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中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて
中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの現状現状現状現状

■人口減少■人口減少■人口減少■人口減少とととと高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進展進展進展進展

・本県は、全国と比較して人口の減少が１５年先行し、 特に、中山間地域では、人口の減少による

過疎化の進展が著しい。

【中山間地域の人口 [Ｓ３５年] 513,869人→ [Ｈ１７年] 317,359人 ５０年間で約２０万人の減少】

･また、高齢化の進行も著しく、特に、中山間地域ではその傾向が顕著である。

【高齢化率：Ｓ３５＝８．１％ → Ｈ１７＝２５．９％ まで上昇】
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○人口○人口○人口○人口のののの減少減少減少減少がががが引引引引きききき起起起起こすこすこすこす環境環境環境環境のののの変化変化変化変化によりによりによりにより、住民生活、住民生活、住民生活、住民生活がががが脅脅脅脅かされているかされているかされているかされている

・地域の商店が消滅、公共交通の撤退などによる生活環境の悪化

・給水施設の老朽化や水源の枯渇などにより、「水源」の確保が困難

・病院、診療所の廃止により、地域の医師不足

↓

がかかるがかかるがかかるがかかる拍車拍車拍車拍車にににに環境環境環境環境めないめないめないめない住住住住がががが、人、人、人、人ができずができずができずができず生活生活生活生活したしたしたした安定安定安定安定でででで地域地域地域地域

①個人①個人①個人①個人のののの生活維持生活維持生活維持生活維持がががが困難困難困難困難

②集落機能②集落機能②集落機能②集落機能のののの維持維持維持維持がががが困難困難困難困難

○集落○集落○集落○集落のののの戸数戸数戸数戸数がががが年々、減少年々、減少年々、減少年々、減少しておりしておりしておりしており、小規模集落、小規模集落、小規模集落、小規模集落がががが増加増加増加増加したしたしたした結果、集落機能結果、集落機能結果、集落機能結果、集落機能のののの維持維持維持維持がががが 困難困難困難困難

【冠婚葬祭等の助け合いができない。農作業等の共同作業ができない。地域の伝統文化など

直面直面直面直面するするするする課題課題課題課題とととと予想予想予想予想されるされるされるされる将来将来将来将来のののの姿姿姿姿

800,000 

1,000,000 

本県本県本県本県のののの人口人口人口人口のののの推移推移推移推移

予想予想予想予想されるされるされるされる将来将来将来将来のののの姿姿姿姿

中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域からからからから人人人人がががが消消消消えてしまうえてしまうえてしまうえてしまう

中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて
中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの現状現状現状現状

■人口減少■人口減少■人口減少■人口減少とととと高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進展進展進展進展

・本県は、全国と比較して人口の減少が１５年先行し、 特に、中山間地域では、人口の減少による

過疎化の進展が著しい。

【中山間地域の人口 [Ｓ３５年] 513,869人→ [Ｈ１７年] 317,359人 ５０年間で約２０万人の減少】

･また、高齢化の進行も著しく、特に、中山間地域ではその傾向が顕著である。

【高齢化率：Ｓ３５＝８．１％ → Ｈ１７＝２５．９％ まで上昇】

◎人口◎人口◎人口◎人口のののの比較比較比較比較

（昭和３５年） （平成17年）

県全体 （人） 854,595 796,292 

中山間地域（人） 513,869 317,359

割合(%) 60.1% 39.8%
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◎高齢化率◎高齢化率◎高齢化率◎高齢化率のののの比較比較比較比較

（昭和３５年） （平成１７年）

県全体 ８．１％ ２５．９％ （17.8ﾎﾟｲﾝﾄ

増）

過疎地域 ８．５％ ３４．８％ （25.6ﾎﾟｲﾝﾄ増）

○人口○人口○人口○人口のののの減少減少減少減少がががが引引引引きききき起起起起こすこすこすこす環境環境環境環境のののの変化変化変化変化によりによりによりにより、住民生活、住民生活、住民生活、住民生活がががが脅脅脅脅かされているかされているかされているかされている

・地域の商店が消滅、公共交通の撤退などによる生活環境の悪化

・給水施設の老朽化や水源の枯渇などにより、「水源」の確保が困難

・病院、診療所の廃止により、地域の医師不足
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がかかるがかかるがかかるがかかる拍車拍車拍車拍車にににに環境環境環境環境めないめないめないめない住住住住がががが、人、人、人、人ができずができずができずができず生活生活生活生活したしたしたした安定安定安定安定でででで地域地域地域地域

①個人①個人①個人①個人のののの生活維持生活維持生活維持生活維持がががが困難困難困難困難

②集落機能②集落機能②集落機能②集落機能のののの維持維持維持維持がががが困難困難困難困難

○集落○集落○集落○集落のののの戸数戸数戸数戸数がががが年々、減少年々、減少年々、減少年々、減少しておりしておりしておりしており、小規模集落、小規模集落、小規模集落、小規模集落がががが増加増加増加増加したしたしたした結果、集落機能結果、集落機能結果、集落機能結果、集落機能のののの維持維持維持維持がががが 困難困難困難困難

【冠婚葬祭等の助け合いができない。農作業等の共同作業ができない。地域の伝統文化など

が継承できない。】
（Ｈ１７ 国勢調査）

９世帯以下集落 １９１集落 （うち中山間地域 １８５集落 86.3％）

１０～１９世帯集落 ３６６集落 （うち中山間地域 ３４１集落 93.2％）

計 ５５７集落 （うち中山間地域 ５２６集落 94.4％）

③③③③担担担担いいいい手不足手不足手不足手不足とととと農地農地農地農地・・・・山林山林山林山林のののの荒廃荒廃荒廃荒廃

○経営者○経営者○経営者○経営者のののの収入減、高齢化収入減、高齢化収入減、高齢化収入減、高齢化やややや担担担担いいいい手不足、遊休農地等手不足、遊休農地等手不足、遊休農地等手不足、遊休農地等のののの増加増加増加増加などによりなどによりなどによりなどにより、農地、農地、農地、農地やややや山林山林山林山林のののの荒廃荒廃荒廃荒廃がががが一層進展一層進展一層進展一層進展
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これまでのこれまでのこれまでのこれまでの主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ
様々様々様々様々なななな課題課題課題課題をををを抱抱抱抱えるえるえるえる、中山間地域、中山間地域、中山間地域、中山間地域のののの厳厳厳厳しいしいしいしい現状＝「待現状＝「待現状＝「待現状＝「待ったなしったなしったなしったなし」」」」のののの政策課題政策課題政策課題政策課題
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中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域からからからから人人人人がががが消消消消えてしまうえてしまうえてしまうえてしまう

集落集落集落集落がががが中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域からからからから消滅消滅消滅消滅してしまうしてしまうしてしまうしてしまう

収入減収入減収入減収入減によりによりによりにより中山間中山間中山間中山間でのでのでのでの生活生活生活生活がががが困難困難困難困難になるになるになるになる

水源水源水源水源のののの涵養涵養涵養涵養やややや国土国土国土国土のののの保全機能保全機能保全機能保全機能のののの維持維持維持維持がががが難難難難しくなしくなしくなしくなるるるる

■高齢化の進展

・農業経営者の平均年齢 ６２．４歳 ・林業就労者の平均年齢 ５４．５歳 （平成１７年）
■担い手不足

・農家数 ４７，０８３戸 （昭和６０年） → ３２，５１７戸（平成１７年）

・林家数 ４８，３１４戸 （昭和５５年） → ２６，１９２戸（平成１２年）

■農地・山林の荒廃

・遊休農地面積 ３，６２６ｈａ （平成１２年） → ３，８１０ｈａ（平成１７年）

中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの総合対策総合対策総合対策総合対策
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・本県は、全国と比較して人口の減少が１５年先行し、 特に、中山間地域では、人口の減少による

過疎化の進展が著しい。

【中山間地域の人口 [Ｓ３５年] 513,869人→ [Ｈ１７年] 317,359人 ５０年間で約２０万人の減少】

･また、高齢化の進行も著しく、特に、中山間地域ではその傾向が顕著である。

【高齢化率：Ｓ３５＝８．１％ → Ｈ１７＝２５．９％ まで上昇】

◎人口◎人口◎人口◎人口のののの比較比較比較比較

（昭和３５年） （平成17年）

県全体 （人） 854,595 796,292 

中山間地域（人） 513,869 317,359

割合(%) 60.1% 39.8%
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◎高齢化率◎高齢化率◎高齢化率◎高齢化率のののの比較比較比較比較

（昭和３５年） （平成１７年）

県全体 ８．１％ ２５．９％ （17.8ﾎﾟｲﾝﾄ

増）

過疎地域 ８．５％ ３４．８％ （25.6ﾎﾟｲﾝﾄ増）

○人口○人口○人口○人口のののの減少減少減少減少がががが引引引引きききき起起起起こすこすこすこす環境環境環境環境のののの変化変化変化変化によりによりによりにより、住民生活、住民生活、住民生活、住民生活がががが脅脅脅脅かされているかされているかされているかされている

・地域の商店が消滅、公共交通の撤退などによる生活環境の悪化

・給水施設の老朽化や水源の枯渇などにより、「水源」の確保が困難

・病院、診療所の廃止により、地域の医師不足

↓

がかかるがかかるがかかるがかかる拍車拍車拍車拍車にににに環境環境環境環境めないめないめないめない住住住住がががが、人、人、人、人ができずができずができずができず生活生活生活生活したしたしたした安定安定安定安定でででで地域地域地域地域

①個人①個人①個人①個人のののの生活維持生活維持生活維持生活維持がががが困難困難困難困難

②集落機能②集落機能②集落機能②集落機能のののの維持維持維持維持がががが困難困難困難困難

○集落○集落○集落○集落のののの戸数戸数戸数戸数がががが年々、減少年々、減少年々、減少年々、減少しておりしておりしておりしており、小規模集落、小規模集落、小規模集落、小規模集落がががが増加増加増加増加したしたしたした結果、集落機能結果、集落機能結果、集落機能結果、集落機能のののの維持維持維持維持がががが 困難困難困難困難

【冠婚葬祭等の助け合いができない。農作業等の共同作業ができない。地域の伝統文化など

が継承できない。】
（Ｈ１７ 国勢調査）

９世帯以下集落 １９１集落 （うち中山間地域 １８５集落 86.3％）

１０～１９世帯集落 ３６６集落 （うち中山間地域 ３４１集落 93.2％）

計 ５５７集落 （うち中山間地域 ５２６集落 94.4％）

③③③③担担担担いいいい手不足手不足手不足手不足とととと農地農地農地農地・・・・山林山林山林山林のののの荒廃荒廃荒廃荒廃

○経営者○経営者○経営者○経営者のののの収入減、高齢化収入減、高齢化収入減、高齢化収入減、高齢化やややや担担担担いいいい手不足、遊休農地等手不足、遊休農地等手不足、遊休農地等手不足、遊休農地等のののの増加増加増加増加などによりなどによりなどによりなどにより、農地、農地、農地、農地やややや山林山林山林山林のののの荒廃荒廃荒廃荒廃がががが一層進展一層進展一層進展一層進展

直面直面直面直面するするするする課題課題課題課題とととと予想予想予想予想されるされるされるされる将来将来将来将来のののの姿姿姿姿
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県全体 中山間地域

本県本県本県本県のののの人口人口人口人口のののの推移推移推移推移

◆「生活◆「生活◆「生活◆「生活をををを守守守守るるるる」」」」ためのためのためのための取取取取りりりり組組組組みみみみ

○あったかふれあいセンターの設置（３０市町村 ３９箇所）

○鳥獣被害への対応（防除対策、捕獲奨励金、防護柵設置、人材育成等）

○中山間地域で引き続き生活できる環境づくり

・飲料水の確保に向けた取り組み（８１事業 総額５３６，０２２千円）

・移動販売等の仕組みづくり（移動販売車２１台 総額７４，３５２千円）

・地域の移動手段の確保（１１箇所 総額 ３９，５６９千円）

○移住促進の取り組み （コンシェルジュ設置、データベース整備等の情報発信、受入体制強化）

◆「産業◆「産業◆「産業◆「産業づくりづくりづくりづくり」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

○「こうち型集落営農」の推進（モデル地区 １６集落）

○森の工場など原木の安定供給体制の構築（森の工場１００工場 36,500㌶）

○「県１漁協」に向けた体制づくりの推進（高知県漁協の誕生）

○産業振興計画（地域アクションプラン）の策定及び推進

（産業振興総合補助金 ７６事業 総事業費1,711,208円）

○首都圏アンテナショップ「まるごと高知」の設置（平成２２年８月）

○産業づくりの核となる人材育成（目指せ！弥太郎 商人塾、地域産業人材育成事業ほか）

今後今後今後今後のののの展開展開展開展開

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ

HHHH22222222国勢調査速報値国勢調査速報値国勢調査速報値国勢調査速報値・・・・・・・・・・・・中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域をををを含含含含むむむむ県人口県人口県人口県人口のののの人口減人口減人口減人口減がががが予想予想予想予想をををを上回上回上回上回るスピードでるスピードでるスピードでるスピードで進行進行進行進行【【【【平成平成平成平成２２２２２２２２国勢調査速報値国勢調査速報値国勢調査速報値国勢調査速報値ではではではでは県人口県人口県人口県人口がががが5年間年間年間年間でででで約約約約32,000人、人、人、人、4％％％％のののの減少減少減少減少】】】】

様々様々様々様々なななな課題課題課題課題をををを抱抱抱抱えるえるえるえる、中山間地域、中山間地域、中山間地域、中山間地域のののの厳厳厳厳しいしいしいしい現状＝「待現状＝「待現状＝「待現状＝「待ったなしったなしったなしったなし」」」」のののの政策課題政策課題政策課題政策課題

予想予想予想予想されるされるされるされる将来将来将来将来のののの姿姿姿姿

強 化 加速化

中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域からからからから人人人人がががが消消消消えてしまうえてしまうえてしまうえてしまう

集落集落集落集落がががが中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域からからからから消滅消滅消滅消滅してしまうしてしまうしてしまうしてしまう

収入減収入減収入減収入減によりによりによりにより中山間中山間中山間中山間でのでのでのでの生活生活生活生活がががが困難困難困難困難になるになるになるになる

水源水源水源水源のののの涵養涵養涵養涵養やややや国土国土国土国土のののの保全機能保全機能保全機能保全機能のののの維持維持維持維持がががが難難難難しくなしくなしくなしくなるるるる

平成平成平成平成２３２３２３２３年度中山間対策関連予算年度中山間対策関連予算年度中山間対策関連予算年度中山間対策関連予算 １７１７１７１７，，，，１２３１２３１２３１２３百万円百万円百万円百万円

■高齢化の進展

・農業経営者の平均年齢 ６２．４歳 ・林業就労者の平均年齢 ５４．５歳 （平成１７年）
■担い手不足

・農家数 ４７，０８３戸 （昭和６０年） → ３２，５１７戸（平成１７年）

・林家数 ４８，３１４戸 （昭和５５年） → ２６，１９２戸（平成１２年）

■農地・山林の荒廃

・遊休農地面積 ３，６２６ｈａ （平成１２年） → ３，８１０ｈａ（平成１７年）

中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの総合対策総合対策総合対策総合対策

中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて
中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの現状現状現状現状

■人口減少■人口減少■人口減少■人口減少とととと高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進展進展進展進展

・本県は、全国と比較して人口の減少が１５年先行し、 特に、中山間地域では、人口の減少による

過疎化の進展が著しい。

【中山間地域の人口 [Ｓ３５年] 513,869人→ [Ｈ１７年] 317,359人 ５０年間で約２０万人の減少】

･また、高齢化の進行も著しく、特に、中山間地域ではその傾向が顕著である。

【高齢化率：Ｓ３５＝８．１％ → Ｈ１７＝２５．９％ まで上昇】

◎人口◎人口◎人口◎人口のののの比較比較比較比較

（昭和３５年） （平成17年）

県全体 （人） 854,595 796,292 

中山間地域（人） 513,869 317,359

割合(%) 60.1% 39.8%
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過疎地域

(%)

本県本県本県本県のののの高齢化高齢化高齢化高齢化のののの推移推移推移推移

◎高齢化率◎高齢化率◎高齢化率◎高齢化率のののの比較比較比較比較

（昭和３５年） （平成１７年）

県全体 ８．１％ ２５．９％ （17.8ﾎﾟｲﾝﾄ

増）

過疎地域 ８．５％ ３４．８％ （25.6ﾎﾟｲﾝﾄ増）

○人口○人口○人口○人口のののの減少減少減少減少がががが引引引引きききき起起起起こすこすこすこす環境環境環境環境のののの変化変化変化変化によりによりによりにより、住民生活、住民生活、住民生活、住民生活がががが脅脅脅脅かされているかされているかされているかされている

・地域の商店が消滅、公共交通の撤退などによる生活環境の悪化

・給水施設の老朽化や水源の枯渇などにより、「水源」の確保が困難

・病院、診療所の廃止により、地域の医師不足

↓

がかかるがかかるがかかるがかかる拍車拍車拍車拍車にににに環境環境環境環境めないめないめないめない住住住住がががが、人、人、人、人ができずができずができずができず生活生活生活生活したしたしたした安定安定安定安定でででで地域地域地域地域

①個人①個人①個人①個人のののの生活維持生活維持生活維持生活維持がががが困難困難困難困難

②集落機能②集落機能②集落機能②集落機能のののの維持維持維持維持がががが困難困難困難困難

○集落○集落○集落○集落のののの戸数戸数戸数戸数がががが年々、減少年々、減少年々、減少年々、減少しておりしておりしておりしており、小規模集落、小規模集落、小規模集落、小規模集落がががが増加増加増加増加したしたしたした結果、集落機能結果、集落機能結果、集落機能結果、集落機能のののの維持維持維持維持がががが 困難困難困難困難

【冠婚葬祭等の助け合いができない。農作業等の共同作業ができない。地域の伝統文化など

が継承できない。】
（Ｈ１７ 国勢調査）

９世帯以下集落 １９１集落 （うち中山間地域 １８５集落 86.3％）

１０～１９世帯集落 ３６６集落 （うち中山間地域 ３４１集落 93.2％）

計 ５５７集落 （うち中山間地域 ５２６集落 94.4％）

③③③③担担担担いいいい手不足手不足手不足手不足とととと農地農地農地農地・・・・山林山林山林山林のののの荒廃荒廃荒廃荒廃

○経営者○経営者○経営者○経営者のののの収入減、高齢化収入減、高齢化収入減、高齢化収入減、高齢化やややや担担担担いいいい手不足、遊休農地等手不足、遊休農地等手不足、遊休農地等手不足、遊休農地等のののの増加増加増加増加などによりなどによりなどによりなどにより、農地、農地、農地、農地やややや山林山林山林山林のののの荒廃荒廃荒廃荒廃がががが一層進展一層進展一層進展一層進展

直面直面直面直面するするするする課題課題課題課題とととと予想予想予想予想されるされるされるされる将来将来将来将来のののの姿姿姿姿
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県全体 中山間地域

本県本県本県本県のののの人口人口人口人口のののの推移推移推移推移

◆「生活◆「生活◆「生活◆「生活をををを守守守守るるるる」」」」ためのためのためのための取取取取りりりり組組組組みみみみ

○あったかふれあいセンターの設置（３０市町村 ３９箇所）

○鳥獣被害への対応（防除対策、捕獲奨励金、防護柵設置、人材育成等）

○中山間地域で引き続き生活できる環境づくり

・飲料水の確保に向けた取り組み（８１事業 総額５３６，０２２千円）

・移動販売等の仕組みづくり（移動販売車２１台 総額７４，３５２千円）

・地域の移動手段の確保（１１箇所 総額 ３９，５６９千円）

○移住促進の取り組み （コンシェルジュ設置、データベース整備等の情報発信、受入体制強化）

◆「産業◆「産業◆「産業◆「産業づくりづくりづくりづくり」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

○「こうち型集落営農」の推進（モデル地区 １６集落）

○森の工場など原木の安定供給体制の構築（森の工場１００工場 36,500㌶）

○「県１漁協」に向けた体制づくりの推進（高知県漁協の誕生）

○産業振興計画（地域アクションプラン）の策定及び推進

（産業振興総合補助金 ７６事業 総事業費1,711,208円）

○首都圏アンテナショップ「まるごと高知」の設置（平成２２年８月）

○産業づくりの核となる人材育成（目指せ！弥太郎 商人塾、地域産業人材育成事業ほか）

＜＜＜＜産業産業産業産業づくりのづくりのづくりのづくりの取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞
ⅠⅠⅠⅠ 第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業のののの再生再生再生再生

・「こうち型集落営農」の一層の波及に向けた集落営農組織の体制強化

・製材の加工基盤の整備と県産材の高付加価値化の推進

・林地残材の有効活用などによる木質バイオマスの利用拡大 等

ⅡⅡⅡⅡ 地域産業地域産業地域産業地域産業のののの創出創出創出創出

・産業振興計画（地域アクションプラン）の取り組みの地域への浸透と取組の拡充

・第一次産業と加工や観光などの組み合わせによる６次産業化の推進（地域拠点ビジネスの推進等）

・ものづくりの地産地消の拡大や外商活動のさらなる強化 等

ⅢⅢⅢⅢ 産業基盤産業基盤産業基盤産業基盤のののの整備整備整備整備

・産業づくりを加速化、効率化させるための交通基盤等の早期整備 等

＜生活＜生活＜生活＜生活をををを守守守守るためのるためのるためのるための取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞
ⅠⅠⅠⅠ 健康健康健康健康づくりとづくりとづくりとづくりと福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実

・あったふれあいセンターの県内各地への拡大等による「高知型福祉」の実現

・中山間地域での医師確保をはじめとした地域の医療体制の充実 等

ⅡⅡⅡⅡ 集落支援集落支援集落支援集落支援

・鳥獣被害対策の取り組みの一層の強化

・「命の水」や「生活物資」の確保など、生活環境の一層の充実

・地域の担い手確保のための移住促進の取り組みの加速化（市町村の受入体制強化、住まい対策） 等

ⅢⅢⅢⅢ 生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤のののの整備整備整備整備

・「命の道」の整備など、遅れている社会基盤の整備を加速化

・南海地震など大災害などから、「命」を守る施策の加速化 等

今後今後今後今後のののの展開展開展開展開

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ

HHHH22222222国勢調査速報値国勢調査速報値国勢調査速報値国勢調査速報値・・・・・・・・・・・・中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域をををを含含含含むむむむ県人口県人口県人口県人口のののの人口減人口減人口減人口減がががが予想予想予想予想をををを上回上回上回上回るスピードでるスピードでるスピードでるスピードで進行進行進行進行【【【【平成平成平成平成２２２２２２２２国勢調査速報値国勢調査速報値国勢調査速報値国勢調査速報値ではではではでは県人口県人口県人口県人口がががが5年間年間年間年間でででで約約約約32,000人、人、人、人、4％％％％のののの減少減少減少減少】】】】

様々様々様々様々なななな課題課題課題課題をををを抱抱抱抱えるえるえるえる、中山間地域、中山間地域、中山間地域、中山間地域のののの厳厳厳厳しいしいしいしい現状＝「待現状＝「待現状＝「待現状＝「待ったなしったなしったなしったなし」」」」のののの政策課題政策課題政策課題政策課題

予想予想予想予想されるされるされるされる将来将来将来将来のののの姿姿姿姿

強 化 加速化

中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域からからからから人人人人がががが消消消消えてしまうえてしまうえてしまうえてしまう

集落集落集落集落がががが中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域からからからから消滅消滅消滅消滅してしまうしてしまうしてしまうしてしまう

収入減収入減収入減収入減によりによりによりにより中山間中山間中山間中山間でのでのでのでの生活生活生活生活がががが困難困難困難困難になるになるになるになる

水源水源水源水源のののの涵養涵養涵養涵養やややや国土国土国土国土のののの保全機能保全機能保全機能保全機能のののの維持維持維持維持がががが難難難難しくなしくなしくなしくなるるるる

