎

10.27 高知県消費生活審議会

高知会館

11. 1 全国町村会事務総長視察

大豊町

11. 1 高知県戦没者追悼式

高知県立県民文化ホール

11. 1 中国・四国各県町村会災害共済事務連絡会議

岡山市

11. 5 平成28年度大規模津波防災総合訓練

高知新港

11. 9 安全・安心の道づくりを求める全国大会

砂防会館

別館

年月日

会 議 名 等

会場等

11.11 高知県青果物基金協会第1回理事会

高知県園芸農業協同組合連合会

11.15 全国町村会理事会(都道府県町村会長会)

全国町村会館

11.15 「町村の振興を考える会」意見交換懇談会

全国町村会館

11.16 全国町村長大会

ＮＨＫホール

11.17 水産振興・漁村活性化推進大会全国市町村水産業振興対策協議会定期総会 全国町村会館
11.17 国保制度改善強化全国大会

日比谷公会堂

11.29 土佐ＦＢＣⅡ企画運営委員会

高知大学農学部

12. 7 全国町村会政調幹事会・都道府県町村会事務局長会議・災害共済事務連絡会議 全国町村会館
12. 8 高知県歯と口の健康づくり推進協議会

高知県歯科医師会館

12. 9 共済基準額見直しに係る説明会

全国町村会館

12.14 四国四県町村会事務連絡会議

香川県自治会館

12.19 高知県観光コンベンション協会理事会及び忘年会

城西館

12.27 高知県農業再生協議会第1回臨時総会

ＪＡ高知ビル

平29. 1. 4 平成２９年新年祝賀名刺交換会

ザ クラウンパレス新阪急高知

1.12 へき地医療医師確保に関する要望

事務局長室

1.17 高知県移住推進協議会

高知サンライズホテル

1.20 高知県産業振興計画第2回フォローアップ委員会

高知サンライズホテル

1.26 全国自治協会評議員会

全国町村会館

1.26 全国町村会理事会・全国町村職員生活協同組合総代会

全国町村会館

1.26 都道府県町村会正副会長交流会

全国町村会館

1.26 都道府県町村会正副会長意見交換交流会

全国町村会館

2. 1 行政懇談会

高知会館

2. 1 経済農林委員会（2日まで）

岐阜県

2. 3 平成28年度農林業基本対策審議会

高知城ホール

2. 9 高知県消費生活審議会

高知共済会館

2. 9 「高知カツオ県民会議」立ち上げ準備委員会及び懇親会

ホテル日航高知旭ロイヤル

2.13 まんが王国・土佐推進協議会総会

高知城ホール

2.13 高知県少子化対策推進県民会議平成28年度第3回広報啓発部会

高知城ホール

2.15 高知県共同募金会第273回理事会

ふくし交流プラザ

2.16 第38回全国豊かな海づくり大会高知県実行委員会幹事会

高知県庁本庁舎地下第3・第4会議室

2.16 高知県献血推進協議会

高知共済会館

2.17 高知県文化芸術振興ビジョン審議委員会

高知サンライズホテル

2.20 第３回歯と口の健康づくり推進協議会

高知県歯科医師会館

2.23 高知県青果物基金協会第３回理事会

高知県園芸農業協同組合連合会

2.24 人事試験に関する研修会

日本人事試験研究センター

3. 2 土佐FBC修了認定式

高知大学（南国市）

3. 2 都道府県町村会政務担当職員研修会（3日まで）

全国町村会館

3. 7 受託事業特別会計関連等担当職員打合会議

自治会館

3.13 高知県救急医療情報センター理事会

総合あんしんセンター

3.14 高知県スポーツ振興財団理事会

高知県立春野総合運動公園管理事務所会議室

3.14 高知県児童福祉審議会施設部会「里親認定委員会」

高知会館

3.15 高知県観光コンベンション協会第4回理事会

高知共済会館

3.16 高知県幼保連携型認定こども園審議会

高知県庁西庁舎

3.16 土佐FBC修了式

高知城ホール

年月日

会 議 名 等

会場等

3.22 高知県のいち動物公園協会第4回理事会

のいち動物公園会議棟

3.22 高知県人権啓発センター理事会

高知県立人権啓発センター

3.22 第20回全国農業担い手サミットinこうち第2回実行委員会

高知共済会館

3.23 高知県児童福祉審議会総会

高知県庁正庁ホール

3.23 エコサイクル高知第8回通常理事会

高知会館

3.24 高知県国際交流協会評議員会

高知共済会館

3.27 第38回全国豊かな海づくり大会高知県実行委員会第2回総会

高知共済会館

3.27 高知県航空利用促進協議会総会

ちより街テラス

3.27 高知県腎バンク協会理事会

高知共済会館

3.28 高知県共同募金会第274回理事会

ふくし交流プラザ

3.28 高知県災害医療対策本部会議

高知県正庁ホール