６６６６，，，，０３９０３９０３９０３９百万円百万円百万円百万円 １１１１１１１１，，，，０８４０８４０８４０８４百万円百万円百万円百万円

平成平成平成平成２３２３２３２３年度中山間対策関連予算年度中山間対策関連予算年度中山間対策関連予算年度中山間対策関連予算 １７１７１７１７，，，，１２３１２３１２３１２３百万円百万円百万円百万円

■高齢化の進展

・農業経営者の平均年齢 ６２．４歳 ・林業就労者の平均年齢 ５４．５歳 （平成１７年）
■担い手不足

・農家数 ４７，０８３戸 （昭和６０年） → ３２，５１７戸（平成１７年）

・林家数 ４８，３１４戸 （昭和５５年） → ２６，１９２戸（平成１２年）

■農地・山林の荒廃

・遊休農地面積 ３，６２６ｈａ （平成１２年） → ３，８１０ｈａ（平成１７年）

中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの総合対策総合対策総合対策総合対策



考考考考ええええ方方方方：：：：住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でいつまでもでいつまでもでいつまでもでいつまでも安心安心安心安心してしてしてして安全安全安全安全にににに暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

ⅠⅠⅠⅠ 健康健康健康健康づくりとづくりとづくりとづくりと福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実
～～～～ともにともにともにともに支支支支ええええ合合合合いながらいながらいながらいながら生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの推進～推進～推進～推進～

高齢者等高齢者等高齢者等高齢者等がががが健健健健やかにやかにやかにやかに生生生生きききき生生生生きときときときと生活生活生活生活できるできるできるできる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

・・・・「日本一「日本一「日本一「日本一のののの健康長寿県構想」健康長寿県構想」健康長寿県構想」健康長寿県構想」をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして、地域、地域、地域、地域のののの人々人々人々人々がががが健健健健やかにやかにやかにやかに生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らすことのできるらすことのできるらすことのできるらすことのできる地域地域地域地域づづづづ

くりとくりとくりとくりと、地域、地域、地域、地域でででで安心安心安心安心してしてしてして医療医療医療医療をををを受受受受けられるけられるけられるけられる環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるめるめるめる。。。。

地域地域地域地域でででで安心安心安心安心してしてしてして医療医療医療医療がががが受受受受けられるけられるけられるけられる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

○林業・木材産業の再生

・・・・中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業であるであるであるである第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業がががが、雇用、雇用、雇用、雇用のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿としてとしてとしてとして持続的持続的持続的持続的にににに所得所得所得所得をををを生生生生みみみみ出出出出せるようにせるようにせるようにせるように、、、、

生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰をををを強化強化強化強化するするするする。。。。

考考考考ええええ方方方方：：：：中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの資源資源資源資源やややや特徴特徴特徴特徴をををを生生生生かしたかしたかしたかした産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり

○高知ブランドの確立に向けた生産・流通・

農業農業農業農業・・・・農村農村農村農村のののの振興振興振興振興 林業林業林業林業のののの振振振振興

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度 中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの総合対策総合対策総合対策総合対策のののの枠組枠組枠組枠組みみみみ

ⅠⅠⅠⅠ 第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業のののの再生再生再生再生
～地域～地域～地域～地域でのでのでのでの生活生活生活生活のののの糧糧糧糧となるとなるとなるとなる第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業のののの推進～推進～推進～推進～

中
山
間
地
域

考考考考ええええ方方方方：：：：住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でいつまでもでいつまでもでいつまでもでいつまでも安心安心安心安心してしてしてして安全安全安全安全にににに暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

○生涯を通じた健康づくりの推進

○ともに支え合う地域づくりの推進

○高齢者等が安心して、生き生きと暮らせ

る地域づくりの推進

○地域活動を支える人材の育成

○地域文化の振興のためのソフト施策

の推進と施設等の整備

○一人一人の生活を守る仕組みづくりの推進

○住民力による集落を支える仕組みづくりの

推進

○集落の維持再生に向けた再編、整備

ⅡⅡⅡⅡ 集落支援集落支援集落支援集落支援
～集落～集落～集落～集落のののの持続可能持続可能持続可能持続可能なななな仕組仕組仕組仕組みづくりのみづくりのみづくりのみづくりの推進～推進～推進～推進～

ⅠⅠⅠⅠ 健康健康健康健康づくりとづくりとづくりとづくりと福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実
～～～～ともにともにともにともに支支支支ええええ合合合合いながらいながらいながらいながら生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの推進～推進～推進～推進～

高齢者等高齢者等高齢者等高齢者等がががが健健健健やかにやかにやかにやかに生生生生きききき生生生生きときときときと生活生活生活生活できるできるできるできる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

・・・・「日本一「日本一「日本一「日本一のののの健康長寿県構想」健康長寿県構想」健康長寿県構想」健康長寿県構想」をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして、地域、地域、地域、地域のののの人々人々人々人々がががが健健健健やかにやかにやかにやかに生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らすことのできるらすことのできるらすことのできるらすことのできる地域地域地域地域づづづづ

くりとくりとくりとくりと、地域、地域、地域、地域でででで安心安心安心安心してしてしてして医療医療医療医療をををを受受受受けられるけられるけられるけられる環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるめるめるめる。。。。

・・・・地域地域地域地域でででで暮暮暮暮らすらすらすらす住民住民住民住民がががが生生生生まれまれまれまれ育育育育ったったったった地域（集落）地域（集落）地域（集落）地域（集落）でででで引引引引きききき続続続続きききき暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる「持続可能「持続可能「持続可能「持続可能なななな」仕組」仕組」仕組」仕組みづくりをみづくりをみづくりをみづくりを

進進進進めるめるめるめる。。。。

地域地域地域地域でででで安心安心安心安心してしてしてして医療医療医療医療がががが受受受受けられるけられるけられるけられる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

○中山間地域の医師確保の推進

○関係者の連携による医療体制の確保

○救急医療体制の確保

集落集落集落集落のののの活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進 集落集落集落集落のののの維持維持維持維持にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進

○林業・木材産業の再生

○木質バイオマス利用の拡大

○森林の資源の活用

○健全な森づくりの推進

○漁業者の収入増加に向けた仕組みづくり

○漁家経営のための漁業費用の削減

○水産物の付加価値化と滞在型・体験型観光の推進

○中山間地域に賑わいを戻すための資源豊かな河川づくり

・・・・中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業であるであるであるである第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業がががが、雇用、雇用、雇用、雇用のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿としてとしてとしてとして持続的持続的持続的持続的にににに所得所得所得所得をををを生生生生みみみみ出出出出せるようにせるようにせるようにせるように、、、、

生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰をををを強化強化強化強化するするするする。。。。

・・・・「食」、「自然「食」、「自然「食」、「自然「食」、「自然とととと歴史」、「人」歴史」、「人」歴史」、「人」歴史」、「人」などなどなどなど、地域、地域、地域、地域のののの強強強強みやみやみやみや特徴特徴特徴特徴をををを最大限最大限最大限最大限にににに生生生生かすことによりかすことによりかすことによりかすことにより、、、、 地域産業地域産業地域産業地域産業のののの振興振興振興振興をををを進進進進めるめるめるめる。。。。

考考考考ええええ方方方方：：：：中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの資源資源資源資源やややや特徴特徴特徴特徴をををを生生生生かしたかしたかしたかした産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり

○高知ブランドの確立に向けた生産・流通・

販売までのトータルの支援体制の構築

○まとまりの形成を軸とした産地づくり

○環境保全型農業の推進

○多様な担い手の確保・育成

農業農業農業農業・・・・農村農村農村農村のののの振興振興振興振興

水産業水産業水産業水産業のののの振興振興振興振興

林業林業林業林業のののの振振振振興

ⅡⅡⅡⅡ 地域産業地域産業地域産業地域産業のののの創出創出創出創出

～地域～地域～地域～地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした産業産業産業産業のののの振興～振興～振興～振興～

地域産業地域産業地域産業地域産業のののの推進推進推進推進 起業（新起業（新起業（新起業（新たなビジネスたなビジネスたなビジネスたなビジネス））））のののの推進推進推進推進

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度 中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの総合対策総合対策総合対策総合対策のののの枠組枠組枠組枠組みみみみ

ⅠⅠⅠⅠ 第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業のののの再生再生再生再生
～地域～地域～地域～地域でのでのでのでの生活生活生活生活のののの糧糧糧糧となるとなるとなるとなる第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業のののの推進～推進～推進～推進～

中
山
間
地
域
で
一
定
の
収
入
を
得
な
が
ら
、
安
心

考考考考ええええ方方方方：：：：住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でいつまでもでいつまでもでいつまでもでいつまでも安心安心安心安心してしてしてして安全安全安全安全にににに暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

○生涯を通じた健康づくりの推進

○ともに支え合う地域づくりの推進

○高齢者等が安心して、生き生きと暮らせ

る地域づくりの推進

○地域活動を支える人材の育成

○地域文化の振興のためのソフト施策

の推進と施設等の整備

○地域の担い手確保に向けた移住促進

○一人一人の生活を守る仕組みづくりの推進

○住民力による集落を支える仕組みづくりの

推進

○集落の維持再生に向けた再編、整備

○鳥獣被害対策の推進

ⅡⅡⅡⅡ 集落支援集落支援集落支援集落支援
～集落～集落～集落～集落のののの持続可能持続可能持続可能持続可能なななな仕組仕組仕組仕組みづくりのみづくりのみづくりのみづくりの推進～推進～推進～推進～

ⅠⅠⅠⅠ 健康健康健康健康づくりとづくりとづくりとづくりと福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実
～～～～ともにともにともにともに支支支支ええええ合合合合いながらいながらいながらいながら生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの推進～推進～推進～推進～

高齢者等高齢者等高齢者等高齢者等がががが健健健健やかにやかにやかにやかに生生生生きききき生生生生きときときときと生活生活生活生活できるできるできるできる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

・・・・「日本一「日本一「日本一「日本一のののの健康長寿県構想」健康長寿県構想」健康長寿県構想」健康長寿県構想」をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして、地域、地域、地域、地域のののの人々人々人々人々がががが健健健健やかにやかにやかにやかに生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らすことのできるらすことのできるらすことのできるらすことのできる地域地域地域地域づづづづ

くりとくりとくりとくりと、地域、地域、地域、地域でででで安心安心安心安心してしてしてして医療医療医療医療をををを受受受受けられるけられるけられるけられる環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるめるめるめる。。。。

・・・・地域地域地域地域でででで暮暮暮暮らすらすらすらす住民住民住民住民がががが生生生生まれまれまれまれ育育育育ったったったった地域（集落）地域（集落）地域（集落）地域（集落）でででで引引引引きききき続続続続きききき暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる「持続可能「持続可能「持続可能「持続可能なななな」仕組」仕組」仕組」仕組みづくりをみづくりをみづくりをみづくりを

進進進進めるめるめるめる。。。。

・・・・住民住民住民住民がががが安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心かつかつかつかつ快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らせるようにらせるようにらせるようにらせるように、、、、ソフトソフトソフトソフト、、、、ハードハードハードハード両面両面両面両面においてにおいてにおいてにおいて地域地域地域地域のののの特性特性特性特性にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤

のののの整備整備整備整備をををを推進推進推進推進するするするする。。。。

地域地域地域地域でででで安心安心安心安心してしてしてして医療医療医療医療がががが受受受受けられるけられるけられるけられる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

○中山間地域の医師確保の推進

○関係者の連携による医療体制の確保

○救急医療体制の確保

集落集落集落集落のののの活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進 集落集落集落集落のののの維持維持維持維持にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進

ⅢⅢⅢⅢ 生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤のののの整備整備整備整備

～安全～安全～安全～安全・・・・安心安心安心安心かつかつかつかつ快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤づくりのづくりのづくりのづくりの推進～推進～推進～推進～

○道路交通網の整備の推進

○生活を守る交通確保対策・物流の仕組み

づくり

○情報通信基盤整備の推進

○簡易水道、汚水処理施設の整備

○消防防災及び救急搬送体制の整備

○安全・安心で快適な居住環境の整備

交通通信体系交通通信体系交通通信体系交通通信体系のののの整備整備整備整備 生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備

○林業・木材産業の再生

○木質バイオマス利用の拡大

○森林の資源の活用

○健全な森づくりの推進

○漁業者の収入増加に向けた仕組みづくり

○漁家経営のための漁業費用の削減

○水産物の付加価値化と滞在型・体験型観光の推進

○中山間地域に賑わいを戻すための資源豊かな河川づくり

○地域の顔となる特産品づくり

○地域産業の人材育成、確保

○地産地消の取り組みの強化

○外商活動のさらなる推進

○商店街の活性化に向けた取り組みの推進

○地域の資源を生かした企業誘致活動の推進

・・・・中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業であるであるであるである第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業がががが、雇用、雇用、雇用、雇用のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿としてとしてとしてとして持続的持続的持続的持続的にににに所得所得所得所得をををを生生生生みみみみ出出出出せるようにせるようにせるようにせるように、、、、

生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰をををを強化強化強化強化するするするする。。。。

・・・・「食」、「自然「食」、「自然「食」、「自然「食」、「自然とととと歴史」、「人」歴史」、「人」歴史」、「人」歴史」、「人」などなどなどなど、地域、地域、地域、地域のののの強強強強みやみやみやみや特徴特徴特徴特徴をををを最大限最大限最大限最大限にににに生生生生かすことによりかすことによりかすことによりかすことにより、、、、 地域産業地域産業地域産業地域産業のののの振興振興振興振興をををを進進進進めるめるめるめる。。。。

考考考考ええええ方方方方：：：：中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの資源資源資源資源やややや特徴特徴特徴特徴をををを生生生生かしたかしたかしたかした産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり

○高知ブランドの確立に向けた生産・流通・

販売までのトータルの支援体制の構築

○まとまりの形成を軸とした産地づくり

○環境保全型農業の推進

○多様な担い手の確保・育成

農業農業農業農業・・・・農村農村農村農村のののの振興振興振興振興

水産業水産業水産業水産業のののの振興振興振興振興

林業林業林業林業のののの振振振振興

ⅡⅡⅡⅡ 地域産業地域産業地域産業地域産業のののの創出創出創出創出

～地域～地域～地域～地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした産業産業産業産業のののの振興～振興～振興～振興～

○地域に根ざした小さなビジネスの推進

○第一次産業と加工や観光を組み合わせた「地域

拠点ビジネス」の推進

○建設業等の新分野進出のさらなる促進

○産業振興に資する産学官共同の取り組みの推進

○高知の強みである自然エネルギー等の有効活用

地域産業地域産業地域産業地域産業のののの推進推進推進推進 起業（新起業（新起業（新起業（新たなビジネスたなビジネスたなビジネスたなビジネス））））のののの推進推進推進推進

○産業づくりや地域間交流を進めるための道路基盤整備の推進

産業振興産業振興産業振興産業振興にににに向向向向けたけたけたけた環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

ⅢⅢⅢⅢ 産業基盤産業基盤産業基盤産業基盤のののの整備整備整備整備

～産業～産業～産業～産業をををを支支支支えるえるえるえる基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備のののの推進～推進～推進～推進～

････産業産業産業産業づくりをづくりをづくりをづくりを側面側面側面側面からからからから支支支支えるえるえるえる道路網道路網道路網道路網やややや交通通信体系交通通信体系交通通信体系交通通信体系などのなどのなどのなどの基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備をををを計画的計画的計画的計画的にににに進進進進めるめるめるめる。。。。

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度 中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの総合対策総合対策総合対策総合対策のののの枠組枠組枠組枠組みみみみ

ⅠⅠⅠⅠ 第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業のののの再生再生再生再生
～地域～地域～地域～地域でのでのでのでの生活生活生活生活のののの糧糧糧糧となるとなるとなるとなる第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業のののの推進～推進～推進～推進～
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考考考考ええええ方方方方：：：：住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でいつまでもでいつまでもでいつまでもでいつまでも安心安心安心安心してしてしてして安全安全安全安全にににに暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

○生涯を通じた健康づくりの推進

○ともに支え合う地域づくりの推進

○高齢者等が安心して、生き生きと暮らせ

る地域づくりの推進

○地域活動を支える人材の育成

○地域文化の振興のためのソフト施策

の推進と施設等の整備

○地域の担い手確保に向けた移住促進

○一人一人の生活を守る仕組みづくりの推進

○住民力による集落を支える仕組みづくりの

推進

○集落の維持再生に向けた再編、整備

○鳥獣被害対策の推進

ⅡⅡⅡⅡ 集落支援集落支援集落支援集落支援
～集落～集落～集落～集落のののの持続可能持続可能持続可能持続可能なななな仕組仕組仕組仕組みづくりのみづくりのみづくりのみづくりの推進～推進～推進～推進～

ⅠⅠⅠⅠ 健康健康健康健康づくりとづくりとづくりとづくりと福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実
～～～～ともにともにともにともに支支支支ええええ合合合合いながらいながらいながらいながら生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの推進～推進～推進～推進～

高齢者等高齢者等高齢者等高齢者等がががが健健健健やかにやかにやかにやかに生生生生きききき生生生生きときときときと生活生活生活生活できるできるできるできる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

・・・・「日本一「日本一「日本一「日本一のののの健康長寿県構想」健康長寿県構想」健康長寿県構想」健康長寿県構想」をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして、地域、地域、地域、地域のののの人々人々人々人々がががが健健健健やかにやかにやかにやかに生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らすことのできるらすことのできるらすことのできるらすことのできる地域地域地域地域づづづづ

くりとくりとくりとくりと、地域、地域、地域、地域でででで安心安心安心安心してしてしてして医療医療医療医療をををを受受受受けられるけられるけられるけられる環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるめるめるめる。。。。

・・・・地域地域地域地域でででで暮暮暮暮らすらすらすらす住民住民住民住民がががが生生生生まれまれまれまれ育育育育ったったったった地域（集落）地域（集落）地域（集落）地域（集落）でででで引引引引きききき続続続続きききき暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる「持続可能「持続可能「持続可能「持続可能なななな」仕組」仕組」仕組」仕組みづくりをみづくりをみづくりをみづくりを

進進進進めるめるめるめる。。。。

・・・・住民住民住民住民がががが安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心かつかつかつかつ快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らせるようにらせるようにらせるようにらせるように、、、、ソフトソフトソフトソフト、、、、ハードハードハードハード両面両面両面両面においてにおいてにおいてにおいて地域地域地域地域のののの特性特性特性特性にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤

のののの整備整備整備整備をををを推進推進推進推進するするするする。。。。

地域地域地域地域でででで安心安心安心安心してしてしてして医療医療医療医療がががが受受受受けられるけられるけられるけられる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

○中山間地域の医師確保の推進

○関係者の連携による医療体制の確保

○救急医療体制の確保

集落集落集落集落のののの活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進 集落集落集落集落のののの維持維持維持維持にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進

ⅢⅢⅢⅢ 生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤のののの整備整備整備整備

～安全～安全～安全～安全・・・・安心安心安心安心かつかつかつかつ快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤づくりのづくりのづくりのづくりの推進～推進～推進～推進～

○道路交通網の整備の推進

○生活を守る交通確保対策・物流の仕組み

づくり

○情報通信基盤整備の推進

○簡易水道、汚水処理施設の整備

○消防防災及び救急搬送体制の整備

○安全・安心で快適な居住環境の整備

交通通信体系交通通信体系交通通信体系交通通信体系のののの整備整備整備整備 生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備

○林業・木材産業の再生

○木質バイオマス利用の拡大

○森林の資源の活用

○健全な森づくりの推進

○漁業者の収入増加に向けた仕組みづくり

○漁家経営のための漁業費用の削減

○水産物の付加価値化と滞在型・体験型観光の推進

○中山間地域に賑わいを戻すための資源豊かな河川づくり

○地域の顔となる特産品づくり

○地域産業の人材育成、確保

○地産地消の取り組みの強化

○外商活動のさらなる推進

○商店街の活性化に向けた取り組みの推進

○地域の資源を生かした企業誘致活動の推進

・・・・中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業であるであるであるである第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業がががが、雇用、雇用、雇用、雇用のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿としてとしてとしてとして持続的持続的持続的持続的にににに所得所得所得所得をををを生生生生みみみみ出出出出せるようにせるようにせるようにせるように、、、、

生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰をををを強化強化強化強化するするするする。。。。

・・・・「食」、「自然「食」、「自然「食」、「自然「食」、「自然とととと歴史」、「人」歴史」、「人」歴史」、「人」歴史」、「人」などなどなどなど、地域、地域、地域、地域のののの強強強強みやみやみやみや特徴特徴特徴特徴をををを最大限最大限最大限最大限にににに生生生生かすことによりかすことによりかすことによりかすことにより、、、、 地域産業地域産業地域産業地域産業のののの振興振興振興振興をををを進進進進めるめるめるめる。。。。

考考考考ええええ方方方方：：：：中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの資源資源資源資源やややや特徴特徴特徴特徴をををを生生生生かしたかしたかしたかした産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり

○高知ブランドの確立に向けた生産・流通・

販売までのトータルの支援体制の構築

○まとまりの形成を軸とした産地づくり

○環境保全型農業の推進

○多様な担い手の確保・育成

農業農業農業農業・・・・農村農村農村農村のののの振興振興振興振興

水産業水産業水産業水産業のののの振興振興振興振興

林業林業林業林業のののの振振振振興

ⅡⅡⅡⅡ 地域産業地域産業地域産業地域産業のののの創出創出創出創出

～地域～地域～地域～地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした産業産業産業産業のののの振興～振興～振興～振興～

○地域に根ざした小さなビジネスの推進

○第一次産業と加工や観光を組み合わせた「地域

拠点ビジネス」の推進

○建設業等の新分野進出のさらなる促進

○産業振興に資する産学官共同の取り組みの推進

○高知の強みである自然エネルギー等の有効活用

地域産業地域産業地域産業地域産業のののの推進推進推進推進 起業（新起業（新起業（新起業（新たなビジネスたなビジネスたなビジネスたなビジネス））））のののの推進推進推進推進

○産業づくりや地域間交流を進めるための道路基盤整備の推進

○産業振興を側面から支える情報通信基盤整備の推進

○その他、産業づくりに必要な環境整備の促進

産業振興産業振興産業振興産業振興にににに向向向向けたけたけたけた環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

ⅢⅢⅢⅢ 産業基盤産業基盤産業基盤産業基盤のののの整備整備整備整備

～産業～産業～産業～産業をををを支支支支えるえるえるえる基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備のののの推進～推進～推進～推進～

････産業産業産業産業づくりをづくりをづくりをづくりを側面側面側面側面からからからから支支支支えるえるえるえる道路網道路網道路網道路網やややや交通通信体系交通通信体系交通通信体系交通通信体系などのなどのなどのなどの基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備をををを計画的計画的計画的計画的にににに進進進進めるめるめるめる。。。。

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度 中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの総合対策総合対策総合対策総合対策のののの枠組枠組枠組枠組みみみみ

平成平成平成平成22年国勢調査年国勢調査年国勢調査年国勢調査をもとにをもとにをもとにをもとに「集落調査」「集落調査」「集落調査」「集落調査」をををを実施実施実施実施しししし、中山間地域、中山間地域、中山間地域、中山間地域のののの現状現状現状現状をををを把握、施策把握、施策把握、施策把握、施策をををを

打打打打ちちちち出出出出しししし

ⅠⅠⅠⅠ 第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業のののの再生再生再生再生
～地域～地域～地域～地域でのでのでのでの生活生活生活生活のののの糧糧糧糧となるとなるとなるとなる第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業のののの推進～推進～推進～推進～

市町村市町村市町村市町村のののの過疎対策過疎対策過疎対策過疎対策をををを推進推進推進推進するためするためするためするため、市町村過疎地域自立促進計画、市町村過疎地域自立促進計画、市町村過疎地域自立促進計画、市町村過疎地域自立促進計画のフォローアップをのフォローアップをのフォローアップをのフォローアップを

実施実施実施実施

中
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ら
、
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
仕
組
み
づ
く
り

目 標・・引き続き生活できる持続可能な仕組みづくり、地域の自立に向けた体制づくり 目標・・・若者が定着できる雇用の場の確保、地域住民の所得収入の向上

総合対策総合対策総合対策総合対策をををを推進推進推進推進

するためのそのするためのそのするためのそのするためのその

他他他他のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ



生活生活生活生活をををを守守守守るるるる ⅠⅠⅠⅠ 健康健康健康健康づくりとづくりとづくりとづくりと福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実 ～～～～ともにともにともにともに支支支支ええええ合合合合いながらいながらいながらいながら生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり～～～～

◆生涯◆生涯◆生涯◆生涯をををを通通通通じたじたじたじた健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進 ２４１２４１２４１２４１百万円百万円百万円百万円

★「日本一★「日本一★「日本一★「日本一のののの健康長寿県構想」健康長寿県構想」健康長寿県構想」健康長寿県構想」をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして、地域、地域、地域、地域のののの人々人々人々人々がががが健健健健やかでやかでやかでやかで生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らすことのできるらすことのできるらすことのできるらすことのできる

地域地域地域地域づくりとづくりとづくりとづくりと、地域、地域、地域、地域 でででで安心安心安心安心してしてしてして医療医療医療医療をををを受受受受けられるけられるけられるけられる 環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるめるめるめる。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方■人口減少■人口減少■人口減少■人口減少やややや高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進展進展進展進展によりによりによりにより、地域、地域、地域、地域でででで必要必要必要必要なななな福祉福祉福祉福祉サービスがサービスがサービスがサービスが受受受受けられないけられないけられないけられない
・全国と比較して、人口減少で１５年、高齢化で１０年先行、特に中山間地域はその傾向が顕著

中山間地域の実態・・・ 昭和３５年から平成１７年までの５０年間で人口が２０万人減少。 町村部の高齢化率 36.４％ ［平成２２年４月]

→多様なニーズがありながら、利用者が少ないため、国の全国一律の福祉サービスだけでは、必要なサービスが提供されにくい

■過疎化■過疎化■過疎化■過疎化のののの進展進展進展進展によりによりによりにより、地域、地域、地域、地域のののの支支支支ええええ合合合合いいいい、助、助、助、助けけけけ合合合合いがいがいがいが困難困難困難困難
・中山間地域では高齢化率が５０％を超える町が出現するなど、過疎化が年々進行。（平成１８年集落調査の結果）

・平成２１年度県世論調査で「地域の支え合いの力が弱まっている」と回答55.8％

■県中央部以外■県中央部以外■県中央部以外■県中央部以外のののの地域地域地域地域のののの医師医師医師医師がががが不足不足不足不足
→４０歳未満の若手医師の減少。中央保健圏域以外は医師が減少。広い県土での過疎化の進展により、全国に比較して無医地区が多い

■全国■全国■全国■全国にににに比較比較比較比較してしてしてして、働、働、働、働きききき盛盛盛盛りのりのりのりの４０４０４０４０歳代、歳代、歳代、歳代、５０５０５０５０歳代歳代歳代歳代のののの男性男性男性男性のののの死亡死亡死亡死亡がががが多多多多くくくく、、、、乳児乳児乳児乳児のののの死亡率死亡率死亡率死亡率がががが高高高高いいいい
→６０歳以降の平均余命は全国上位であるが、４０歳～５０歳代の男性の死亡が全国より多い。乳児の死亡率は過去６年でワースト１位が３回

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

４４４４，，，，６５８６５８６５８６５８百万円百万円百万円百万円

１１１１，，，，１９６１９６１９６１９６百万円百万円百万円百万円

今今今今
後後後後
のののの
取取取取
りりりり
組組組組
みみみみ

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

高齢者等高齢者等高齢者等高齢者等がががが健健健健やかにやかにやかにやかに生生生生きききき生生生生きときときときと生活生活生活生活できるできるできるできる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

中中中中

中山間地域で、安全に安心して暮らすため、健やかに長生きするための対策が必要

生活生活生活生活をををを守守守守るるるる ⅠⅠⅠⅠ 健康健康健康健康づくりとづくりとづくりとづくりと福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実 ～～～～ともにともにともにともに支支支支ええええ合合合合いながらいながらいながらいながら生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり～～～～

◆生涯◆生涯◆生涯◆生涯をををを通通通通じたじたじたじた健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進 ２４１２４１２４１２４１百万円百万円百万円百万円
○住民○住民○住民○住民のののの健康健康健康健康づくりをづくりをづくりをづくりを支援支援支援支援するするするする「「「「よさこいよさこいよさこいよさこい健康健康健康健康プランプランプランプラン２１２１２１２１」」」」のののの推進推進推進推進

・健康づくり推進事業 （87,557千円）

○歯○歯○歯○歯とととと口口口口のののの健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

・（新）歯と口の健康づくり事業 （12,785千円） ・８０２０運動推進事業 （5,713千円）

○安全○安全○安全○安全・・・・安心安心安心安心なななな出産環境出産環境出産環境出産環境づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

・周産期医療体制整備事業 （47,517千円）

○働○働○働○働きききき盛盛盛盛りのりのりのりの住民住民住民住民のののの健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

・特定健康診査受診促進事業（7,236千円） がん検診受診促進事業（77,002千円） ・健康づくり団体育成支援事業(4,400千円）

◆◆◆◆ともにともにともにともに支支支支ええええ合合合合うううう地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進 ８１４８１４８１４８１４百万円百万円百万円百万円
○小規模多機能支援拠点「○小規模多機能支援拠点「○小規模多機能支援拠点「○小規模多機能支援拠点「あったかふれあいセンターあったかふれあいセンターあったかふれあいセンターあったかふれあいセンター」」」」のののの整備整備整備整備

・ふるさと雇用再生あったかふれあいセンター事業費補助金 （507,273千円）

○高齢者等○高齢者等○高齢者等○高齢者等のののの日常的日常的日常的日常的なななな支支支支ええええ合合合合いいいい活動活動活動活動のののの体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり

・（新）地域支え合い体制づくり事業費補助金 （290,000千円）

・住宅等改造支援事業費補助金[支え合い地域づくり用] （1,350千円）

・地域老人クラブ活動費補助金[地域支え合い事業] （15,136千円）

◆高齢者等◆高齢者等◆高齢者等◆高齢者等がががが安心安心安心安心してしてしてして、生、生、生、生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進 １４１１４１１４１１４１百万円百万円百万円百万円
○県○県○県○県やややや市町村市町村市町村市町村・・・・社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会のののの地域福祉推進地域福祉推進地域福祉推進地域福祉推進のののの指針指針指針指針となるとなるとなるとなる「地域福祉活動計画」策定「地域福祉活動計画」策定「地域福祉活動計画」策定「地域福祉活動計画」策定のののの推進推進推進推進

★「日本一★「日本一★「日本一★「日本一のののの健康長寿県構想」健康長寿県構想」健康長寿県構想」健康長寿県構想」をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして、地域、地域、地域、地域のののの人々人々人々人々がががが健健健健やかでやかでやかでやかで生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らすことのできるらすことのできるらすことのできるらすことのできる

地域地域地域地域づくりとづくりとづくりとづくりと、地域、地域、地域、地域 でででで安心安心安心安心してしてしてして医療医療医療医療をををを受受受受けられるけられるけられるけられる 環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるめるめるめる。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方■人口減少■人口減少■人口減少■人口減少やややや高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進展進展進展進展によりによりによりにより、地域、地域、地域、地域でででで必要必要必要必要なななな福祉福祉福祉福祉サービスがサービスがサービスがサービスが受受受受けられないけられないけられないけられない
・全国と比較して、人口減少で１５年、高齢化で１０年先行、特に中山間地域はその傾向が顕著

中山間地域の実態・・・ 昭和３５年から平成１７年までの５０年間で人口が２０万人減少。 町村部の高齢化率 36.４％ ［平成２２年４月]

→多様なニーズがありながら、利用者が少ないため、国の全国一律の福祉サービスだけでは、必要なサービスが提供されにくい

■過疎化■過疎化■過疎化■過疎化のののの進展進展進展進展によりによりによりにより、地域、地域、地域、地域のののの支支支支ええええ合合合合いいいい、助、助、助、助けけけけ合合合合いがいがいがいが困難困難困難困難
・中山間地域では高齢化率が５０％を超える町が出現するなど、過疎化が年々進行。（平成１８年集落調査の結果）

・平成２１年度県世論調査で「地域の支え合いの力が弱まっている」と回答55.8％

■県中央部以外■県中央部以外■県中央部以外■県中央部以外のののの地域地域地域地域のののの医師医師医師医師がががが不足不足不足不足
→４０歳未満の若手医師の減少。中央保健圏域以外は医師が減少。広い県土での過疎化の進展により、全国に比較して無医地区が多い

■全国■全国■全国■全国にににに比較比較比較比較してしてしてして、働、働、働、働きききき盛盛盛盛りのりのりのりの４０４０４０４０歳代、歳代、歳代、歳代、５０５０５０５０歳代歳代歳代歳代のののの男性男性男性男性のののの死亡死亡死亡死亡がががが多多多多くくくく、、、、乳児乳児乳児乳児のののの死亡率死亡率死亡率死亡率がががが高高高高いいいい
→６０歳以降の平均余命は全国上位であるが、４０歳～５０歳代の男性の死亡が全国より多い。乳児の死亡率は過去６年でワースト１位が３回

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

４４４４，，，，６５８６５８６５８６５８百万円百万円百万円百万円

１１１１，，，，１９６１９６１９６１９６百万円百万円百万円百万円

今今今今
後後後後
のののの
取取取取
りりりり
組組組組
みみみみ

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

●地域福祉計画等●地域福祉計画等●地域福祉計画等●地域福祉計画等のののの推進推進推進推進
・県地域福祉支援計画の策定

・あっかたふれあいセンター等の活動を充実し、地域福祉の拠点

として整備を推進

●●●●あったかふれあいセンターのあったかふれあいセンターのあったかふれあいセンターのあったかふれあいセンターの活動活動活動活動のののの充実充実充実充実
・３０市町村３９ヶ所で活動を展開（新たに１１３人を雇用）

・誰もが集える居場所づくり

（世代間交流、高齢者の元気づくり、障害者の社会参加など、

地域での見守りや家族の介護負担の軽減）

・生活課題に対応した活動も徐々に展開

●自殺●自殺●自殺●自殺・うつ・うつ・うつ・うつ病対策病対策病対策病対策のののの推進推進推進推進
・自殺予防情報センターを中心とした関係機関との連携体制の

強化

⇒高知いのちの電話の２４時間化に向けた支援

ともにともにともにともに支支支支ええええ合合合合うううう地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり

●住民主体介護予防●住民主体介護予防●住民主体介護予防●住民主体介護予防のしくみづくりののしくみづくりののしくみづくりののしくみづくりの推進推進推進推進
・介護予防事業の効果を検証

・効果的な介護予防プログラムの作成

⇒運動、口腔、栄養の組み合わせ

・普及啓発のための介護予防手帳の作成

●中山間地域●中山間地域●中山間地域●中山間地域におけるにおけるにおけるにおける介護介護介護介護サービスのサービスのサービスのサービスの確保確保確保確保
・中山間地域の介護サービスの実態調査

⇒事業所から２０分以上の訪問、３０分～40分以上の送迎は赤字

⇒遠隔地に少数の利用者が点在しているため、効率が悪くサービス

が行き届いていない

●地域●地域●地域●地域におけるにおけるにおけるにおける認知症認知症認知症認知症のののの人人人人とととと家族家族家族家族へのへのへのへの支援支援支援支援
・認知症コールセンターによる相談支援

・認知症高齢者を地域で支えるためのサポーター等を養成

・地域の支援ネットワークの構築

高齢者高齢者高齢者高齢者がががが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり

・・・・
中中中中
山山山山
間間間間
地地地地
域域域域
のののの
実実実実
態態態態

・・・・
医医医医
師師師師
確確確確
保保保保
・・・・
育育育育
成成成成
等等等等

高齢者等高齢者等高齢者等高齢者等がががが健健健健やかにやかにやかにやかに生生生生きききき生生生生きときときときと生活生活生活生活できるできるできるできる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

中中中中
山山山山
間間間間
地地地地
域域域域
でででで

「「「「
日日日日
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一一一一
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健健健健
康康康康
長長長長
寿寿寿寿

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

中山間地域で、安全に安心して暮らすため、健やかに長生きするための対策が必要

加速化

生活生活生活生活をををを守守守守るるるる ⅠⅠⅠⅠ 健康健康健康健康づくりとづくりとづくりとづくりと福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実 ～～～～ともにともにともにともに支支支支ええええ合合合合いながらいながらいながらいながら生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり～～～～

◆生涯◆生涯◆生涯◆生涯をををを通通通通じたじたじたじた健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進 ２４１２４１２４１２４１百万円百万円百万円百万円
○住民○住民○住民○住民のののの健康健康健康健康づくりをづくりをづくりをづくりを支援支援支援支援するするするする「「「「よさこいよさこいよさこいよさこい健康健康健康健康プランプランプランプラン２１２１２１２１」」」」のののの推進推進推進推進

・健康づくり推進事業 （87,557千円）

○歯○歯○歯○歯とととと口口口口のののの健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

・（新）歯と口の健康づくり事業 （12,785千円） ・８０２０運動推進事業 （5,713千円）

○安全○安全○安全○安全・・・・安心安心安心安心なななな出産環境出産環境出産環境出産環境づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

・周産期医療体制整備事業 （47,517千円）

○働○働○働○働きききき盛盛盛盛りのりのりのりの住民住民住民住民のののの健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

・特定健康診査受診促進事業（7,236千円） がん検診受診促進事業（77,002千円） ・健康づくり団体育成支援事業(4,400千円）

◆◆◆◆ともにともにともにともに支支支支ええええ合合合合うううう地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進 ８１４８１４８１４８１４百万円百万円百万円百万円
○小規模多機能支援拠点「○小規模多機能支援拠点「○小規模多機能支援拠点「○小規模多機能支援拠点「あったかふれあいセンターあったかふれあいセンターあったかふれあいセンターあったかふれあいセンター」」」」のののの整備整備整備整備

・ふるさと雇用再生あったかふれあいセンター事業費補助金 （507,273千円）

○高齢者等○高齢者等○高齢者等○高齢者等のののの日常的日常的日常的日常的なななな支支支支ええええ合合合合いいいい活動活動活動活動のののの体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり

・（新）地域支え合い体制づくり事業費補助金 （290,000千円）

・住宅等改造支援事業費補助金[支え合い地域づくり用] （1,350千円）

・地域老人クラブ活動費補助金[地域支え合い事業] （15,136千円）

◆高齢者等◆高齢者等◆高齢者等◆高齢者等がががが安心安心安心安心してしてしてして、生、生、生、生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進 １４１１４１１４１１４１百万円百万円百万円百万円
○県○県○県○県やややや市町村市町村市町村市町村・・・・社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会のののの地域福祉推進地域福祉推進地域福祉推進地域福祉推進のののの指針指針指針指針となるとなるとなるとなる「地域福祉活動計画」策定「地域福祉活動計画」策定「地域福祉活動計画」策定「地域福祉活動計画」策定のののの推進推進推進推進

・地域福祉計画等推進費 （21,854千円）

○中山間地域○中山間地域○中山間地域○中山間地域でででで利用者利用者利用者利用者のニーズにあったのニーズにあったのニーズにあったのニーズにあった介護介護介護介護やややや障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉のサービスがのサービスがのサービスがのサービスが円滑円滑円滑円滑にににに受受受受けられるけられるけられるけられる仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり
・（新）中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金 （51,808千円） ・緊急用ショートステイ体制づくり推進事業 （26,067千円）

・（新）中山間地域障害福祉サービス確保対策事業費補助金 (4,025千円） ・中山間地域小規模拠点事業所支援事業費 （6,182千円）

・住宅等改造支援事業費補助金[個人用] （26,067千円）

○地域○地域○地域○地域でででで不足不足不足不足しているホームヘルバーしているホームヘルバーしているホームヘルバーしているホームヘルバー（（（（２２２２級）級）級）級）のののの養成養成養成養成

・（新）中山間地域ホームヘルパー養成事業費補助金 （8,000千円）

★「日本一★「日本一★「日本一★「日本一のののの健康長寿県構想」健康長寿県構想」健康長寿県構想」健康長寿県構想」をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして、地域、地域、地域、地域のののの人々人々人々人々がががが健健健健やかでやかでやかでやかで生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らすことのできるらすことのできるらすことのできるらすことのできる

地域地域地域地域づくりとづくりとづくりとづくりと、地域、地域、地域、地域 でででで安心安心安心安心してしてしてして医療医療医療医療をををを受受受受けられるけられるけられるけられる 環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるめるめるめる。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方■人口減少■人口減少■人口減少■人口減少やややや高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進展進展進展進展によりによりによりにより、地域、地域、地域、地域でででで必要必要必要必要なななな福祉福祉福祉福祉サービスがサービスがサービスがサービスが受受受受けられないけられないけられないけられない
・全国と比較して、人口減少で１５年、高齢化で１０年先行、特に中山間地域はその傾向が顕著

中山間地域の実態・・・ 昭和３５年から平成１７年までの５０年間で人口が２０万人減少。 町村部の高齢化率 36.４％ ［平成２２年４月]

→多様なニーズがありながら、利用者が少ないため、国の全国一律の福祉サービスだけでは、必要なサービスが提供されにくい

■過疎化■過疎化■過疎化■過疎化のののの進展進展進展進展によりによりによりにより、地域、地域、地域、地域のののの支支支支ええええ合合合合いいいい、助、助、助、助けけけけ合合合合いがいがいがいが困難困難困難困難
・中山間地域では高齢化率が５０％を超える町が出現するなど、過疎化が年々進行。（平成１８年集落調査の結果）

・平成２１年度県世論調査で「地域の支え合いの力が弱まっている」と回答55.8％

■県中央部以外■県中央部以外■県中央部以外■県中央部以外のののの地域地域地域地域のののの医師医師医師医師がががが不足不足不足不足
→４０歳未満の若手医師の減少。中央保健圏域以外は医師が減少。広い県土での過疎化の進展により、全国に比較して無医地区が多い

■全国■全国■全国■全国にににに比較比較比較比較してしてしてして、働、働、働、働きききき盛盛盛盛りのりのりのりの４０４０４０４０歳代、歳代、歳代、歳代、５０５０５０５０歳代歳代歳代歳代のののの男性男性男性男性のののの死亡死亡死亡死亡がががが多多多多くくくく、、、、乳児乳児乳児乳児のののの死亡率死亡率死亡率死亡率がががが高高高高いいいい
→６０歳以降の平均余命は全国上位であるが、４０歳～５０歳代の男性の死亡が全国より多い。乳児の死亡率は過去６年でワースト１位が３回

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

◆中山間地域◆中山間地域◆中山間地域◆中山間地域のののの医師確保医師確保医師確保医師確保のののの推進推進推進推進 ２２２２，，，，２２５２２５２２５２２５ 百万円百万円百万円百万円
○医師確保○医師確保○医師確保○医師確保・・・・養成等養成等養成等養成等のためののためののためののための中長期的中長期的中長期的中長期的なななな対策対策対策対策とととと即効性即効性即効性即効性のあるのあるのあるのある施策施策施策施策のののの推進推進推進推進

・地域医療再生事業 （2,019,597千円）

○県内勤務医師○県内勤務医師○県内勤務医師○県内勤務医師のののの確保確保確保確保にににに向向向向けたけたけたけた奨学金奨学金奨学金奨学金のののの貸与貸与貸与貸与

・医師確保対策事業費 （205,388千円）

４４４４，，，，６５８６５８６５８６５８百万円百万円百万円百万円

１１１１，，，，１９６１９６１９６１９６百万円百万円百万円百万円

３３３３，，，，４６２４６２４６２４６２百万円百万円百万円百万円

今今今今
後後後後
のののの
取取取取
りりりり
組組組組
みみみみ

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

●地域福祉計画等●地域福祉計画等●地域福祉計画等●地域福祉計画等のののの推進推進推進推進
・県地域福祉支援計画の策定

・あっかたふれあいセンター等の活動を充実し、地域福祉の拠点

として整備を推進

●●●●あったかふれあいセンターのあったかふれあいセンターのあったかふれあいセンターのあったかふれあいセンターの活動活動活動活動のののの充実充実充実充実
・３０市町村３９ヶ所で活動を展開（新たに１１３人を雇用）

・誰もが集える居場所づくり

（世代間交流、高齢者の元気づくり、障害者の社会参加など、

地域での見守りや家族の介護負担の軽減）

・生活課題に対応した活動も徐々に展開

●自殺●自殺●自殺●自殺・うつ・うつ・うつ・うつ病対策病対策病対策病対策のののの推進推進推進推進
・自殺予防情報センターを中心とした関係機関との連携体制の

強化

⇒高知いのちの電話の２４時間化に向けた支援

⇒多重債務など相談窓口の対応の手引きの作成

⇒相談従事者に対する研修

・広報媒体を活用した普及啓発の取り組み

（自殺者が減少 [H21→H22 ▲３８人] ）

ともにともにともにともに支支支支ええええ合合合合うううう地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり

●住民主体介護予防●住民主体介護予防●住民主体介護予防●住民主体介護予防のしくみづくりののしくみづくりののしくみづくりののしくみづくりの推進推進推進推進
・介護予防事業の効果を検証

・効果的な介護予防プログラムの作成

⇒運動、口腔、栄養の組み合わせ

・普及啓発のための介護予防手帳の作成

●中山間地域●中山間地域●中山間地域●中山間地域におけるにおけるにおけるにおける介護介護介護介護サービスのサービスのサービスのサービスの確保確保確保確保
・中山間地域の介護サービスの実態調査

⇒事業所から２０分以上の訪問、３０分～40分以上の送迎は赤字

⇒遠隔地に少数の利用者が点在しているため、効率が悪くサービス

が行き届いていない

●地域●地域●地域●地域におけるにおけるにおけるにおける認知症認知症認知症認知症のののの人人人人とととと家族家族家族家族へのへのへのへの支援支援支援支援
・認知症コールセンターによる相談支援

・認知症高齢者を地域で支えるためのサポーター等を養成

・地域の支援ネットワークの構築

高齢者高齢者高齢者高齢者がががが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり

●障害者●障害者●障害者●障害者のののの就労促進就労促進就労促進就労促進とととと工賃工賃工賃工賃アップアップアップアップ
・特別支援学校生に対して新たに介護へルバー資格取得研修の実施

→１３名が資格取得（うち９名が高等部３年生、うち５名が一般就労

に向け就職活動中）

●発育障害●発育障害●発育障害●発育障害のののの早期発見早期発見早期発見早期発見・・・・早期療育早期療育早期療育早期療育のののの支援体制支援体制支援体制支援体制づくりづくりづくりづくり
・早期発見、早期療育のための支援体制づくりを２圏域４市町で実施

⇒乳幼児健診におけるスクリーニング

⇒親カウンセリング

⇒早期療育親子教室

障害者等障害者等障害者等障害者等がががが生生生生きききき生生生生きききき暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり

●市町村●市町村●市町村●市町村のののの児童家庭相談体制児童家庭相談体制児童家庭相談体制児童家庭相談体制のののの強化等強化等強化等強化等
・児童福祉司任用資格取得講習会の実施

・児童家庭相談対応マニュアルや虐待評価シートの活用支援

●少子化対策●少子化対策●少子化対策●少子化対策のののの県民運動県民運動県民運動県民運動のののの推進推進推進推進
・子育て応援フォーラムの開催(延べ３，５００人が来場）

・子育て応援情報紙の発行

●独身者●独身者●独身者●独身者のののの出会出会出会出会いのきっかけづくりいのきっかけづくりいのきっかけづくりいのきっかけづくり
・出会いのきっかけ交流会の開催（３回[定員の４倍近くが応募]）

・婚活サポーターの活動スタート

・出会いを応援する総合サイトの開設

次代次代次代次代をををを担担担担うこどもうこどもうこどもうこども達達達達をををを守守守守りりりり育育育育てるてるてるてる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

医師確保対策医師確保対策医師確保対策医師確保対策のののの推進推進推進推進

●若手医師●若手医師●若手医師●若手医師にとってにとってにとってにとって魅力魅力魅力魅力あるキャリアあるキャリアあるキャリアあるキャリア形成環境形成環境形成環境形成環境のののの整備整備整備整備
・指導医育成及び確保支援事業、若手医師のレベルアップ事業など

●県外在住●県外在住●県外在住●県外在住のののの医師医師医師医師をををを対象対象対象対象にににに、県内、県内、県内、県内でででで働働働働くくくく場場場場のののの情報情報情報情報をををを提供提供提供提供

するするするする「「「「こうちこうちこうちこうち医師医師医師医師ウェルカムネットウェルカムネットウェルカムネットウェルカムネット」」」」のののの運用運用運用運用
→内科医１名就業
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高齢者等高齢者等高齢者等高齢者等がががが健健健健やかにやかにやかにやかに生生生生きききき生生生生きときときときと生活生活生活生活できるできるできるできる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

地域地域地域地域でででで安心安心安心安心してしてしてして医療医療医療医療がががが受受受受けられるけられるけられるけられる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり
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これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

ポ
イ
ン
ト

中山間地域で、安全に安心して暮らすため、健やかに長生きするための対策が必要

加速化

生活生活生活生活をををを守守守守るるるる ⅠⅠⅠⅠ 健康健康健康健康づくりとづくりとづくりとづくりと福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実 ～～～～ともにともにともにともに支支支支ええええ合合合合いながらいながらいながらいながら生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり～～～～

◆生涯◆生涯◆生涯◆生涯をををを通通通通じたじたじたじた健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進 ２４１２４１２４１２４１百万円百万円百万円百万円
○住民○住民○住民○住民のののの健康健康健康健康づくりをづくりをづくりをづくりを支援支援支援支援するするするする「「「「よさこいよさこいよさこいよさこい健康健康健康健康プランプランプランプラン２１２１２１２１」」」」のののの推進推進推進推進

・健康づくり推進事業 （87,557千円）

○歯○歯○歯○歯とととと口口口口のののの健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

・（新）歯と口の健康づくり事業 （12,785千円） ・８０２０運動推進事業 （5,713千円）

○安全○安全○安全○安全・・・・安心安心安心安心なななな出産環境出産環境出産環境出産環境づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

・周産期医療体制整備事業 （47,517千円）

○働○働○働○働きききき盛盛盛盛りのりのりのりの住民住民住民住民のののの健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

・特定健康診査受診促進事業（7,236千円） がん検診受診促進事業（77,002千円） ・健康づくり団体育成支援事業(4,400千円）

◆◆◆◆ともにともにともにともに支支支支ええええ合合合合うううう地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進 ８１４８１４８１４８１４百万円百万円百万円百万円
○小規模多機能支援拠点「○小規模多機能支援拠点「○小規模多機能支援拠点「○小規模多機能支援拠点「あったかふれあいセンターあったかふれあいセンターあったかふれあいセンターあったかふれあいセンター」」」」のののの整備整備整備整備

・ふるさと雇用再生あったかふれあいセンター事業費補助金 （507,273千円）

○高齢者等○高齢者等○高齢者等○高齢者等のののの日常的日常的日常的日常的なななな支支支支ええええ合合合合いいいい活動活動活動活動のののの体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり

・（新）地域支え合い体制づくり事業費補助金 （290,000千円）

・住宅等改造支援事業費補助金[支え合い地域づくり用] （1,350千円）

・地域老人クラブ活動費補助金[地域支え合い事業] （15,136千円）

◆高齢者等◆高齢者等◆高齢者等◆高齢者等がががが安心安心安心安心してしてしてして、生、生、生、生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進 １４１１４１１４１１４１百万円百万円百万円百万円
○県○県○県○県やややや市町村市町村市町村市町村・・・・社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会のののの地域福祉推進地域福祉推進地域福祉推進地域福祉推進のののの指針指針指針指針となるとなるとなるとなる「地域福祉活動計画」策定「地域福祉活動計画」策定「地域福祉活動計画」策定「地域福祉活動計画」策定のののの推進推進推進推進

・地域福祉計画等推進費 （21,854千円）

○中山間地域○中山間地域○中山間地域○中山間地域でででで利用者利用者利用者利用者のニーズにあったのニーズにあったのニーズにあったのニーズにあった介護介護介護介護やややや障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉のサービスがのサービスがのサービスがのサービスが円滑円滑円滑円滑にににに受受受受けられるけられるけられるけられる仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり
・（新）中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金 （51,808千円） ・緊急用ショートステイ体制づくり推進事業 （26,067千円）

・（新）中山間地域障害福祉サービス確保対策事業費補助金 (4,025千円） ・中山間地域小規模拠点事業所支援事業費 （6,182千円）

・住宅等改造支援事業費補助金[個人用] （26,067千円）

○地域○地域○地域○地域でででで不足不足不足不足しているホームヘルバーしているホームヘルバーしているホームヘルバーしているホームヘルバー（（（（２２２２級）級）級）級）のののの養成養成養成養成

・（新）中山間地域ホームヘルパー養成事業費補助金 （8,000千円）

★「日本一★「日本一★「日本一★「日本一のののの健康長寿県構想」健康長寿県構想」健康長寿県構想」健康長寿県構想」をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして、地域、地域、地域、地域のののの人々人々人々人々がががが健健健健やかでやかでやかでやかで生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らすことのできるらすことのできるらすことのできるらすことのできる

地域地域地域地域づくりとづくりとづくりとづくりと、地域、地域、地域、地域 でででで安心安心安心安心してしてしてして医療医療医療医療をををを受受受受けられるけられるけられるけられる 環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるめるめるめる。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方■人口減少■人口減少■人口減少■人口減少やややや高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進展進展進展進展によりによりによりにより、地域、地域、地域、地域でででで必要必要必要必要なななな福祉福祉福祉福祉サービスがサービスがサービスがサービスが受受受受けられないけられないけられないけられない
・全国と比較して、人口減少で１５年、高齢化で１０年先行、特に中山間地域はその傾向が顕著

中山間地域の実態・・・ 昭和３５年から平成１７年までの５０年間で人口が２０万人減少。 町村部の高齢化率 36.４％ ［平成２２年４月]

→多様なニーズがありながら、利用者が少ないため、国の全国一律の福祉サービスだけでは、必要なサービスが提供されにくい

■過疎化■過疎化■過疎化■過疎化のののの進展進展進展進展によりによりによりにより、地域、地域、地域、地域のののの支支支支ええええ合合合合いいいい、助、助、助、助けけけけ合合合合いがいがいがいが困難困難困難困難
・中山間地域では高齢化率が５０％を超える町が出現するなど、過疎化が年々進行。（平成１８年集落調査の結果）

・平成２１年度県世論調査で「地域の支え合いの力が弱まっている」と回答55.8％

■県中央部以外■県中央部以外■県中央部以外■県中央部以外のののの地域地域地域地域のののの医師医師医師医師がががが不足不足不足不足
→４０歳未満の若手医師の減少。中央保健圏域以外は医師が減少。広い県土での過疎化の進展により、全国に比較して無医地区が多い

■全国■全国■全国■全国にににに比較比較比較比較してしてしてして、働、働、働、働きききき盛盛盛盛りのりのりのりの４０４０４０４０歳代、歳代、歳代、歳代、５０５０５０５０歳代歳代歳代歳代のののの男性男性男性男性のののの死亡死亡死亡死亡がががが多多多多くくくく、、、、乳児乳児乳児乳児のののの死亡率死亡率死亡率死亡率がががが高高高高いいいい
→６０歳以降の平均余命は全国上位であるが、４０歳～５０歳代の男性の死亡が全国より多い。乳児の死亡率は過去６年でワースト１位が３回

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

◆中山間地域◆中山間地域◆中山間地域◆中山間地域のののの医師確保医師確保医師確保医師確保のののの推進推進推進推進 ２２２２，，，，２２５２２５２２５２２５ 百万円百万円百万円百万円
○医師確保○医師確保○医師確保○医師確保・・・・養成等養成等養成等養成等のためののためののためののための中長期的中長期的中長期的中長期的なななな対策対策対策対策とととと即効性即効性即効性即効性のあるのあるのあるのある施策施策施策施策のののの推進推進推進推進

・地域医療再生事業 （2,019,597千円）

○県内勤務医師○県内勤務医師○県内勤務医師○県内勤務医師のののの確保確保確保確保にににに向向向向けたけたけたけた奨学金奨学金奨学金奨学金のののの貸与貸与貸与貸与

・医師確保対策事業費 （205,388千円）

◆関係者◆関係者◆関係者◆関係者のののの連携連携連携連携によるによるによるによる医療対策医療対策医療対策医療対策のののの確保確保確保確保 ３５６３５６３５６３５６百万円百万円百万円百万円
○地域○地域○地域○地域ごとのごとのごとのごとの医療連携医療連携医療連携医療連携のののの仕組仕組仕組仕組みづくりのみづくりのみづくりのみづくりの推進推進推進推進

・離島歯科診療班派遣事業 （454千円） ・在宅歯科医療班推進事業 （13,017千円）

○無医地区○無医地区○無医地区○無医地区のケアなどへきのケアなどへきのケアなどへきのケアなどへき地医療地医療地医療地医療のののの確保確保確保確保とととと充実充実充実充実

・地域医療再生事業 （51,400千円） ・へきち医療対策事業 (291,089千円）

◆救急医療体制◆救急医療体制◆救急医療体制◆救急医療体制のののの確保確保確保確保 ８８１８８１８８１８８１百万円百万円百万円百万円
○適切○適切○適切○適切なななな受診受診受診受診のののの啓発啓発啓発啓発とととと急病時急病時急病時急病時のののの対応対応対応対応

・救急医療対策事業 （313,337千円）

○迅速○迅速○迅速○迅速なななな医師医師医師医師のののの現場派遣現場派遣現場派遣現場派遣やややや救急患者救急患者救急患者救急患者のののの搬送搬送搬送搬送にににに資資資資するためのドクターヘリのするためのドクターヘリのするためのドクターヘリのするためのドクターヘリの運航開始運航開始運航開始運航開始

・ドクターヘリ運航事業 (568,954千円）

４４４４，，，，６５８６５８６５８６５８百万円百万円百万円百万円

１１１１，，，，１９６１９６１９６１９６百万円百万円百万円百万円

３３３３，，，，４６２４６２４６２４６２百万円百万円百万円百万円

今今今今
後後後後
のののの
取取取取
りりりり
組組組組
みみみみ

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

●地域福祉計画等●地域福祉計画等●地域福祉計画等●地域福祉計画等のののの推進推進推進推進
・県地域福祉支援計画の策定

・あっかたふれあいセンター等の活動を充実し、地域福祉の拠点

として整備を推進

●●●●あったかふれあいセンターのあったかふれあいセンターのあったかふれあいセンターのあったかふれあいセンターの活動活動活動活動のののの充実充実充実充実
・３０市町村３９ヶ所で活動を展開（新たに１１３人を雇用）

・誰もが集える居場所づくり

（世代間交流、高齢者の元気づくり、障害者の社会参加など、

地域での見守りや家族の介護負担の軽減）

・生活課題に対応した活動も徐々に展開

●自殺●自殺●自殺●自殺・うつ・うつ・うつ・うつ病対策病対策病対策病対策のののの推進推進推進推進
・自殺予防情報センターを中心とした関係機関との連携体制の

強化

⇒高知いのちの電話の２４時間化に向けた支援

⇒多重債務など相談窓口の対応の手引きの作成

⇒相談従事者に対する研修

・広報媒体を活用した普及啓発の取り組み

（自殺者が減少 [H21→H22 ▲３８人] ）

ともにともにともにともに支支支支ええええ合合合合うううう地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり

●住民主体介護予防●住民主体介護予防●住民主体介護予防●住民主体介護予防のしくみづくりののしくみづくりののしくみづくりののしくみづくりの推進推進推進推進
・介護予防事業の効果を検証

・効果的な介護予防プログラムの作成

⇒運動、口腔、栄養の組み合わせ

・普及啓発のための介護予防手帳の作成

●中山間地域●中山間地域●中山間地域●中山間地域におけるにおけるにおけるにおける介護介護介護介護サービスのサービスのサービスのサービスの確保確保確保確保
・中山間地域の介護サービスの実態調査

⇒事業所から２０分以上の訪問、３０分～40分以上の送迎は赤字

⇒遠隔地に少数の利用者が点在しているため、効率が悪くサービス

が行き届いていない

●地域●地域●地域●地域におけるにおけるにおけるにおける認知症認知症認知症認知症のののの人人人人とととと家族家族家族家族へのへのへのへの支援支援支援支援
・認知症コールセンターによる相談支援

・認知症高齢者を地域で支えるためのサポーター等を養成

・地域の支援ネットワークの構築

高齢者高齢者高齢者高齢者がががが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり

●障害者●障害者●障害者●障害者のののの就労促進就労促進就労促進就労促進とととと工賃工賃工賃工賃アップアップアップアップ
・特別支援学校生に対して新たに介護へルバー資格取得研修の実施

→１３名が資格取得（うち９名が高等部３年生、うち５名が一般就労

に向け就職活動中）

●発育障害●発育障害●発育障害●発育障害のののの早期発見早期発見早期発見早期発見・・・・早期療育早期療育早期療育早期療育のののの支援体制支援体制支援体制支援体制づくりづくりづくりづくり
・早期発見、早期療育のための支援体制づくりを２圏域４市町で実施

⇒乳幼児健診におけるスクリーニング

⇒親カウンセリング

⇒早期療育親子教室

障害者等障害者等障害者等障害者等がががが生生生生きききき生生生生きききき暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり

●市町村●市町村●市町村●市町村のののの児童家庭相談体制児童家庭相談体制児童家庭相談体制児童家庭相談体制のののの強化等強化等強化等強化等
・児童福祉司任用資格取得講習会の実施

・児童家庭相談対応マニュアルや虐待評価シートの活用支援

●少子化対策●少子化対策●少子化対策●少子化対策のののの県民運動県民運動県民運動県民運動のののの推進推進推進推進
・子育て応援フォーラムの開催(延べ３，５００人が来場）

・子育て応援情報紙の発行

●独身者●独身者●独身者●独身者のののの出会出会出会出会いのきっかけづくりいのきっかけづくりいのきっかけづくりいのきっかけづくり
・出会いのきっかけ交流会の開催（３回[定員の４倍近くが応募]）

・婚活サポーターの活動スタート

・出会いを応援する総合サイトの開設

次代次代次代次代をををを担担担担うこどもうこどもうこどもうこども達達達達をををを守守守守りりりり育育育育てるてるてるてる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

医師確保対策医師確保対策医師確保対策医師確保対策のののの推進推進推進推進

連携連携連携連携によるによるによるによる適切適切適切適切なななな医療体制医療体制医療体制医療体制のののの確保確保確保確保

救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制のののの整備整備整備整備

周産期周産期周産期周産期とととと乳児乳児乳児乳児のののの死亡率死亡率死亡率死亡率のののの改善改善改善改善
働働働働きききき盛盛盛盛りのりのりのりの世代世代世代世代のののの死亡率死亡率死亡率死亡率のののの改善改善改善改善

●若手医師●若手医師●若手医師●若手医師にとってにとってにとってにとって魅力魅力魅力魅力あるキャリアあるキャリアあるキャリアあるキャリア形成環境形成環境形成環境形成環境のののの整備整備整備整備
・指導医育成及び確保支援事業、若手医師のレベルアップ事業など

●県外在住●県外在住●県外在住●県外在住のののの医師医師医師医師をををを対象対象対象対象にににに、県内、県内、県内、県内でででで働働働働くくくく場場場場のののの情報情報情報情報をををを提供提供提供提供

するするするする「「「「こうちこうちこうちこうち医師医師医師医師ウェルカムネットウェルカムネットウェルカムネットウェルカムネット」」」」のののの運用運用運用運用
→内科医１名就業

●医師養成奨学金等●医師養成奨学金等●医師養成奨学金等●医師養成奨学金等のののの貸与貸与貸与貸与

●●●●へきへきへきへき地医療地医療地医療地医療のののの確保確保確保確保
・自治医科大学との連携による医師の確保

・無医地区巡回診療による無医地区への支援

・代診の実施によるへき地診療所への支援

・へき地医療情報ネットワークの充実

●●●●ドクターヘリのドクターヘリのドクターヘリのドクターヘリの導入促進導入促進導入促進導入促進
→平成23年3月運航

●救急医療情報●救急医療情報●救急医療情報●救急医療情報のののの提供提供提供提供とととと適正適正適正適正なななな受診受診受診受診のののの啓発啓発啓発啓発
・救急医療情報システムの運営による救急医療情報の提供

・こども救急ガイドブックやこうちこども救急ダイヤルの電話相談

による急病時の対応支援

●母体管理●母体管理●母体管理●母体管理のののの徹底徹底徹底徹底
・妊婦健康診査の受診勧奨と健診を受けやすい環境づくり

（事業所約6,800社への啓発など）

・妊婦健康診査費用（全14回分）の助成

●特定健康診査●特定健康診査●特定健康診査●特定健康診査・がん・がん・がん・がん検診検診検診検診のののの受診促進受診促進受診促進受診促進

・直接の声かけや地域の健康づくり団体を活用した受診

勧奨に取り組む市町村を支援

→多くの市町村で受診率が向上する傾向

・・・・
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地域地域地域地域でででで安心安心安心安心してしてしてして医療医療医療医療がががが受受受受けられるけられるけられるけられる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

中中中中
山山山山
間間間間
地地地地
域域域域
でででで

「「「「
日日日日
本本本本
一一一一
のののの
健健健健
康康康康
長長長長
寿寿寿寿
県県県県
構構構構
想想想想
」」」」

（（（（保保保保
健健健健
・・・・
医医医医
療療療療
・・・・
福福福福
祉祉祉祉
））））
のののの
ささささ
らららら
なななな
るるるる
実実実実
践践践践
・・・・
推推推推
進進進進

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ
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中山間地域で、安全に安心して暮らすため、健やかに長生きするための対策が必要

加速化

強化



生活生活生活生活をををを守守守守るるるる Ⅱ 集落支援 ～集落の維持可能な仕組みづくりの推進～

◆地域活動◆地域活動◆地域活動◆地域活動をををを支支支支えるえるえるえる人材人材人材人材のののの育成育成育成育成 ６６６６百万円百万円百万円百万円
○地域活動○地域活動○地域活動○地域活動のののの核核核核となるリーダーのとなるリーダーのとなるリーダーのとなるリーダーの発掘、養成発掘、養成発掘、養成発掘、養成

・集落活性化アドバイザー事業 （2,187千円）

○地域活動○地域活動○地域活動○地域活動をををを担担担担うううう地域地域地域地域グループグループグループグループ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯのののの育成、強化育成、強化育成、強化育成、強化ネットワークネットワークネットワークネットワーク化化化化のののの促進促進促進促進

・地域人材育成事業 （3,675千円）

★地域★地域★地域★地域でででで暮暮暮暮らすらすらすらす住民住民住民住民がががが生生生生まれまれまれまれ育育育育ったったったった地域（集落）地域（集落）地域（集落）地域（集落）でででで引引引引きききき続続続続きききき暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる「持続可能「持続可能「持続可能「持続可能なななな」仕組」仕組」仕組」仕組みみみみ

づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるめるめるめる。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方
■人口■人口■人口■人口のののの減少減少減少減少やややや高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進展進展進展進展によりによりによりにより、地域（集落）、地域（集落）、地域（集落）、地域（集落）のコミュニティのコミュニティのコミュニティのコミュニティ機能機能機能機能がががが著著著著しくしくしくしく衰退衰退衰退衰退

・地域の繋がりの気薄化やコミュティーの弱体化により、冠婚葬祭、農作業や草刈り等の助け合いや共同作業ができない

（９世帯以下集落・・・・１９１集落（８．１％）、１０～１９世帯集落・・・ ３６６集落（１５．５％） 、集落数２，３６０ ［平成１８年集落調査結果］ ）

→H21県世論調査で「支え合いが弱まっている」と回答５５．８％

■地域■地域■地域■地域づくりのづくりのづくりのづくりの担担担担いいいい手手手手がいないがいないがいないがいない
・中山間地域に後継者がおらず、長年継承してきた伝統文化や風習、祭ごとなどが維持できない

・若者の減少による中山間地域での青年団活動が衰退

■住民■住民■住民■住民のののの日常生活日常生活日常生活日常生活がががが維持維持維持維持できないできないできないできない
・中山間地域では、必要最低限の生活を営むことができない地域が増加の一途

→「水源の枯渇や給水施設の老朽化、高齢化の進展等で飲料水が確保できない」、「商店の消滅・撤退で生活物資が容易く確保できない」

「公共交通の廃止により病院等への移動手段がない」などの多様な課題が顕著

■鳥獣被害■鳥獣被害■鳥獣被害■鳥獣被害のののの県内県内県内県内へのへのへのへの拡大拡大拡大拡大
・野生鳥獣による農林業被害、生活被害が極めて深刻な事態

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

７２１７２１７２１７２１百万円百万円百万円百万円

１０２１０２１０２１０２百万円百万円百万円百万円

今今今今
後後後後
のののの
取取取取
りりりり
組組組組
みみみみ

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

集落集落集落集落のののの活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進

生活生活生活生活をををを守守守守るるるる Ⅱ 集落支援 ～集落の維持可能な仕組みづくりの推進～

◆地域活動◆地域活動◆地域活動◆地域活動をををを支支支支えるえるえるえる人材人材人材人材のののの育成育成育成育成 ６６６６百万円百万円百万円百万円
○地域活動○地域活動○地域活動○地域活動のののの核核核核となるリーダーのとなるリーダーのとなるリーダーのとなるリーダーの発掘、養成発掘、養成発掘、養成発掘、養成

・集落活性化アドバイザー事業 （2,187千円）

○地域活動○地域活動○地域活動○地域活動をををを担担担担うううう地域地域地域地域グループグループグループグループ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯのののの育成、強化育成、強化育成、強化育成、強化ネットワークネットワークネットワークネットワーク化化化化のののの促進促進促進促進

・地域人材育成事業 （3,675千円）

◆地域文化等◆地域文化等◆地域文化等◆地域文化等のののの振興振興振興振興のためのソフトのためのソフトのためのソフトのためのソフト施策施策施策施策のののの推進推進推進推進とととと施設等施設等施設等施設等のののの整備整備整備整備 （地域（地域（地域（地域のののの元気元気元気元気づくりづくりづくりづくり）））） ３１３１３１３１百万円百万円百万円百万円
○地域間交流○地域間交流○地域間交流○地域間交流やややや賑賑賑賑わいづくりのわいづくりのわいづくりのわいづくりの推進推進推進推進

・地域づくり支援事業費補助金 (別項目で計上）

○地域○地域○地域○地域にににに残残残残されたされたされたされた貴重貴重貴重貴重なななな伝統芸能、文化財、歴史的景観、生活文化等伝統芸能、文化財、歴史的景観、生活文化等伝統芸能、文化財、歴史的景観、生活文化等伝統芸能、文化財、歴史的景観、生活文化等のののの地域文化地域文化地域文化地域文化のののの保全活動保全活動保全活動保全活動へのへのへのへの支援支援支援支援

・文化財管理調査事業 （21,844千円）

○高知○高知○高知○高知ならではのならではのならではのならではの貴重貴重貴重貴重なななな地域文化地域文化地域文化地域文化にかかるにかかるにかかるにかかる情報情報情報情報のののの県外県外県外県外へのへのへのへの発信、ＰＲ活動発信、ＰＲ活動発信、ＰＲ活動発信、ＰＲ活動のののの促進促進促進促進

・広報紙発行事業 （9,975千円）

◆地域◆地域◆地域◆地域のののの担担担担いいいい手手手手のののの確保確保確保確保にににに向向向向けたけたけたけた移住促進移住促進移住促進移住促進 ６５６５６５６５百万円百万円百万円百万円
○高知○高知○高知○高知へのへのへのへの移住移住移住移住をををを促促促促すためのすためのすためのすための相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口のののの設置及設置及設置及設置及びフォローアップびフォローアップびフォローアップびフォローアップ体制体制体制体制のののの一層一層一層一層のののの強化強化強化強化

・フォローアップ体制構築事業 （16,849千円） ・重点分野雇用創出インターンシップ活用事業 （20,160千円）

○「住○「住○「住○「住まいまいまいまい」対策」対策」対策」対策などなどなどなど、各市町村、各市町村、各市町村、各市町村やややや地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける移住者移住者移住者移住者のののの受入体制受入体制受入体制受入体制のののの整備整備整備整備

・移住促進事業費補助金 （19,500千円）

○県外○県外○県外○県外にににに向向向向けてのけてのけてのけての効果的効果的効果的効果的なななな情報発信情報発信情報発信情報発信のののの推進推進推進推進

・移住プロモーション実施事業 (8,175千円）

★地域★地域★地域★地域でででで暮暮暮暮らすらすらすらす住民住民住民住民がががが生生生生まれまれまれまれ育育育育ったったったった地域（集落）地域（集落）地域（集落）地域（集落）でででで引引引引きききき続続続続きききき暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる「持続可能「持続可能「持続可能「持続可能なななな」仕組」仕組」仕組」仕組みみみみ

づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるめるめるめる。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方
■人口■人口■人口■人口のののの減少減少減少減少やややや高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進展進展進展進展によりによりによりにより、地域（集落）、地域（集落）、地域（集落）、地域（集落）のコミュニティのコミュニティのコミュニティのコミュニティ機能機能機能機能がががが著著著著しくしくしくしく衰退衰退衰退衰退

・地域の繋がりの気薄化やコミュティーの弱体化により、冠婚葬祭、農作業や草刈り等の助け合いや共同作業ができない

（９世帯以下集落・・・・１９１集落（８．１％）、１０～１９世帯集落・・・ ３６６集落（１５．５％） 、集落数２，３６０ ［平成１８年集落調査結果］ ）

→H21県世論調査で「支え合いが弱まっている」と回答５５．８％

■地域■地域■地域■地域づくりのづくりのづくりのづくりの担担担担いいいい手手手手がいないがいないがいないがいない
・中山間地域に後継者がおらず、長年継承してきた伝統文化や風習、祭ごとなどが維持できない

・若者の減少による中山間地域での青年団活動が衰退

■住民■住民■住民■住民のののの日常生活日常生活日常生活日常生活がががが維持維持維持維持できないできないできないできない
・中山間地域では、必要最低限の生活を営むことができない地域が増加の一途

→「水源の枯渇や給水施設の老朽化、高齢化の進展等で飲料水が確保できない」、「商店の消滅・撤退で生活物資が容易く確保できない」

「公共交通の廃止により病院等への移動手段がない」などの多様な課題が顕著

■鳥獣被害■鳥獣被害■鳥獣被害■鳥獣被害のののの県内県内県内県内へのへのへのへの拡大拡大拡大拡大
・野生鳥獣による農林業被害、生活被害が極めて深刻な事態

→「シカ、イノシシから田畑を守る防護柵なしでは農業ができない」、「サルなどが家屋にも侵入し、暮らしそのものが脅かされている」、

「早苗、柚子の樹皮、杉・桧が食害を受けている」など深刻な被害がある

【鳥獣による被害状況 平成２０年度：264,120千円 平成２１年度：291,951千円】

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

７２１７２１７２１７２１百万円百万円百万円百万円

１０２１０２１０２１０２百万円百万円百万円百万円

◆一人一人◆一人一人◆一人一人◆一人一人のののの生活生活生活生活をををを守守守守るるるる仕組仕組仕組仕組みづくりのみづくりのみづくりのみづくりの推進推進推進推進 ５５５５５５５５百万円百万円百万円百万円

人人人人がががが住住住住めないめないめないめない環境環境環境環境にににに拍車拍車拍車拍車がかかりがかかりがかかりがかかり、、、、ますますますますますますますます集落機能集落機能集落機能集落機能やややや地域地域地域地域コニュニティーがコニュニティーがコニュニティーがコニュニティーが維持維持維持維持できなくなるできなくなるできなくなるできなくなる

今今今今
後後後後
のののの
取取取取
りりりり
組組組組
みみみみ

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

６１９６１９６１９６１９百万円百万円百万円百万円
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集落集落集落集落のののの活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進

集落集落集落集落のののの維持維持維持維持にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進
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落落落落
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・・・・
鳥鳥鳥鳥
獣獣獣獣
被被被被

●地域●地域●地域●地域づくりづくりづくりづくり活動活動活動活動へのへのへのへの資金面資金面資金面資金面でのでのでのでの支援支援支援支援
・住民が市町村と一体となって取り組む地域づくり活動を後押し（H15年度から実施）

→住民主体の活動に係る市町村への助成

【地域づくり支援事業費補助金実績 （Ｈ２０年度： ５６件, Ｈ２１年度：２８件 107,194千円、Ｈ２２年度見込み：２０件 91,455千円）】

●地域●地域●地域●地域づくりづくりづくりづくり活動活動活動活動へのへのへのへの人的人的人的人的なななな支援支援支援支援
・地域支援企画員による地域活動に関するアドバイス、関係機関への橋渡し、情報提供などの支援

→平成１５年度創設。 全市町村をカバー 地域産業振興監を含む ６０名体制

●外部人材●外部人材●外部人材●外部人材のののの活用活用活用活用によるによるによるによる地域（集落）地域（集落）地域（集落）地域（集落）のののの活性化対策活性化対策活性化対策活性化対策のののの検討検討検討検討
・「集落活性化アドバイザー」（３名）の委嘱による集落活性化対策の推進

地域地域地域地域・・・・集落活動集落活動集落活動集落活動へのへのへのへの支援支援支援支援

加速化

生活生活生活生活をををを守守守守るるるる Ⅱ 集落支援 ～集落の維持可能な仕組みづくりの推進～

◆地域活動◆地域活動◆地域活動◆地域活動をををを支支支支えるえるえるえる人材人材人材人材のののの育成育成育成育成 ６６６６百万円百万円百万円百万円
○地域活動○地域活動○地域活動○地域活動のののの核核核核となるリーダーのとなるリーダーのとなるリーダーのとなるリーダーの発掘、養成発掘、養成発掘、養成発掘、養成

・集落活性化アドバイザー事業 （2,187千円）

○地域活動○地域活動○地域活動○地域活動をををを担担担担うううう地域地域地域地域グループグループグループグループ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯのののの育成、強化育成、強化育成、強化育成、強化ネットワークネットワークネットワークネットワーク化化化化のののの促進促進促進促進

・地域人材育成事業 （3,675千円）

◆地域文化等◆地域文化等◆地域文化等◆地域文化等のののの振興振興振興振興のためのソフトのためのソフトのためのソフトのためのソフト施策施策施策施策のののの推進推進推進推進とととと施設等施設等施設等施設等のののの整備整備整備整備 （地域（地域（地域（地域のののの元気元気元気元気づくりづくりづくりづくり）））） ３１３１３１３１百万円百万円百万円百万円
○地域間交流○地域間交流○地域間交流○地域間交流やややや賑賑賑賑わいづくりのわいづくりのわいづくりのわいづくりの推進推進推進推進

・地域づくり支援事業費補助金 (別項目で計上）

○地域○地域○地域○地域にににに残残残残されたされたされたされた貴重貴重貴重貴重なななな伝統芸能、文化財、歴史的景観、生活文化等伝統芸能、文化財、歴史的景観、生活文化等伝統芸能、文化財、歴史的景観、生活文化等伝統芸能、文化財、歴史的景観、生活文化等のののの地域文化地域文化地域文化地域文化のののの保全活動保全活動保全活動保全活動へのへのへのへの支援支援支援支援

・文化財管理調査事業 （21,844千円）

○高知○高知○高知○高知ならではのならではのならではのならではの貴重貴重貴重貴重なななな地域文化地域文化地域文化地域文化にかかるにかかるにかかるにかかる情報情報情報情報のののの県外県外県外県外へのへのへのへの発信、ＰＲ活動発信、ＰＲ活動発信、ＰＲ活動発信、ＰＲ活動のののの促進促進促進促進

・広報紙発行事業 （9,975千円）

◆地域◆地域◆地域◆地域のののの担担担担いいいい手手手手のののの確保確保確保確保にににに向向向向けたけたけたけた移住促進移住促進移住促進移住促進 ６５６５６５６５百万円百万円百万円百万円
○高知○高知○高知○高知へのへのへのへの移住移住移住移住をををを促促促促すためのすためのすためのすための相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口のののの設置及設置及設置及設置及びフォローアップびフォローアップびフォローアップびフォローアップ体制体制体制体制のののの一層一層一層一層のののの強化強化強化強化

・フォローアップ体制構築事業 （16,849千円） ・重点分野雇用創出インターンシップ活用事業 （20,160千円）

○「住○「住○「住○「住まいまいまいまい」対策」対策」対策」対策などなどなどなど、各市町村、各市町村、各市町村、各市町村やややや地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける移住者移住者移住者移住者のののの受入体制受入体制受入体制受入体制のののの整備整備整備整備

・移住促進事業費補助金 （19,500千円）

○県外○県外○県外○県外にににに向向向向けてのけてのけてのけての効果的効果的効果的効果的なななな情報発信情報発信情報発信情報発信のののの推進推進推進推進

・移住プロモーション実施事業 (8,175千円）

★地域★地域★地域★地域でででで暮暮暮暮らすらすらすらす住民住民住民住民がががが生生生生まれまれまれまれ育育育育ったったったった地域（集落）地域（集落）地域（集落）地域（集落）でででで引引引引きききき続続続続きききき暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる「持続可能「持続可能「持続可能「持続可能なななな」仕組」仕組」仕組」仕組みみみみ

づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるめるめるめる。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

●地域●地域●地域●地域でででで引引引引きききき続続続続きききき生活生活生活生活できるできるできるできる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり
・中山間地域生活支援総合事業で中山間地域の生活環境の仕組みづくりを推進 （平成２０年度から事業を創設して本格実施）

○飲料水の確保に向けた取り組み（８１事業 総額５３６，０２２千円）

○移動販売等の仕組みづくり（移動販売車２１台 総額７４，３５２千円）

■人口■人口■人口■人口のののの減少減少減少減少やややや高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進展進展進展進展によりによりによりにより、地域（集落）、地域（集落）、地域（集落）、地域（集落）のコミュニティのコミュニティのコミュニティのコミュニティ機能機能機能機能がががが著著著著しくしくしくしく衰退衰退衰退衰退
・地域の繋がりの気薄化やコミュティーの弱体化により、冠婚葬祭、農作業や草刈り等の助け合いや共同作業ができない

（９世帯以下集落・・・・１９１集落（８．１％）、１０～１９世帯集落・・・ ３６６集落（１５．５％） 、集落数２，３６０ ［平成１８年集落調査結果］ ）

→H21県世論調査で「支え合いが弱まっている」と回答５５．８％

■地域■地域■地域■地域づくりのづくりのづくりのづくりの担担担担いいいい手手手手がいないがいないがいないがいない
・中山間地域に後継者がおらず、長年継承してきた伝統文化や風習、祭ごとなどが維持できない

・若者の減少による中山間地域での青年団活動が衰退

■住民■住民■住民■住民のののの日常生活日常生活日常生活日常生活がががが維持維持維持維持できないできないできないできない
・中山間地域では、必要最低限の生活を営むことができない地域が増加の一途

→「水源の枯渇や給水施設の老朽化、高齢化の進展等で飲料水が確保できない」、「商店の消滅・撤退で生活物資が容易く確保できない」

「公共交通の廃止により病院等への移動手段がない」などの多様な課題が顕著

■鳥獣被害■鳥獣被害■鳥獣被害■鳥獣被害のののの県内県内県内県内へのへのへのへの拡大拡大拡大拡大
・野生鳥獣による農林業被害、生活被害が極めて深刻な事態

→「シカ、イノシシから田畑を守る防護柵なしでは農業ができない」、「サルなどが家屋にも侵入し、暮らしそのものが脅かされている」、

「早苗、柚子の樹皮、杉・桧が食害を受けている」など深刻な被害がある

【鳥獣による被害状況 平成２０年度：264,120千円 平成２１年度：291,951千円】

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

７２１７２１７２１７２１百万円百万円百万円百万円

１０２１０２１０２１０２百万円百万円百万円百万円

百万

円

◆一人一人◆一人一人◆一人一人◆一人一人のののの生活生活生活生活をををを守守守守るるるる仕組仕組仕組仕組みづくりのみづくりのみづくりのみづくりの推進推進推進推進 ５５５５５５５５百万円百万円百万円百万円
○○○○住民住民住民住民がががが抱抱抱抱えるえるえるえる課題解決課題解決課題解決課題解決やニーズやニーズやニーズやニーズ把握等把握等把握等把握等にににに向向向向けたけたけたけた活動活動活動活動のののの展開展開展開展開

・・・・地域支援企画員活動費（24,314千円） ・緊急雇用創出集落調査事業 （30,550千円）

○日常生活○日常生活○日常生活○日常生活にににに必要必要必要必要なななな食料食料食料食料などのなどのなどのなどの生活物資生活物資生活物資生活物資のののの確保確保確保確保にににに向向向向けてのシステムづくりけてのシステムづくりけてのシステムづくりけてのシステムづくり

・中山間地域生活支援総合支援事業 （163,680千円） ※2月補正で計上

○山合○山合○山合○山合いのいのいのいの地域地域地域地域などなどなどなど、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ地域地域地域地域のののの実情実情実情実情にににに応応応応じたじたじたじた給水施設整備給水施設整備給水施設整備給水施設整備とととと地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける維持管理維持管理維持管理維持管理のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり

・中山間地域生活支援総合支援事業 （再掲）

◆住民力◆住民力◆住民力◆住民力によるによるによるによる集落集落集落集落をををを支支支支えるえるえるえる仕組仕組仕組仕組みづくりのみづくりのみづくりのみづくりの推進推進推進推進 １００１００１００１００百万円百万円百万円百万円
○地域○地域○地域○地域をををを維持維持維持維持していくためのしていくためのしていくためのしていくための「場「場「場「場づくりづくりづくりづくり」」」」のののの推進推進推進推進

・地域づくり支援事業費補助金 (100,000千円）

○大学、○大学、○大学、○大学、NPOなどなどなどなど外部人材外部人材外部人材外部人材をををを活用活用活用活用したしたしたした地域地域地域地域コミュニティーのコミュニティーのコミュニティーのコミュニティーの維持、再生維持、再生維持、再生維持、再生

・集落活性化アドバイザー事業 （別項目で計上）

◆集落◆集落◆集落◆集落のののの維持維持維持維持・・・・再生再生再生再生にににに向向向向けたけたけたけた再編、整備再編、整備再編、整備再編、整備 ７９７９７９７９百万円百万円百万円百万円
○基幹集落○基幹集落○基幹集落○基幹集落のののの再生再生再生再生・・・・再編再編再編再編にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ

・地域づくり支援事業費補助金（別項目で計上） ・（新）集落営農・拠点ビジネス支援事業（別項目で計上）

・(拡）集落営農普及促進事業（別項目で計上） ・中山間地域等直接支払事業（別項目で計上）

○住民○住民○住民○住民のののの居住環境居住環境居住環境居住環境のののの整備整備整備整備やややや集落道集落道集落道集落道のののの整備整備整備整備などなどなどなど、集落環境、集落環境、集落環境、集落環境のののの向上向上向上向上にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組のののの推進推進推進推進、

・（拡）農地・水保全管理支払事業（79,014千円） ・小規模農業水利施設保全対策事業（166,000千円） ※２月補正で計上

人人人人がががが住住住住めないめないめないめない環境環境環境環境にににに拍車拍車拍車拍車がかかりがかかりがかかりがかかり、、、、ますますますますますますますます集落機能集落機能集落機能集落機能やややや地域地域地域地域コニュニティーがコニュニティーがコニュニティーがコニュニティーが維持維持維持維持できなくなるできなくなるできなくなるできなくなる

今今今今
後後後後
のののの
取取取取
りりりり
組組組組
みみみみ

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

６１９６１９６１９６１９百万円百万円百万円百万円
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集落集落集落集落のののの活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進

集落集落集落集落のののの維持維持維持維持にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進
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●地域●地域●地域●地域づくりづくりづくりづくり活動活動活動活動へのへのへのへの資金面資金面資金面資金面でのでのでのでの支援支援支援支援
・住民が市町村と一体となって取り組む地域づくり活動を後押し（H15年度から実施）

→住民主体の活動に係る市町村への助成

【地域づくり支援事業費補助金実績 （Ｈ２０年度： ５６件, Ｈ２１年度：２８件 107,194千円、Ｈ２２年度見込み：２０件 91,455千円）】

●地域●地域●地域●地域づくりづくりづくりづくり活動活動活動活動へのへのへのへの人的人的人的人的なななな支援支援支援支援
・地域支援企画員による地域活動に関するアドバイス、関係機関への橋渡し、情報提供などの支援

→平成１５年度創設。 全市町村をカバー 地域産業振興監を含む ６０名体制

●外部人材●外部人材●外部人材●外部人材のののの活用活用活用活用によるによるによるによる地域（集落）地域（集落）地域（集落）地域（集落）のののの活性化対策活性化対策活性化対策活性化対策のののの検討検討検討検討
・「集落活性化アドバイザー」（３名）の委嘱による集落活性化対策の推進

・地域おこし協力隊（２市町）、集落支援員（４町村）の導入に向けた橋渡し、情報提供等

●地域（集落）●地域（集落）●地域（集落）●地域（集落）のののの実態、実態、実態、実態、ニーズのニーズのニーズのニーズの把握把握把握把握

・集落調査の実施 （Ｈ１８年度 実施） →地域支援企画員を通じたニーズを把握し、県の政策づくりに繋げる

地域地域地域地域・・・・集落活動集落活動集落活動集落活動へのへのへのへの支援支援支援支援

●地域活動●地域活動●地域活動●地域活動のリーダーののリーダーののリーダーののリーダーの養成養成養成養成
・地域で活動を行っている地域団体・グループ、ＮＰＯ等のリーダーを養成するための講座や研修会等の開催 （Ｈ２２年度 ３回開催）

●地域●地域●地域●地域のののの担担担担いいいい手確保手確保手確保手確保にににに向向向向けたけたけたけた移住対策移住対策移住対策移住対策のののの促進促進促進促進
・移住の総合案内窓口として移住コンシェルジュ（３名）を配置することによるフォローアップ体制の強化（Ｈ２２．４月）

→総合案内窓口の相談件数 （平成２１年度） ３４０件 → （平成２２年度） ３８５件 ［Ｈ２３．２．１０現在］

・移住関係のデータベース（相談内容、農地、空き家等の情報）の構築による情報提供の強化（Ｈ２２．４月）

・クラインガルテン（宿泊施設付き農園１５区画、貸し農園１９区画）の整備→ 四万十町 満室 現在順番待ちの状況 （Ｈ２２．２月完成）

生活環境生活環境生活環境生活環境づくりへのづくりへのづくりへのづくりへの支援支援支援支援

地域地域地域地域のののの担担担担いいいい手対策手対策手対策手対策

ポ
イ
ン
ト

加速化

生活生活生活生活をををを守守守守るるるる Ⅱ 集落支援 ～集落の維持可能な仕組みづくりの推進～

◆地域活動◆地域活動◆地域活動◆地域活動をををを支支支支えるえるえるえる人材人材人材人材のののの育成育成育成育成 ６６６６百万円百万円百万円百万円
○地域活動○地域活動○地域活動○地域活動のののの核核核核となるリーダーのとなるリーダーのとなるリーダーのとなるリーダーの発掘、養成発掘、養成発掘、養成発掘、養成

・集落活性化アドバイザー事業 （2,187千円）

○地域活動○地域活動○地域活動○地域活動をををを担担担担うううう地域地域地域地域グループグループグループグループ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯのののの育成、強化育成、強化育成、強化育成、強化ネットワークネットワークネットワークネットワーク化化化化のののの促進促進促進促進

・地域人材育成事業 （3,675千円）

◆地域文化等◆地域文化等◆地域文化等◆地域文化等のののの振興振興振興振興のためのソフトのためのソフトのためのソフトのためのソフト施策施策施策施策のののの推進推進推進推進とととと施設等施設等施設等施設等のののの整備整備整備整備 （地域（地域（地域（地域のののの元気元気元気元気づくりづくりづくりづくり）））） ３１３１３１３１百万円百万円百万円百万円
○地域間交流○地域間交流○地域間交流○地域間交流やややや賑賑賑賑わいづくりのわいづくりのわいづくりのわいづくりの推進推進推進推進

・地域づくり支援事業費補助金 (別項目で計上）

○地域○地域○地域○地域にににに残残残残されたされたされたされた貴重貴重貴重貴重なななな伝統芸能、文化財、歴史的景観、生活文化等伝統芸能、文化財、歴史的景観、生活文化等伝統芸能、文化財、歴史的景観、生活文化等伝統芸能、文化財、歴史的景観、生活文化等のののの地域文化地域文化地域文化地域文化のののの保全活動保全活動保全活動保全活動へのへのへのへの支援支援支援支援

・文化財管理調査事業 （21,844千円）

○高知○高知○高知○高知ならではのならではのならではのならではの貴重貴重貴重貴重なななな地域文化地域文化地域文化地域文化にかかるにかかるにかかるにかかる情報情報情報情報のののの県外県外県外県外へのへのへのへの発信、ＰＲ活動発信、ＰＲ活動発信、ＰＲ活動発信、ＰＲ活動のののの促進促進促進促進

・広報紙発行事業 （9,975千円）

◆地域◆地域◆地域◆地域のののの担担担担いいいい手手手手のののの確保確保確保確保にににに向向向向けたけたけたけた移住促進移住促進移住促進移住促進 ６５６５６５６５百万円百万円百万円百万円
○高知○高知○高知○高知へのへのへのへの移住移住移住移住をををを促促促促すためのすためのすためのすための相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口のののの設置及設置及設置及設置及びフォローアップびフォローアップびフォローアップびフォローアップ体制体制体制体制のののの一層一層一層一層のののの強化強化強化強化

・フォローアップ体制構築事業 （16,849千円） ・重点分野雇用創出インターンシップ活用事業 （20,160千円）

○「住○「住○「住○「住まいまいまいまい」対策」対策」対策」対策などなどなどなど、各市町村、各市町村、各市町村、各市町村やややや地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける移住者移住者移住者移住者のののの受入体制受入体制受入体制受入体制のののの整備整備整備整備

・移住促進事業費補助金 （19,500千円）

○県外○県外○県外○県外にににに向向向向けてのけてのけてのけての効果的効果的効果的効果的なななな情報発信情報発信情報発信情報発信のののの推進推進推進推進

・移住プロモーション実施事業 (8,175千円）

★地域★地域★地域★地域でででで暮暮暮暮らすらすらすらす住民住民住民住民がががが生生生生まれまれまれまれ育育育育ったったったった地域（集落）地域（集落）地域（集落）地域（集落）でででで引引引引きききき続続続続きききき暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる「持続可能「持続可能「持続可能「持続可能なななな」仕組」仕組」仕組」仕組みみみみ

づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるめるめるめる。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

●地域●地域●地域●地域でででで引引引引きききき続続続続きききき生活生活生活生活できるできるできるできる環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり
・中山間地域生活支援総合事業で中山間地域の生活環境の仕組みづくりを推進 （平成２０年度から事業を創設して本格実施）

○飲料水の確保に向けた取り組み（８１事業 総額５３６，０２２千円）

○移動販売等の仕組みづくり（移動販売車２１台 総額７４，３５２千円）

○地域の移動手段の確保（１１箇所 総額 ３９，５６９千円）

■人口■人口■人口■人口のののの減少減少減少減少やややや高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進展進展進展進展によりによりによりにより、地域（集落）、地域（集落）、地域（集落）、地域（集落）のコミュニティのコミュニティのコミュニティのコミュニティ機能機能機能機能がががが著著著著しくしくしくしく衰退衰退衰退衰退
・地域の繋がりの気薄化やコミュティーの弱体化により、冠婚葬祭、農作業や草刈り等の助け合いや共同作業ができない

（９世帯以下集落・・・・１９１集落（８．１％）、１０～１９世帯集落・・・ ３６６集落（１５．５％） 、集落数２，３６０ ［平成１８年集落調査結果］ ）

→H21県世論調査で「支え合いが弱まっている」と回答５５．８％

■地域■地域■地域■地域づくりのづくりのづくりのづくりの担担担担いいいい手手手手がいないがいないがいないがいない
・中山間地域に後継者がおらず、長年継承してきた伝統文化や風習、祭ごとなどが維持できない

・若者の減少による中山間地域での青年団活動が衰退

■住民■住民■住民■住民のののの日常生活日常生活日常生活日常生活がががが維持維持維持維持できないできないできないできない
・中山間地域では、必要最低限の生活を営むことができない地域が増加の一途

→「水源の枯渇や給水施設の老朽化、高齢化の進展等で飲料水が確保できない」、「商店の消滅・撤退で生活物資が容易く確保できない」

「公共交通の廃止により病院等への移動手段がない」などの多様な課題が顕著

■鳥獣被害■鳥獣被害■鳥獣被害■鳥獣被害のののの県内県内県内県内へのへのへのへの拡大拡大拡大拡大
・野生鳥獣による農林業被害、生活被害が極めて深刻な事態

→「シカ、イノシシから田畑を守る防護柵なしでは農業ができない」、「サルなどが家屋にも侵入し、暮らしそのものが脅かされている」、

「早苗、柚子の樹皮、杉・桧が食害を受けている」など深刻な被害がある

【鳥獣による被害状況 平成２０年度：264,120千円 平成２１年度：291,951千円】

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

７２１７２１７２１７２１百万円百万円百万円百万円

１０２１０２１０２１０２百万円百万円百万円百万円

百万

円

◆一人一人◆一人一人◆一人一人◆一人一人のののの生活生活生活生活をををを守守守守るるるる仕組仕組仕組仕組みづくりのみづくりのみづくりのみづくりの推進推進推進推進 ５５５５５５５５百万円百万円百万円百万円
○○○○住民住民住民住民がががが抱抱抱抱えるえるえるえる課題解決課題解決課題解決課題解決やニーズやニーズやニーズやニーズ把握等把握等把握等把握等にににに向向向向けたけたけたけた活動活動活動活動のののの展開展開展開展開

・・・・地域支援企画員活動費（24,314千円） ・緊急雇用創出集落調査事業 （30,550千円）

○日常生活○日常生活○日常生活○日常生活にににに必要必要必要必要なななな食料食料食料食料などのなどのなどのなどの生活物資生活物資生活物資生活物資のののの確保確保確保確保にににに向向向向けてのシステムづくりけてのシステムづくりけてのシステムづくりけてのシステムづくり

・中山間地域生活支援総合支援事業 （163,680千円） ※2月補正で計上

○山合○山合○山合○山合いのいのいのいの地域地域地域地域などなどなどなど、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ地域地域地域地域のののの実情実情実情実情にににに応応応応じたじたじたじた給水施設整備給水施設整備給水施設整備給水施設整備とととと地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける維持管理維持管理維持管理維持管理のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり

・中山間地域生活支援総合支援事業 （再掲）

◆住民力◆住民力◆住民力◆住民力によるによるによるによる集落集落集落集落をををを支支支支えるえるえるえる仕組仕組仕組仕組みづくりのみづくりのみづくりのみづくりの推進推進推進推進 １００１００１００１００百万円百万円百万円百万円
○地域○地域○地域○地域をををを維持維持維持維持していくためのしていくためのしていくためのしていくための「場「場「場「場づくりづくりづくりづくり」」」」のののの推進推進推進推進

・地域づくり支援事業費補助金 (100,000千円）

○大学、○大学、○大学、○大学、NPOなどなどなどなど外部人材外部人材外部人材外部人材をををを活用活用活用活用したしたしたした地域地域地域地域コミュニティーのコミュニティーのコミュニティーのコミュニティーの維持、再生維持、再生維持、再生維持、再生

・集落活性化アドバイザー事業 （別項目で計上）

◆集落◆集落◆集落◆集落のののの維持維持維持維持・・・・再生再生再生再生にににに向向向向けたけたけたけた再編、整備再編、整備再編、整備再編、整備 ７９７９７９７９百万円百万円百万円百万円
○基幹集落○基幹集落○基幹集落○基幹集落のののの再生再生再生再生・・・・再編再編再編再編にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ

・地域づくり支援事業費補助金（別項目で計上） ・（新）集落営農・拠点ビジネス支援事業（別項目で計上）

・(拡）集落営農普及促進事業（別項目で計上） ・中山間地域等直接支払事業（別項目で計上）

○住民○住民○住民○住民のののの居住環境居住環境居住環境居住環境のののの整備整備整備整備やややや集落道集落道集落道集落道のののの整備整備整備整備などなどなどなど、集落環境、集落環境、集落環境、集落環境のののの向上向上向上向上にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組のののの推進推進推進推進、

・（拡）農地・水保全管理支払事業（79,014千円） ・小規模農業水利施設保全対策事業（166,000千円） ※２月補正で計上

・かんがい排水事業（別項目で計上）

◆鳥獣被害対策◆鳥獣被害対策◆鳥獣被害対策◆鳥獣被害対策のののの推進推進推進推進 ３８５３８５３８５３８５百万円百万円百万円百万円
○野生鳥獣○野生鳥獣○野生鳥獣○野生鳥獣によるによるによるによる農林被害農林被害農林被害農林被害やややや生活被害生活被害生活被害生活被害をををを防止防止防止防止するためのするためのするためのするための防除対策、捕獲対策防除対策、捕獲対策防除対策、捕獲対策防除対策、捕獲対策のののの推進推進推進推進

・鳥獣被害緊急対策事業（35,126千円）

○深刻○深刻○深刻○深刻になっているシカになっているシカになっているシカになっているシカ被害被害被害被害のののの総合的総合的総合的総合的なななな対策対策対策対策のののの推進（捕獲報償金、推進（捕獲報償金、推進（捕獲報償金、推進（捕獲報償金、モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング調査、調査、調査、調査、シカシカシカシカ肉利用促進、肉利用促進、肉利用促進、肉利用促進、

市町村市町村市町村市町村のののの行行行行うシカうシカうシカうシカ捕獲事業捕獲事業捕獲事業捕獲事業のののの助成、県助成、県助成、県助成、県のののの捕獲隊等捕獲隊等捕獲隊等捕獲隊等によるによるによるによる広域捕獲広域捕獲広域捕獲広域捕獲のののの推進、捕獲技術推進、捕獲技術推進、捕獲技術推進、捕獲技術のののの開発）開発）開発）開発）

・シカ被害特別対策事業（268,200千円）

○地域○地域○地域○地域においてにおいてにおいてにおいて鳥獣被害対策鳥獣被害対策鳥獣被害対策鳥獣被害対策のののの取組取組取組取組をををを前進前進前進前進させるためのリーダーのさせるためのリーダーのさせるためのリーダーのさせるためのリーダーの計画的計画的計画的計画的なななな養成養成養成養成

・鳥獣被害対策担い手育成事業（514千円）

○地域○地域○地域○地域におけるにおけるにおけるにおける鳥獣被害対策鳥獣被害対策鳥獣被害対策鳥獣被害対策のののの取組取組取組取組へのへのへのへの支援支援支援支援

・鳥獣被害防止総合対策交付金（80,757千円）

人人人人がががが住住住住めないめないめないめない環境環境環境環境にににに拍車拍車拍車拍車がかかりがかかりがかかりがかかり、、、、ますますますますますますますます集落機能集落機能集落機能集落機能やややや地域地域地域地域コニュニティーがコニュニティーがコニュニティーがコニュニティーが維持維持維持維持できなくなるできなくなるできなくなるできなくなる

今今今今
後後後後
のののの
取取取取
りりりり
組組組組
みみみみ

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

６１９６１９６１９６１９百万円百万円百万円百万円

●抜本的●抜本的●抜本的●抜本的なシカなシカなシカなシカ対策対策対策対策
・狩猟期のシカ捕獲対策 →シカ個体数調整事業実績（H20年度･･･4,956頭 H21年度･･･6,871頭）

・市町村の有害許可捕獲に対して助成 →シカ被害特別対策事業実績（H20年度･･･3,439頭 H21年度･･･4,490頭）

・シカ肉の利用促進 →設備や体制の整備等に対して助成した結果、H22年度末には県内6か所にシカ肉解体施設が整備予定

●有害鳥獣（●有害鳥獣（●有害鳥獣（●有害鳥獣（シカシカシカシカ以外）被害対策以外）被害対策以外）被害対策以外）被害対策

・市町村が行う有害鳥獣に対する被害防除及び捕獲事業に対し助成

【鳥獣被害緊急対策事業費補助金実績（H20年度･･･28市町村、19,211千円 H21年度･･･28市町村、18,077千円）】

鳥獣被害対策鳥獣被害対策鳥獣被害対策鳥獣被害対策
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集落集落集落集落のののの活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進

集落集落集落集落のののの維持維持維持維持にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進
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●地域●地域●地域●地域づくりづくりづくりづくり活動活動活動活動へのへのへのへの資金面資金面資金面資金面でのでのでのでの支援支援支援支援
・住民が市町村と一体となって取り組む地域づくり活動を後押し（H15年度から実施）

→住民主体の活動に係る市町村への助成

【地域づくり支援事業費補助金実績 （Ｈ２０年度： ５６件, Ｈ２１年度：２８件 107,194千円、Ｈ２２年度見込み：２０件 91,455千円）】

●地域●地域●地域●地域づくりづくりづくりづくり活動活動活動活動へのへのへのへの人的人的人的人的なななな支援支援支援支援
・地域支援企画員による地域活動に関するアドバイス、関係機関への橋渡し、情報提供などの支援

→平成１５年度創設。 全市町村をカバー 地域産業振興監を含む ６０名体制

●外部人材●外部人材●外部人材●外部人材のののの活用活用活用活用によるによるによるによる地域（集落）地域（集落）地域（集落）地域（集落）のののの活性化対策活性化対策活性化対策活性化対策のののの検討検討検討検討
・「集落活性化アドバイザー」（３名）の委嘱による集落活性化対策の推進

・地域おこし協力隊（２市町）、集落支援員（４町村）の導入に向けた橋渡し、情報提供等

●地域（集落）●地域（集落）●地域（集落）●地域（集落）のののの実態、実態、実態、実態、ニーズのニーズのニーズのニーズの把握把握把握把握

・集落調査の実施 （Ｈ１８年度 実施） →地域支援企画員を通じたニーズを把握し、県の政策づくりに繋げる

地域地域地域地域・・・・集落活動集落活動集落活動集落活動へのへのへのへの支援支援支援支援

●地域活動●地域活動●地域活動●地域活動のリーダーののリーダーののリーダーののリーダーの養成養成養成養成
・地域で活動を行っている地域団体・グループ、ＮＰＯ等のリーダーを養成するための講座や研修会等の開催 （Ｈ２２年度 ３回開催）

●地域●地域●地域●地域のののの担担担担いいいい手確保手確保手確保手確保にににに向向向向けたけたけたけた移住対策移住対策移住対策移住対策のののの促進促進促進促進
・移住の総合案内窓口として移住コンシェルジュ（３名）を配置することによるフォローアップ体制の強化（Ｈ２２．４月）

→総合案内窓口の相談件数 （平成２１年度） ３４０件 → （平成２２年度） ３８５件 ［Ｈ２３．２．１０現在］

・移住関係のデータベース（相談内容、農地、空き家等の情報）の構築による情報提供の強化（Ｈ２２．４月）

・クラインガルテン（宿泊施設付き農園１５区画、貸し農園１９区画）の整備→ 四万十町 満室 現在順番待ちの状況 （Ｈ２２．２月完成）

生活環境生活環境生活環境生活環境づくりへのづくりへのづくりへのづくりへの支援支援支援支援

地域地域地域地域のののの担担担担いいいい手対策手対策手対策手対策
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加速化

強化



生活生活生活生活をををを守守守守るるるる Ⅲ 生活基盤の整備 ～安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心かつかつかつかつ快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進～～～～

◆道路交通網◆道路交通網◆道路交通網◆道路交通網のののの整備整備整備整備のののの推進推進推進推進 別途整理別途整理別途整理別途整理

「命「命「命「命のののの道」道」道」道」のののの整備整備整備整備のののの加速化加速化加速化加速化

★住民★住民★住民★住民がががが安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心かつかつかつかつ快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らせるようにらせるようにらせるようにらせるように、、、、ソフトソフトソフトソフト、、、、ハードハードハードハード両面両面両面両面においてにおいてにおいてにおいて地域地域地域地域のののの特性特性特性特性にににに配慮配慮配慮配慮

したしたしたした生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤をををを整備整備整備整備するするするする。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方
■■■■劣悪劣悪劣悪劣悪なななな道路環境道路環境道路環境道路環境によりによりによりにより、最低限、最低限、最低限、最低限のののの安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全がががが確保確保確保確保されていないされていないされていないされていない

・公共交通機関が脆弱で自動車に依存せざるを得ないにも関わらず、道路の改良率が低い

○県道（主要地方道、一般県道）の改良率「ワースト１」 →    ・県道（主要地方道、一般県道） ３７．３％ ４７位 全国平均６７．５％

・市町村道 ４１．１％ ４５位 全国平均５５．９％

○厳しい地理的状況下での通行止めが多い。 総計 １４，９８２時間 →

■県内■県内■県内■県内のののの通信環境通信環境通信環境通信環境のののの整備整備整備整備はははは進進進進んできているんできているんできているんできている
・携帯電話の通話可能エリアは、国の補助事業により、採算性の問題から民間事業者による整備が進まなかった中山間の小さな集落にまで拡大されてきている

・地デジ対応のための辺地共聴施設の改修は、国や県の補助事業等により、平成23年7月までに完了予定である

しかし、新たな難視地区（アナログ放送は視聴できていたがデジタル放送が視聴できない地区。今後も増加が予想される。）への対応が課題である

■地域■地域■地域■地域のののの実情実情実情実情にあったにあったにあったにあった移動手段移動手段移動手段移動手段がががが確保確保確保確保されていないされていないされていないされていない
・既存の路線バスだけでは、地域住民のニーズに対応しきれない

・運行経費への負担が大きく、車両更新などに対応できない

■簡易水道■簡易水道■簡易水道■簡易水道やややや汚水処理施設汚水処理施設汚水処理施設汚水処理施設のののの整備整備整備整備がががが遅遅遅遅れているれているれているれている
・地域によっては、生活用水が確保できていない ⇒ 平成２０年度簡易水道等の普及率 高知県 ９２％ （全国 ９７．５％）

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

６６０６６０６６０６６０百万円百万円百万円百万円

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

１９４１９４１９４１９４百万円百万円百万円百万円

今今今今

後後後後

のののの

取取取取

りりりり

組組組組

みみみみ

・事前通行規制区間内の通行止め ５４路線 １３３回 １２，７３９時間

・事前通行規制区間外の通行止め ３８路線 ６１回 ２，２４３時間

交通通信体系交通通信体系交通通信体系交通通信体系のののの整備整備整備整備

生活生活生活生活をををを守守守守るるるる Ⅲ 生活基盤の整備 ～安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心かつかつかつかつ快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進～～～～

◆道路交通網◆道路交通網◆道路交通網◆道路交通網のののの整備整備整備整備のののの推進推進推進推進 別途整理別途整理別途整理別途整理

「命「命「命「命のののの道」道」道」道」のののの整備整備整備整備のののの加速化加速化加速化加速化
○○○○ 地域地域地域地域のののの活力活力活力活力をををを支支支支ええええ、県民生活、県民生活、県民生活、県民生活のののの安心、安全安心、安全安心、安全安心、安全をををを確保確保確保確保するするするする「命「命「命「命のののの道道道道づくりづくりづくりづくり」」」」

・道路整備の遅れを取り戻し、災害に強い道路ネットワークを構築し、県民生活の安心・安全、活力を支える

命の道づくりを推進

１９２工区 １５，７７３百万円

○地域○地域○地域○地域のののの実情実情実情実情やややや要望要望要望要望にににに柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対応対応対応対応できるできるできるできる道路関連事業道路関連事業道路関連事業道路関連事業のののの推進推進推進推進

・せいかつのみち整備事業 ４００百万円

○既存施設○既存施設○既存施設○既存施設のののの有効活用有効活用有効活用有効活用とととと長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化のためののためののためののための適正適正適正適正なななな維持管理維持管理維持管理維持管理

・地域の安全安心推進事業 １，４０２百万円（※２月補正対応） など

◆生活◆生活◆生活◆生活をををを守守守守るるるる交通確保対策交通確保対策交通確保対策交通確保対策とととと物流物流物流物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり ２２２２２２２２百万円百万円百万円百万円

○地域○地域○地域○地域のののの生活生活生活生活をををを支支支支えるためのえるためのえるためのえるための交通手段交通手段交通手段交通手段のののの確保確保確保確保にににに向向向向けたけたけたけた路線再編等路線再編等路線再編等路線再編等にににに必要必要必要必要なななな調査及調査及調査及調査及びびびび施設整備施設整備施設整備施設整備へのへのへのへの支援支援支援支援

・地域の交通維持支援事業費補助金 （11,644千円） ・（新）ＩＣカード普及促進事業費補助金 （10,200千円）

○生活関連○生活関連○生活関連○生活関連サービスもサービスもサービスもサービスも包含包含包含包含したしたしたした効率的効率的効率的効率的なななな物流物流物流物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりのみづくりのみづくりのみづくりの推進推進推進推進

・（新）地域の物流等支援事業費 （別項目で計上）

◆情報通信基盤整備◆情報通信基盤整備◆情報通信基盤整備◆情報通信基盤整備のののの推進推進推進推進 １７２１７２１７２１７２百万円百万円百万円百万円
○市町村○市町村○市町村○市町村がががが実施実施実施実施するするするする携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの基地局整備基地局整備基地局整備基地局整備のののの支援支援支援支援

・移動通信用施設整備事業費補助金（145,104千円） 3市町 7地区

○地上○地上○地上○地上デジタルデジタルデジタルデジタル放送難視聴地区放送難視聴地区放送難視聴地区放送難視聴地区のののの辺地共聴施設辺地共聴施設辺地共聴施設辺地共聴施設にににに対対対対するするするする支援支援支援支援

★住民★住民★住民★住民がががが安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心かつかつかつかつ快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らせるようにらせるようにらせるようにらせるように、、、、ソフトソフトソフトソフト、、、、ハードハードハードハード両面両面両面両面においてにおいてにおいてにおいて地域地域地域地域のののの特性特性特性特性にににに配慮配慮配慮配慮

したしたしたした生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤をををを整備整備整備整備するするするする。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

●中山間地域●中山間地域●中山間地域●中山間地域のののの実情実情実情実情にににに合合合合ったったったった道路整備道路整備道路整備道路整備
・中山間地域の道路を２車線、局部改良・１車線を効率よく組み合わせた、安心で走りやすい「１．５車線」道路の整備 （９８工区 ３，６３１百万円）

・対向車の有無をドライバーに知らせることで、安全かつスムーズな行き違いを誘導する「中山間道路走行支援システム」の整備

●県都●県都●県都●県都とととと中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの連携連携連携連携をををを強化強化強化強化するするするする道道道道づくりづくりづくりづくり
・都市部と中山間地域の一体的な道路整備の促進 （１０７工区 ９，１０３百万円）

●南海地震●南海地震●南海地震●南海地震にににに備備備備えるえるえるえる安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のののの道道道道づくりづくりづくりづくり
・救援、避難、援助活動が円滑に行えるように、幹線道路とそれに繋がる補助幹線、市町村道の整備 （１１１工区 ２，２９３百万円）

「命「命「命「命のののの道」道」道」道」のののの整備整備整備整備

■■■■劣悪劣悪劣悪劣悪なななな道路環境道路環境道路環境道路環境によりによりによりにより、最低限、最低限、最低限、最低限のののの安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全がががが確保確保確保確保されていないされていないされていないされていない
・公共交通機関が脆弱で自動車に依存せざるを得ないにも関わらず、道路の改良率が低い

○県道（主要地方道、一般県道）の改良率「ワースト１」 →    ・県道（主要地方道、一般県道） ３７．３％ ４７位 全国平均６７．５％

・市町村道 ４１．１％ ４５位 全国平均５５．９％

○厳しい地理的状況下での通行止めが多い。 総計 １４，９８２時間 →

■県内■県内■県内■県内のののの通信環境通信環境通信環境通信環境のののの整備整備整備整備はははは進進進進んできているんできているんできているんできている
・携帯電話の通話可能エリアは、国の補助事業により、採算性の問題から民間事業者による整備が進まなかった中山間の小さな集落にまで拡大されてきている

・地デジ対応のための辺地共聴施設の改修は、国や県の補助事業等により、平成23年7月までに完了予定である

しかし、新たな難視地区（アナログ放送は視聴できていたがデジタル放送が視聴できない地区。今後も増加が予想される。）への対応が課題である

■地域■地域■地域■地域のののの実情実情実情実情にあったにあったにあったにあった移動手段移動手段移動手段移動手段がががが確保確保確保確保されていないされていないされていないされていない
・既存の路線バスだけでは、地域住民のニーズに対応しきれない

・運行経費への負担が大きく、車両更新などに対応できない

■簡易水道■簡易水道■簡易水道■簡易水道やややや汚水処理施設汚水処理施設汚水処理施設汚水処理施設のののの整備整備整備整備がががが遅遅遅遅れているれているれているれている
・地域によっては、生活用水が確保できていない ⇒ 平成２０年度簡易水道等の普及率 高知県 ９２％ （全国 ９７．５％）

・汚水処理施設の整備状況は、全国に比べ大きく遅れをとっている

【汚水処理人口普及率 ６６．０％ （平成２１年度末全国平均８５．７％〔４５位〕） うち下水道処理人口普及率 ３１．７％、浄化槽人口普及率 ３１．０％】

■南海地震■南海地震■南海地震■南海地震へのへのへのへの備備備備えがえがえがえが必要必要必要必要
・近い将来、南海地震の発生が予測されている・・・・・・３０年以内の発生確率 ６０％程度、５０年以内は９０％程度

⇒自主防災組織や津波避難計画ができていない地域がある・・・市町村計画が６市１町で未策定

津波避難への対応が不十分 浸水区域人口 約２０万人 うち要避難対策者数 約１０万人 ⇒ うち避難困難者 約３７，０００人

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

地域交通地域交通地域交通地域交通・・・・物流物流物流物流のののの対策対策対策対策

６６０６６０６６０６６０百万円百万円百万円百万円

格差格差格差格差をををを是正是正是正是正しししし、、、、将来将来将来将来にわたりにわたりにわたりにわたり持続的持続的持続的持続的にににに生活生活生活生活できるようなできるようなできるようなできるような交通交通交通交通、、、、通信通信通信通信、、、、防災防災防災防災などのなどのなどのなどの生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤のののの整備整備整備整備がががが急務急務急務急務

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

１９４１９４１９４１９４百万円百万円百万円百万円

今今今今

後後後後

のののの

取取取取

りりりり

組組組組

みみみみ
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・事前通行規制区間内の通行止め ５４路線 １３３回 １２，７３９時間

・事前通行規制区間外の通行止め ３８路線 ６１回 ２，２４３時間
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交通通信体系交通通信体系交通通信体系交通通信体系のののの整備整備整備整備

加速化

生活生活生活生活をををを守守守守るるるる Ⅲ 生活基盤の整備 ～安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心かつかつかつかつ快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進～～～～

◆道路交通網◆道路交通網◆道路交通網◆道路交通網のののの整備整備整備整備のののの推進推進推進推進 別途整理別途整理別途整理別途整理

「命「命「命「命のののの道」道」道」道」のののの整備整備整備整備のののの加速化加速化加速化加速化
○○○○ 地域地域地域地域のののの活力活力活力活力をををを支支支支ええええ、県民生活、県民生活、県民生活、県民生活のののの安心、安全安心、安全安心、安全安心、安全をををを確保確保確保確保するするするする「命「命「命「命のののの道道道道づくりづくりづくりづくり」」」」

・道路整備の遅れを取り戻し、災害に強い道路ネットワークを構築し、県民生活の安心・安全、活力を支える

命の道づくりを推進

１９２工区 １５，７７３百万円

○地域○地域○地域○地域のののの実情実情実情実情やややや要望要望要望要望にににに柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対応対応対応対応できるできるできるできる道路関連事業道路関連事業道路関連事業道路関連事業のののの推進推進推進推進

・せいかつのみち整備事業 ４００百万円

○既存施設○既存施設○既存施設○既存施設のののの有効活用有効活用有効活用有効活用とととと長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化のためののためののためののための適正適正適正適正なななな維持管理維持管理維持管理維持管理

・地域の安全安心推進事業 １，４０２百万円（※２月補正対応） など

◆生活◆生活◆生活◆生活をををを守守守守るるるる交通確保対策交通確保対策交通確保対策交通確保対策とととと物流物流物流物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり ２２２２２２２２百万円百万円百万円百万円

○地域○地域○地域○地域のののの生活生活生活生活をををを支支支支えるためのえるためのえるためのえるための交通手段交通手段交通手段交通手段のののの確保確保確保確保にににに向向向向けたけたけたけた路線再編等路線再編等路線再編等路線再編等にににに必要必要必要必要なななな調査及調査及調査及調査及びびびび施設整備施設整備施設整備施設整備へのへのへのへの支援支援支援支援

・地域の交通維持支援事業費補助金 （11,644千円） ・（新）ＩＣカード普及促進事業費補助金 （10,200千円）

○生活関連○生活関連○生活関連○生活関連サービスもサービスもサービスもサービスも包含包含包含包含したしたしたした効率的効率的効率的効率的なななな物流物流物流物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりのみづくりのみづくりのみづくりの推進推進推進推進

・（新）地域の物流等支援事業費 （別項目で計上）

◆情報通信基盤整備◆情報通信基盤整備◆情報通信基盤整備◆情報通信基盤整備のののの推進推進推進推進 １７２１７２１７２１７２百万円百万円百万円百万円
○市町村○市町村○市町村○市町村がががが実施実施実施実施するするするする携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの基地局整備基地局整備基地局整備基地局整備のののの支援支援支援支援

・移動通信用施設整備事業費補助金（145,104千円） 3市町 7地区

○地上○地上○地上○地上デジタルデジタルデジタルデジタル放送難視聴地区放送難視聴地区放送難視聴地区放送難視聴地区のののの辺地共聴施設辺地共聴施設辺地共聴施設辺地共聴施設にににに対対対対するするするする支援支援支援支援

・共聴施設デジタル化支援事業費補助金（27,118千円）

共聴施設の改修 4施設 新たな難聴地区の共聴施設の新設 ２２施設

○市町村○市町村○市町村○市町村がががが実施実施実施実施するブロードバンドするブロードバンドするブロードバンドするブロードバンド整備整備整備整備のののの支援支援支援支援

・情報通信基盤整備事業費補助金（別項目で計上） 1市町村

★住民★住民★住民★住民がががが安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心かつかつかつかつ快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らせるようにらせるようにらせるようにらせるように、、、、ソフトソフトソフトソフト、、、、ハードハードハードハード両面両面両面両面においてにおいてにおいてにおいて地域地域地域地域のののの特性特性特性特性にににに配慮配慮配慮配慮

したしたしたした生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤をををを整備整備整備整備するするするする。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

●中山間地域●中山間地域●中山間地域●中山間地域のののの実情実情実情実情にににに合合合合ったったったった道路整備道路整備道路整備道路整備
・中山間地域の道路を２車線、局部改良・１車線を効率よく組み合わせた、安心で走りやすい「１．５車線」道路の整備 （９８工区 ３，６３１百万円）

・対向車の有無をドライバーに知らせることで、安全かつスムーズな行き違いを誘導する「中山間道路走行支援システム」の整備

●県都●県都●県都●県都とととと中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの連携連携連携連携をををを強化強化強化強化するするするする道道道道づくりづくりづくりづくり
・都市部と中山間地域の一体的な道路整備の促進 （１０７工区 ９，１０３百万円）

●南海地震●南海地震●南海地震●南海地震にににに備備備備えるえるえるえる安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のののの道道道道づくりづくりづくりづくり
・救援、避難、援助活動が円滑に行えるように、幹線道路とそれに繋がる補助幹線、市町村道の整備 （１１１工区 ２，２９３百万円）

●市町村●市町村●市町村●市町村がががが実施実施実施実施するするするする携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの基地局整備基地局整備基地局整備基地局整備のののの支援支援支援支援

・県の支援実績（国補助金含む） 平成７～２２年度 １５市町村 ５４地区 1,526,145千円（見込み）

→人口カバー率 平成２０年度末 99.2％ → 平成２２年度末 99.5％（見込み）

●地上●地上●地上●地上デジタルデジタルデジタルデジタル放送難視聴地区放送難視聴地区放送難視聴地区放送難視聴地区のののの辺地共聴施設辺地共聴施設辺地共聴施設辺地共聴施設にににに対対対対するするするする支援支援支援支援

・県の支援実績 平成１９～２２年度 ２２町村 371,254千円（見込み）

→共聴施設の改修 ２３３施設 うち県補助対象１５７施設

→新たな難視地区の共聴施設の新設 ４１施設 うち県補助対象２７施設

「命「命「命「命のののの道」道」道」道」のののの整備整備整備整備

■■■■劣悪劣悪劣悪劣悪なななな道路環境道路環境道路環境道路環境によりによりによりにより、最低限、最低限、最低限、最低限のののの安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全がががが確保確保確保確保されていないされていないされていないされていない
・公共交通機関が脆弱で自動車に依存せざるを得ないにも関わらず、道路の改良率が低い

○県道（主要地方道、一般県道）の改良率「ワースト１」 →    ・県道（主要地方道、一般県道） ３７．３％ ４７位 全国平均６７．５％

・市町村道 ４１．１％ ４５位 全国平均５５．９％

○厳しい地理的状況下での通行止めが多い。 総計 １４，９８２時間 →

■県内■県内■県内■県内のののの通信環境通信環境通信環境通信環境のののの整備整備整備整備はははは進進進進んできているんできているんできているんできている
・携帯電話の通話可能エリアは、国の補助事業により、採算性の問題から民間事業者による整備が進まなかった中山間の小さな集落にまで拡大されてきている

・地デジ対応のための辺地共聴施設の改修は、国や県の補助事業等により、平成23年7月までに完了予定である

しかし、新たな難視地区（アナログ放送は視聴できていたがデジタル放送が視聴できない地区。今後も増加が予想される。）への対応が課題である

■地域■地域■地域■地域のののの実情実情実情実情にあったにあったにあったにあった移動手段移動手段移動手段移動手段がががが確保確保確保確保されていないされていないされていないされていない
・既存の路線バスだけでは、地域住民のニーズに対応しきれない

・運行経費への負担が大きく、車両更新などに対応できない

■簡易水道■簡易水道■簡易水道■簡易水道やややや汚水処理施設汚水処理施設汚水処理施設汚水処理施設のののの整備整備整備整備がががが遅遅遅遅れているれているれているれている
・地域によっては、生活用水が確保できていない ⇒ 平成２０年度簡易水道等の普及率 高知県 ９２％ （全国 ９７．５％）

・汚水処理施設の整備状況は、全国に比べ大きく遅れをとっている

【汚水処理人口普及率 ６６．０％ （平成２１年度末全国平均８５．７％〔４５位〕） うち下水道処理人口普及率 ３１．７％、浄化槽人口普及率 ３１．０％】

■南海地震■南海地震■南海地震■南海地震へのへのへのへの備備備備えがえがえがえが必要必要必要必要
・近い将来、南海地震の発生が予測されている・・・・・・３０年以内の発生確率 ６０％程度、５０年以内は９０％程度

⇒自主防災組織や津波避難計画ができていない地域がある・・・市町村計画が６市１町で未策定

津波避難への対応が不十分 浸水区域人口 約２０万人 うち要避難対策者数 約１０万人 ⇒ うち避難困難者 約３７，０００人

情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤のののの整備整備整備整備

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

◆簡易水道、汚水処理施設◆簡易水道、汚水処理施設◆簡易水道、汚水処理施設◆簡易水道、汚水処理施設のののの整備整備整備整備 １５１１５１１５１１５１百万円百万円百万円百万円
○簡易水道等○簡易水道等○簡易水道等○簡易水道等のののの飲料水飲料水飲料水飲料水のののの確保確保確保確保にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援

・平成２３年度簡易水道等施設整備費国庫補助事業：1２市町村 17事業（高知県分） ※県予算計上なし

・高知県簡易水道等施設整備事業費補助金 （1,905千円）

・中山間地域生活支援総合事業[生活用水の確保] （別項目で計上）

○集合処理○集合処理○集合処理○集合処理をををを実施実施実施実施していないしていないしていないしていない地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽のののの設置設置設置設置にににに対対対対するするするする支援支援支援支援

・浄化槽設置整備事業費補助金 [1,272基] （149,232千円）

◆消防防災及◆消防防災及◆消防防災及◆消防防災及びびびび救急搬送体制救急搬送体制救急搬送体制救急搬送体制のののの整備整備整備整備 ２１５２１５２１５２１５百万円百万円百万円百万円
○南海地震○南海地震○南海地震○南海地震などのなどのなどのなどの大規模災害大規模災害大規模災害大規模災害にににに向向向向けたけたけたけた地域地域地域地域ぐるみでぐるみでぐるみでぐるみで支支支支ええええ合合合合うううう自主的自主的自主的自主的なななな地域防災地域防災地域防災地域防災のののの推進推進推進推進

●地域交通●地域交通●地域交通●地域交通のののの維持維持維持維持とととと物流物流物流物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり
・実態把握→市町村の移動手段の確保に関する実態調査（３４市町村）

・新しい仕組みづくり（実証運行など）

（H21） ・コミュニティーバスの新規運行 （２村） ・新規ルートの調査運行（１市） ・自転車を運搬可能な車両による実証運行（１町）

（H22) ・乗合タクシー 実証運行（１市） ・地域内バス路線再編の実証運行（１町）

・路線維持のための車両購入（更新も含む）

（H2１） ・小型バス１台 ワンボックスタイフ車両 ３台 （H22) ・小型バス２台（うち１台は低床型） ワンボックスタイフ車両 １台

●地域●地域●地域●地域のののの物流物流物流物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり

・物流に関する実態把握、仕組みづくりに向けた市町村との協議

・市町村などが行う小ロット産品集出荷と複合化できる見守り機能や買い物代行などのメニューの洗い出しや仕組みづくり、実施に向けた支援

地域交通地域交通地域交通地域交通・・・・物流物流物流物流のののの対策対策対策対策

６６０６６０６６０６６０百万円百万円百万円百万円

格差格差格差格差をををを是正是正是正是正しししし、、、、将来将来将来将来にわたりにわたりにわたりにわたり持続的持続的持続的持続的にににに生活生活生活生活できるようなできるようなできるようなできるような交通交通交通交通、、、、通信通信通信通信、、、、防災防災防災防災などのなどのなどのなどの生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤のののの整備整備整備整備がががが急務急務急務急務

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

１９４１９４１９４１９４百万円百万円百万円百万円

４６６４６６４６６４６６百万円百万円百万円百万円
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・事前通行規制区間内の通行止め ５４路線 １３３回 １２，７３９時間

・事前通行規制区間外の通行止め ３８路線 ６１回 ２，２４３時間
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交通通信体系交通通信体系交通通信体系交通通信体系のののの整備整備整備整備

生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備
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加速化

生活生活生活生活をををを守守守守るるるる Ⅲ 生活基盤の整備 ～安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心かつかつかつかつ快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進～～～～

◆道路交通網◆道路交通網◆道路交通網◆道路交通網のののの整備整備整備整備のののの推進推進推進推進 別途整理別途整理別途整理別途整理

「命「命「命「命のののの道」道」道」道」のののの整備整備整備整備のののの加速化加速化加速化加速化
○○○○ 地域地域地域地域のののの活力活力活力活力をををを支支支支ええええ、県民生活、県民生活、県民生活、県民生活のののの安心、安全安心、安全安心、安全安心、安全をををを確保確保確保確保するするするする「命「命「命「命のののの道道道道づくりづくりづくりづくり」」」」

・道路整備の遅れを取り戻し、災害に強い道路ネットワークを構築し、県民生活の安心・安全、活力を支える

命の道づくりを推進

１９２工区 １５，７７３百万円

○地域○地域○地域○地域のののの実情実情実情実情やややや要望要望要望要望にににに柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対応対応対応対応できるできるできるできる道路関連事業道路関連事業道路関連事業道路関連事業のののの推進推進推進推進

・せいかつのみち整備事業 ４００百万円

○既存施設○既存施設○既存施設○既存施設のののの有効活用有効活用有効活用有効活用とととと長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化のためののためののためののための適正適正適正適正なななな維持管理維持管理維持管理維持管理

・地域の安全安心推進事業 １，４０２百万円（※２月補正対応） など

◆生活◆生活◆生活◆生活をををを守守守守るるるる交通確保対策交通確保対策交通確保対策交通確保対策とととと物流物流物流物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり ２２２２２２２２百万円百万円百万円百万円

○地域○地域○地域○地域のののの生活生活生活生活をををを支支支支えるためのえるためのえるためのえるための交通手段交通手段交通手段交通手段のののの確保確保確保確保にににに向向向向けたけたけたけた路線再編等路線再編等路線再編等路線再編等にににに必要必要必要必要なななな調査及調査及調査及調査及びびびび施設整備施設整備施設整備施設整備へのへのへのへの支援支援支援支援

・地域の交通維持支援事業費補助金 （11,644千円） ・（新）ＩＣカード普及促進事業費補助金 （10,200千円）

○生活関連○生活関連○生活関連○生活関連サービスもサービスもサービスもサービスも包含包含包含包含したしたしたした効率的効率的効率的効率的なななな物流物流物流物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりのみづくりのみづくりのみづくりの推進推進推進推進

・（新）地域の物流等支援事業費 （別項目で計上）

◆情報通信基盤整備◆情報通信基盤整備◆情報通信基盤整備◆情報通信基盤整備のののの推進推進推進推進 １７２１７２１７２１７２百万円百万円百万円百万円
○市町村○市町村○市町村○市町村がががが実施実施実施実施するするするする携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの基地局整備基地局整備基地局整備基地局整備のののの支援支援支援支援

・移動通信用施設整備事業費補助金（145,104千円） 3市町 7地区

○地上○地上○地上○地上デジタルデジタルデジタルデジタル放送難視聴地区放送難視聴地区放送難視聴地区放送難視聴地区のののの辺地共聴施設辺地共聴施設辺地共聴施設辺地共聴施設にににに対対対対するするするする支援支援支援支援

・共聴施設デジタル化支援事業費補助金（27,118千円）

共聴施設の改修 4施設 新たな難聴地区の共聴施設の新設 ２２施設

○市町村○市町村○市町村○市町村がががが実施実施実施実施するブロードバンドするブロードバンドするブロードバンドするブロードバンド整備整備整備整備のののの支援支援支援支援

・情報通信基盤整備事業費補助金（別項目で計上） 1市町村

★住民★住民★住民★住民がががが安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心かつかつかつかつ快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らせるようにらせるようにらせるようにらせるように、、、、ソフトソフトソフトソフト、、、、ハードハードハードハード両面両面両面両面においてにおいてにおいてにおいて地域地域地域地域のののの特性特性特性特性にににに配慮配慮配慮配慮

したしたしたした生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤をををを整備整備整備整備するするするする。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

●中山間地域●中山間地域●中山間地域●中山間地域のののの実情実情実情実情にににに合合合合ったったったった道路整備道路整備道路整備道路整備
・中山間地域の道路を２車線、局部改良・１車線を効率よく組み合わせた、安心で走りやすい「１．５車線」道路の整備 （９８工区 ３，６３１百万円）

・対向車の有無をドライバーに知らせることで、安全かつスムーズな行き違いを誘導する「中山間道路走行支援システム」の整備

●県都●県都●県都●県都とととと中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの連携連携連携連携をををを強化強化強化強化するするするする道道道道づくりづくりづくりづくり
・都市部と中山間地域の一体的な道路整備の促進 （１０７工区 ９，１０３百万円）

●南海地震●南海地震●南海地震●南海地震にににに備備備備えるえるえるえる安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のののの道道道道づくりづくりづくりづくり
・救援、避難、援助活動が円滑に行えるように、幹線道路とそれに繋がる補助幹線、市町村道の整備 （１１１工区 ２，２９３百万円）

●簡易水道等●簡易水道等●簡易水道等●簡易水道等のののの整備整備整備整備
・平成２２年度簡易水道等施設整備費国庫補助事業：１２市町村 ２０事業（高知県分）、平成２２年度高知県簡易水道等施設整備事業費補助金（１，９０５千円）

・中山間地域生活支援総合事業（生活用水の確保）

●下水道施設●下水道施設●下水道施設●下水道施設のののの整備整備整備整備
・地域特性に応じた効率的な下水道事業の導入 ⇒公共下水道：９市町村、特定環境保全公共下水道：８市町

・過疎地域に係る下水道整備の促進 ⇒都道府県過疎代行制度による下水道整備：４町

・浄化槽の設置 ⇒平成２１年度末設置基数 ３１，８４０基

●市町村●市町村●市町村●市町村がががが実施実施実施実施するするするする携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの基地局整備基地局整備基地局整備基地局整備のののの支援支援支援支援

・県の支援実績（国補助金含む） 平成７～２２年度 １５市町村 ５４地区 1,526,145千円（見込み）

→人口カバー率 平成２０年度末 99.2％ → 平成２２年度末 99.5％（見込み）

●地上●地上●地上●地上デジタルデジタルデジタルデジタル放送難視聴地区放送難視聴地区放送難視聴地区放送難視聴地区のののの辺地共聴施設辺地共聴施設辺地共聴施設辺地共聴施設にににに対対対対するするするする支援支援支援支援

・県の支援実績 平成１９～２２年度 ２２町村 371,254千円（見込み）

→共聴施設の改修 ２３３施設 うち県補助対象１５７施設

→新たな難視地区の共聴施設の新設 ４１施設 うち県補助対象２７施設

「命「命「命「命のののの道」道」道」道」のののの整備整備整備整備

■■■■劣悪劣悪劣悪劣悪なななな道路環境道路環境道路環境道路環境によりによりによりにより、最低限、最低限、最低限、最低限のののの安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全がががが確保確保確保確保されていないされていないされていないされていない
・公共交通機関が脆弱で自動車に依存せざるを得ないにも関わらず、道路の改良率が低い

○県道（主要地方道、一般県道）の改良率「ワースト１」 →    ・県道（主要地方道、一般県道） ３７．３％ ４７位 全国平均６７．５％

・市町村道 ４１．１％ ４５位 全国平均５５．９％

○厳しい地理的状況下での通行止めが多い。 総計 １４，９８２時間 →

■県内■県内■県内■県内のののの通信環境通信環境通信環境通信環境のののの整備整備整備整備はははは進進進進んできているんできているんできているんできている
・携帯電話の通話可能エリアは、国の補助事業により、採算性の問題から民間事業者による整備が進まなかった中山間の小さな集落にまで拡大されてきている

・地デジ対応のための辺地共聴施設の改修は、国や県の補助事業等により、平成23年7月までに完了予定である

しかし、新たな難視地区（アナログ放送は視聴できていたがデジタル放送が視聴できない地区。今後も増加が予想される。）への対応が課題である

■地域■地域■地域■地域のののの実情実情実情実情にあったにあったにあったにあった移動手段移動手段移動手段移動手段がががが確保確保確保確保されていないされていないされていないされていない
・既存の路線バスだけでは、地域住民のニーズに対応しきれない

・運行経費への負担が大きく、車両更新などに対応できない

■簡易水道■簡易水道■簡易水道■簡易水道やややや汚水処理施設汚水処理施設汚水処理施設汚水処理施設のののの整備整備整備整備がががが遅遅遅遅れているれているれているれている
・地域によっては、生活用水が確保できていない ⇒ 平成２０年度簡易水道等の普及率 高知県 ９２％ （全国 ９７．５％）

・汚水処理施設の整備状況は、全国に比べ大きく遅れをとっている

【汚水処理人口普及率 ６６．０％ （平成２１年度末全国平均８５．７％〔４５位〕） うち下水道処理人口普及率 ３１．７％、浄化槽人口普及率 ３１．０％】

■南海地震■南海地震■南海地震■南海地震へのへのへのへの備備備備えがえがえがえが必要必要必要必要
・近い将来、南海地震の発生が予測されている・・・・・・３０年以内の発生確率 ６０％程度、５０年以内は９０％程度

⇒自主防災組織や津波避難計画ができていない地域がある・・・市町村計画が６市１町で未策定

津波避難への対応が不十分 浸水区域人口 約２０万人 うち要避難対策者数 約１０万人 ⇒ うち避難困難者 約３７，０００人

情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤のののの整備整備整備整備

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備

◆簡易水道、汚水処理施設◆簡易水道、汚水処理施設◆簡易水道、汚水処理施設◆簡易水道、汚水処理施設のののの整備整備整備整備 １５１１５１１５１１５１百万円百万円百万円百万円
○簡易水道等○簡易水道等○簡易水道等○簡易水道等のののの飲料水飲料水飲料水飲料水のののの確保確保確保確保にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援

・平成２３年度簡易水道等施設整備費国庫補助事業：1２市町村 17事業（高知県分） ※県予算計上なし

・高知県簡易水道等施設整備事業費補助金 （1,905千円）

・中山間地域生活支援総合事業[生活用水の確保] （別項目で計上）

○集合処理○集合処理○集合処理○集合処理をををを実施実施実施実施していないしていないしていないしていない地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽のののの設置設置設置設置にににに対対対対するするするする支援支援支援支援

・浄化槽設置整備事業費補助金 [1,272基] （149,232千円）

◆消防防災及◆消防防災及◆消防防災及◆消防防災及びびびび救急搬送体制救急搬送体制救急搬送体制救急搬送体制のののの整備整備整備整備 ２１５２１５２１５２１５百万円百万円百万円百万円
○南海地震○南海地震○南海地震○南海地震などのなどのなどのなどの大規模災害大規模災害大規模災害大規模災害にににに向向向向けたけたけたけた地域地域地域地域ぐるみでぐるみでぐるみでぐるみで支支支支ええええ合合合合うううう自主的自主的自主的自主的なななな地域防災地域防災地域防災地域防災のののの推進推進推進推進

・みんなで備える防災総合補助金 （111,600千円） ・自主防災活動促進事業（1,229千円）

○津波防災対策○津波防災対策○津波防災対策○津波防災対策のののの総合的総合的総合的総合的なななな推進、特推進、特推進、特推進、特にににに津波避難対策津波避難対策津波避難対策津波避難対策をををを加速化加速化加速化加速化

・（新）津波避難対策推進事業費補助金 （100,000千円）

○地域○地域○地域○地域におけるにおけるにおけるにおける防災防災防災防災のののの要要要要となるとなるとなるとなる消防団員消防団員消防団員消防団員のののの加入促進加入促進加入促進加入促進にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援

・消防団定数確保対策事業費 （2,513千円）

○犯罪○犯罪○犯罪○犯罪のないのないのないのない明明明明るいまちづくりをるいまちづくりをるいまちづくりをるいまちづくりを推進推進推進推進するためするためするためするため、地域、地域、地域、地域でででで核核核核となってとなってとなってとなって環境整備環境整備環境整備環境整備をををを行行行行うううう団体団体団体団体のののの支援支援支援支援

・犯罪の防止に配慮した生活環境の整備促進事業 （1,703千円）

◆安全◆安全◆安全◆安全・・・・安心安心安心安心でででで快適快適快適快適なななな住居環境住居環境住居環境住居環境のののの整備整備整備整備 １００１００１００１００百万円百万円百万円百万円

○耐震改修設計、耐震改修工事○耐震改修設計、耐震改修工事○耐震改修設計、耐震改修工事○耐震改修設計、耐震改修工事をををを実施実施実施実施するするするする住宅所有者住宅所有者住宅所有者住宅所有者へのへのへのへの支援支援支援支援
・住宅耐震化促進助成事業 （97,900千円）

●地域交通●地域交通●地域交通●地域交通のののの維持維持維持維持とととと物流物流物流物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり
・実態把握→市町村の移動手段の確保に関する実態調査（３４市町村）

・新しい仕組みづくり（実証運行など）

（H21） ・コミュニティーバスの新規運行 （２村） ・新規ルートの調査運行（１市） ・自転車を運搬可能な車両による実証運行（１町）

（H22) ・乗合タクシー 実証運行（１市） ・地域内バス路線再編の実証運行（１町）

・路線維持のための車両購入（更新も含む）

（H2１） ・小型バス１台 ワンボックスタイフ車両 ３台 （H22) ・小型バス２台（うち１台は低床型） ワンボックスタイフ車両 １台

●地域●地域●地域●地域のののの物流物流物流物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり

・物流に関する実態把握、仕組みづくりに向けた市町村との協議

・市町村などが行う小ロット産品集出荷と複合化できる見守り機能や買い物代行などのメニューの洗い出しや仕組みづくり、実施に向けた支援

地域交通地域交通地域交通地域交通・・・・物流物流物流物流のののの対策対策対策対策

防災防災防災防災・・・・消防対策消防対策消防対策消防対策
●災害●災害●災害●災害にににに強強強強いいいい地域地域地域地域とネットワークづとネットワークづとネットワークづとネットワークづくりくりくりくり

・地域でお互いに支え合う仕組み・体制づくり 【自主防災組織の組織率 ６４．６% （平成２２年４月）】

・地域における要である消防団員の加入促進 【消防団員数 ８，１６５人 充足率 ９２．５％（平成２２年４月）】

●災害●災害●災害●災害へのへのへのへの備備備備ええええ
・耐震化の促進 【既存木造住宅の耐震化率 ６５％ 】

・津波からの避難対策 【津波避難ビル等の整備 ６ヶ所）】

・孤立対策 【緊急用ヘリコプター離着陸場の整備 ４ヶ所】

６６０６６０６６０６６０百万円百万円百万円百万円

格差格差格差格差をををを是正是正是正是正しししし、、、、将来将来将来将来にわたりにわたりにわたりにわたり持続的持続的持続的持続的にににに生活生活生活生活できるようなできるようなできるようなできるような交通交通交通交通、、、、通信通信通信通信、、、、防災防災防災防災などのなどのなどのなどの生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤のののの整備整備整備整備がががが急務急務急務急務

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

１９４１９４１９４１９４百万円百万円百万円百万円

４６６４６６４６６４６６百万円百万円百万円百万円

今今今今

後後後後

のののの

取取取取

りりりり

組組組組

みみみみ

・・・・
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・事前通行規制区間内の通行止め ５４路線 １３３回 １２，７３９時間

・事前通行規制区間外の通行止め ３８路線 ６１回 ２，２４３時間
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交通通信体系交通通信体系交通通信体系交通通信体系のののの整備整備整備整備

生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備
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イ
ン
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加速化

強化



産業産業産業産業をつくるをつくるをつくるをつくる ⅠⅠⅠⅠ 第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業のののの再生再生再生再生 ～～～～地域地域地域地域でのでのでのでの生活生活生活生活のののの糧糧糧糧となるとなるとなるとなる第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業のののの推進推進推進推進～～～～

★中山間地域★中山間地域★中山間地域★中山間地域のののの基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業であるであるであるである第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業がががが、雇用、雇用、雇用、雇用のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿としてとしてとしてとして持続的持続的持続的持続的にににに所得所得所得所得をををを生生生生みみみみ出出出出せるようにせるようにせるようにせるように、生産地、生産地、生産地、生産地

のののの足腰足腰足腰足腰をををを強化強化強化強化するするするする。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方
■第一次産業■第一次産業■第一次産業■第一次産業のののの後継者不足後継者不足後継者不足後継者不足のののの減少減少減少減少

・第一次産業離れが進み、将来の担い手不足が深刻化

○農業・・・農家数： 47,083戸（昭和６０年） →  32,517戸（平成１７年）

○林業・・・林家数：48,314戸（昭和５５年） →   26,192戸 （平成１２年）

○漁業・・・漁業従事者：10,227人（昭和６３年） → 4,905人（平成２０年）

■第一次産業就業者■第一次産業就業者■第一次産業就業者■第一次産業就業者のののの高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進行進行進行進行
・担い手不足が深刻である一方、従事者の年齢が高齢となっている。

○農業・・・平均年齢： 農業経営者： ６２．４歳

○林業・・・平均年齢： 林業就業者： ５４．５歳

○漁業・・・漁業経営者の割合：〈６０歳以上の割合〉 ２２％（昭和６３年）→ ５０％（平成２０年）

■第一次産業従事者■第一次産業従事者■第一次産業従事者■第一次産業従事者のののの所得所得所得所得のののの減少減少減少減少
・第一次産業を取り巻く環境が悪化する中、所得の減少が顕著

○農業・・・農業所得：（平成１５年） １，６５２千円 → （平成２０年） １，０９１千円 [３４％減]

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

８８８８，，，，１２８１２８１２８１２８百万円百万円百万円百万円

◆高知◆高知◆高知◆高知ブランドのブランドのブランドのブランドの確立確立確立確立にににに向向向向けたけたけたけた生産生産生産生産・・・・流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売までのトータルのまでのトータルのまでのトータルのまでのトータルの

支援体制支援体制支援体制支援体制のののの構築構築構築構築 １０９１０９１０９１０９百万円百万円百万円百万円
○県産園芸品○県産園芸品○県産園芸品○県産園芸品のののの有利販売有利販売有利販売有利販売のののの確立確立確立確立

→→→→生産生産生産生産からからからから流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売までのまでのまでのまでの「見「見「見「見えるえるえるえる化」化」化」化」によるによるによるによる消費者消費者消費者消費者ニーズにニーズにニーズにニーズに即即即即したしたしたした販売方法販売方法販売方法販売方法のののの確立確立確立確立

２２２２，，，，８４６８４６８４６８４６百万円百万円百万円百万円

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

今今今今

後後後後

のののの

取取取取

りりりり

組組組組

みみみみ

◆多様◆多様◆多様◆多様なななな担担担担いいいい手手手手のののの確保、育成確保、育成確保、育成確保、育成 ２２２２，，，，２３１２３１２３１２３１百万円百万円百万円百万円
○規模拡大○規模拡大○規模拡大○規模拡大によるによるによるによる雇用雇用雇用雇用のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿となるとなるとなるとなる企業的企業的企業的企業的なななな経営体経営体経営体経営体のののの育成育成育成育成

・農業経営基盤強化促進事業費（17,109千円）

・こうち農業確立総合支援事業（120,536千円）

農業農業農業農業・・・・農村農村農村農村のののの振興振興振興振興

産業産業産業産業をつくるをつくるをつくるをつくる ⅠⅠⅠⅠ 第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業のののの再生再生再生再生 ～～～～地域地域地域地域でのでのでのでの生活生活生活生活のののの糧糧糧糧となるとなるとなるとなる第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業のののの推進推進推進推進～～～～

★中山間地域★中山間地域★中山間地域★中山間地域のののの基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業であるであるであるである第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業がががが、雇用、雇用、雇用、雇用のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿としてとしてとしてとして持続的持続的持続的持続的にににに所得所得所得所得をををを生生生生みみみみ出出出出せるようにせるようにせるようにせるように、生産地、生産地、生産地、生産地

のののの足腰足腰足腰足腰をををを強化強化強化強化するするするする。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

●有望品目●有望品目●有望品目●有望品目をををを産地化産地化産地化産地化するするするする「「「「こうちこうちこうちこうち型集落営農」型集落営農」型集落営農」型集落営農」のののの推進推進推進推進
・１６組織が形成された。そのうち、４組織が法人化を検討 ・水稲委託面積の増加、野菜栽培面積の拡大・・・着実な効果

●農業●農業●農業●農業のののの担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成
・新規就農者の増加 （H２０→１１５人→ Ｈ２１：１６１人→ Ｈ２２： １９７人）

・アグリ体験塾長期研修生 （Ｈ２１延べ30人、Ｈ２２ 延べ２８人[１月末現在]）

●●●●まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある産地産地産地産地のののの再構築再構築再構築再構築

農業分野農業分野農業分野農業分野

■第一次産業■第一次産業■第一次産業■第一次産業のののの後継者不足後継者不足後継者不足後継者不足のののの減少減少減少減少
・第一次産業離れが進み、将来の担い手不足が深刻化

○農業・・・農家数： 47,083戸（昭和６０年） →  32,517戸（平成１７年）

○林業・・・林家数：48,314戸（昭和５５年） →   26,192戸 （平成１２年）

○漁業・・・漁業従事者：10,227人（昭和６３年） → 4,905人（平成２０年）

■第一次産業就業者■第一次産業就業者■第一次産業就業者■第一次産業就業者のののの高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進行進行進行進行
・担い手不足が深刻である一方、従事者の年齢が高齢となっている。

○農業・・・平均年齢： 農業経営者： ６２．４歳

○林業・・・平均年齢： 林業就業者： ５４．５歳

○漁業・・・漁業経営者の割合：〈６０歳以上の割合〉 ２２％（昭和６３年）→ ５０％（平成２０年）

■第一次産業従事者■第一次産業従事者■第一次産業従事者■第一次産業従事者のののの所得所得所得所得のののの減少減少減少減少
・第一次産業を取り巻く環境が悪化する中、所得の減少が顕著

○農業・・・農業所得：（平成１５年） １，６５２千円 → （平成２０年） １，０９１千円 [３４％減]

○林業・・・県内木材生産額：（平成１５年度） ７，１４０百万円 → （平成２０年度） ４，９３０百万円 ▲２，２１０百万円 [３１％減]

○漁業・・・漁獲金額別漁業経営体 （昭和63年） 100万円未満23.6％、100～500万円46.2％→ （平成20年） 100万円未満41.6％、100～500万円31.4％

■耕作放棄地等■耕作放棄地等■耕作放棄地等■耕作放棄地等のののの増加増加増加増加
・耕作されていない農地等が増加

○農業・・・遊休農地：３，６２６ｈａ（平成１２年） → ３，８１０ｈａ（平成１７年）

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

このままではこのままではこのままではこのままでは、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業であるであるであるである一次産業一次産業一次産業一次産業がががが衰退衰退衰退衰退しししし、、、、高知県高知県高知県高知県のののの強強強強みでなくなってしまうみでなくなってしまうみでなくなってしまうみでなくなってしまう

８８８８，，，，１２８１２８１２８１２８百万円百万円百万円百万円

◆高知◆高知◆高知◆高知ブランドのブランドのブランドのブランドの確立確立確立確立にににに向向向向けたけたけたけた生産生産生産生産・・・・流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売までのトータルのまでのトータルのまでのトータルのまでのトータルの

支援体制支援体制支援体制支援体制のののの構築構築構築構築 １０９１０９１０９１０９百万円百万円百万円百万円
○県産園芸品○県産園芸品○県産園芸品○県産園芸品のののの有利販売有利販売有利販売有利販売のののの確立確立確立確立

→→→→生産生産生産生産からからからから流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売までのまでのまでのまでの「見「見「見「見えるえるえるえる化」化」化」化」によるによるによるによる消費者消費者消費者消費者ニーズにニーズにニーズにニーズに即即即即したしたしたした販売方法販売方法販売方法販売方法のののの確立確立確立確立

・（拡）新需要開拓マーケティング事業 （39,423千円）

○中山間地域○中山間地域○中山間地域○中山間地域のののの基幹品目基幹品目基幹品目基幹品目であるユズやであるユズやであるユズやであるユズや土佐茶等土佐茶等土佐茶等土佐茶等のブランンドのブランンドのブランンドのブランンド化化化化のののの推進推進推進推進
・土佐茶振興対策事業 （34,497千円） ・肉用牛改良増殖推進事業 （23,142千円）

・（拡）ユズ振興対策事業費 （11,957千円）

◆◆◆◆まとまりのまとまりのまとまりのまとまりの形成形成形成形成をををを軸軸軸軸としたとしたとしたとした産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり ４２７４２７４２７４２７百万円百万円百万円百万円
○生産者同士○生産者同士○生産者同士○生産者同士がおがおがおがお互互互互いにいにいにいに「学「学「学「学びびびび教教教教ええええ合合合合うううう場」場」場」場」のののの県内各地県内各地県内各地県内各地へのへのへのへの拡大拡大拡大拡大

・まとまりのある園芸産地育成事業 （9,853千円）

○○○○地域特性地域特性地域特性地域特性をををを活活活活かかかかすことによるすことによるすことによるすことによる生産額生産額生産額生産額とととと所得所得所得所得のののの向上向上向上向上をををを目指目指目指目指すすすす産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり

のののの推進推進推進推進
・（拡）レンタルハウス整備事業 （399,570千円） ・農産振興対策事業 （7,164千円）

・有望品目産地づくり支援事業 （6,138千円） ・特産果樹振興事業（1,912千円）

・元気な花き産地づくり支援事業 （2,134千円）

◆環境保全型農業◆環境保全型農業◆環境保全型農業◆環境保全型農業のののの推進推進推進推進 ７９７９７９７９百万円百万円百万円百万円
○天敵○天敵○天敵○天敵をををを利用利用利用利用したしたしたしたＩＰＭ技術ＩＰＭ技術ＩＰＭ技術ＩＰＭ技術のののの技術技術技術技術のののの全域、全品目全域、全品目全域、全品目全域、全品目へのへのへのへの拡大拡大拡大拡大

・（拡）環境保全型農業普及推進事業 （55,862千円）

○栽培技術○栽培技術○栽培技術○栽培技術のののの実証等実証等実証等実証等によるによるによるによる有機農業有機農業有機農業有機農業のののの技術技術技術技術のののの確立確立確立確立とととと一層一層一層一層のののの推進推進推進推進
・総合的病害虫管理技術実証事業 （8,424千円） ・有機農業支援事業 （14,453千円）

２２２２，，，，８４６８４６８４６８４６百万円百万円百万円百万円

３３３３，，，，２２８２２８２２８２２８百万円百万円百万円百万円

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

今今今今

後後後後

のののの

取取取取

りりりり

組組組組

みみみみ

・・・・・・・・・・・・

◆多様◆多様◆多様◆多様なななな担担担担いいいい手手手手のののの確保、育成確保、育成確保、育成確保、育成 ２２２２，，，，２３１２３１２３１２３１百万円百万円百万円百万円
○規模拡大○規模拡大○規模拡大○規模拡大によるによるによるによる雇用雇用雇用雇用のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿となるとなるとなるとなる企業的企業的企業的企業的なななな経営体経営体経営体経営体のののの育成育成育成育成

・農業経営基盤強化促進事業費（17,109千円）

・こうち農業確立総合支援事業（120,536千円）

○集落営農○集落営農○集落営農○集落営農をををを推進推進推進推進しししし、園芸品目等、園芸品目等、園芸品目等、園芸品目等のののの導入導入導入導入やややや農産加工、農産加工、農産加工、農産加工、

グリーン・ツーリズムのグリーン・ツーリズムのグリーン・ツーリズムのグリーン・ツーリズムの取組取組取組取組をををを支援支援支援支援

・（新）集落営農・拠点ビジネス支援事業（124,978千円）

・（拡）集落営農普及促進事業（5,566千円）

・中山間地域等直接支払事業（754,067千円）

○認定農業者○認定農業者○認定農業者○認定農業者をををを中心中心中心中心にににに女性、高齢者女性、高齢者女性、高齢者女性、高齢者をををを含含含含めためためためた意欲意欲意欲意欲とととと能力能力能力能力のあるのあるのあるのある農業農業農業農業

のののの担担担担いいいい手手手手のののの育成、確保育成、確保育成、確保育成、確保

・（拡）新規就農総合対策事業（110,620千円）

・普及指導活動強化促進事業（18,580千円）

○地域農業○地域農業○地域農業○地域農業のののの持続的発展持続的発展持続的発展持続的発展をををを図図図図るためのるためのるためのるための農業基盤等農業基盤等農業基盤等農業基盤等のののの整備整備整備整備のののの推進推進推進推進

・（拡）耕作放棄地解消推進事業費（35,689千円）

・かんがい排水事業（519,330千円）

・（拡）農地・水保全管理支払事業（別項目で計上）

・（団体営）中山間地域総合整備事業（524,720千円）

・小規模農業水利施設保全対策事業費補助金 ※２月補正

林業林業林業林業のののの振興振興振興振興

農業農業農業農業・・・・農村農村農村農村のののの振興振興振興振興

産産産産
業業業業
振振振振
興興興興

加速化

産業産業産業産業をつくるをつくるをつくるをつくる ⅠⅠⅠⅠ 第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業のののの再生再生再生再生 ～～～～地域地域地域地域でのでのでのでの生活生活生活生活のののの糧糧糧糧となるとなるとなるとなる第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業のののの推進推進推進推進～～～～

★中山間地域★中山間地域★中山間地域★中山間地域のののの基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業であるであるであるである第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業がががが、雇用、雇用、雇用、雇用のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿としてとしてとしてとして持続的持続的持続的持続的にににに所得所得所得所得をををを生生生生みみみみ出出出出せるようにせるようにせるようにせるように、生産地、生産地、生産地、生産地

のののの足腰足腰足腰足腰をををを強化強化強化強化するするするする。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

●有望品目●有望品目●有望品目●有望品目をををを産地化産地化産地化産地化するするするする「「「「こうちこうちこうちこうち型集落営農」型集落営農」型集落営農」型集落営農」のののの推進推進推進推進
・１６組織が形成された。そのうち、４組織が法人化を検討 ・水稲委託面積の増加、野菜栽培面積の拡大・・・着実な効果

●農業●農業●農業●農業のののの担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成
・新規就農者の増加 （H２０→１１５人→ Ｈ２１：１６１人→ Ｈ２２： １９７人）

・アグリ体験塾長期研修生 （Ｈ２１延べ30人、Ｈ２２ 延べ２８人[１月末現在]）

●●●●まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある産地産地産地産地のののの再構築再構築再構築再構築

・「学び教えあう場」の設置（１８１ヶ所）により、栽培技術が向上

●農産物●農産物●農産物●農産物のののの加工施設加工施設加工施設加工施設のののの整備整備整備整備
・ユズ、芋、ショウガ、栗などの農産加工施設整備 ２０件

●原木●原木●原木●原木のののの安定供給体制安定供給体制安定供給体制安定供給体制のののの整備整備整備整備
・効率的、計画的に木材生産を行う「森の工場」の整備

→２６工場 ６，６００ha（Ｈ２２年度達成率９９％） 平成１６年からの累計 １００工場 ３６，５００ha

・２５森林組合中、１１の森林組合が経営ビジョンの策定及び策定中

●林業就業者●林業就業者●林業就業者●林業就業者のののの確保確保確保確保
・担い手の確保に向けた支援・・・就業相談会の開催や「緑の雇用制度」の活用等による新規就業者の確保

→就業者の増加 （平成２０年） 1，５４１人→ （平成２１年） １，６１１人

●県産材●県産材●県産材●県産材のののの販売促進販売促進販売促進販売促進
・県産材を活用した新築住宅への支援 （平成２２年 ４６４戸）

・大都市の消費地の流通拠点を８ヶ所設置

農業分野農業分野農業分野農業分野

■第一次産業■第一次産業■第一次産業■第一次産業のののの後継者不足後継者不足後継者不足後継者不足のののの減少減少減少減少
・第一次産業離れが進み、将来の担い手不足が深刻化

○農業・・・農家数： 47,083戸（昭和６０年） →  32,517戸（平成１７年）

○林業・・・林家数：48,314戸（昭和５５年） →   26,192戸 （平成１２年）

○漁業・・・漁業従事者：10,227人（昭和６３年） → 4,905人（平成２０年）

■第一次産業就業者■第一次産業就業者■第一次産業就業者■第一次産業就業者のののの高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進行進行進行進行
・担い手不足が深刻である一方、従事者の年齢が高齢となっている。

○農業・・・平均年齢： 農業経営者： ６２．４歳

○林業・・・平均年齢： 林業就業者： ５４．５歳

○漁業・・・漁業経営者の割合：〈６０歳以上の割合〉 ２２％（昭和６３年）→ ５０％（平成２０年）

■第一次産業従事者■第一次産業従事者■第一次産業従事者■第一次産業従事者のののの所得所得所得所得のののの減少減少減少減少
・第一次産業を取り巻く環境が悪化する中、所得の減少が顕著

○農業・・・農業所得：（平成１５年） １，６５２千円 → （平成２０年） １，０９１千円 [３４％減]

○林業・・・県内木材生産額：（平成１５年度） ７，１４０百万円 → （平成２０年度） ４，９３０百万円 ▲２，２１０百万円 [３１％減]

○漁業・・・漁獲金額別漁業経営体 （昭和63年） 100万円未満23.6％、100～500万円46.2％→ （平成20年） 100万円未満41.6％、100～500万円31.4％

■耕作放棄地等■耕作放棄地等■耕作放棄地等■耕作放棄地等のののの増加増加増加増加
・耕作されていない農地等が増加

○農業・・・遊休農地：３，６２６ｈａ（平成１２年） → ３，８１０ｈａ（平成１７年）

林業分野林業分野林業分野林業分野

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

漁業分野漁業分野漁業分野漁業分野

このままではこのままではこのままではこのままでは、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業であるであるであるである一次産業一次産業一次産業一次産業がががが衰退衰退衰退衰退しししし、、、、高知県高知県高知県高知県のののの強強強強みでなくなってしまうみでなくなってしまうみでなくなってしまうみでなくなってしまう

８８８８，，，，１２８１２８１２８１２８百万円百万円百万円百万円

百万

円

◆高知◆高知◆高知◆高知ブランドのブランドのブランドのブランドの確立確立確立確立にににに向向向向けたけたけたけた生産生産生産生産・・・・流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売までのトータルのまでのトータルのまでのトータルのまでのトータルの

支援体制支援体制支援体制支援体制のののの構築構築構築構築 １０９１０９１０９１０９百万円百万円百万円百万円
○県産園芸品○県産園芸品○県産園芸品○県産園芸品のののの有利販売有利販売有利販売有利販売のののの確立確立確立確立

→→→→生産生産生産生産からからからから流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売までのまでのまでのまでの「見「見「見「見えるえるえるえる化」化」化」化」によるによるによるによる消費者消費者消費者消費者ニーズにニーズにニーズにニーズに即即即即したしたしたした販売方法販売方法販売方法販売方法のののの確立確立確立確立

・（拡）新需要開拓マーケティング事業 （39,423千円）

○中山間地域○中山間地域○中山間地域○中山間地域のののの基幹品目基幹品目基幹品目基幹品目であるユズやであるユズやであるユズやであるユズや土佐茶等土佐茶等土佐茶等土佐茶等のブランンドのブランンドのブランンドのブランンド化化化化のののの推進推進推進推進
・土佐茶振興対策事業 （34,497千円） ・肉用牛改良増殖推進事業 （23,142千円）

・（拡）ユズ振興対策事業費 （11,957千円）

◆◆◆◆まとまりのまとまりのまとまりのまとまりの形成形成形成形成をををを軸軸軸軸としたとしたとしたとした産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり ４２７４２７４２７４２７百万円百万円百万円百万円
○生産者同士○生産者同士○生産者同士○生産者同士がおがおがおがお互互互互いにいにいにいに「学「学「学「学びびびび教教教教ええええ合合合合うううう場」場」場」場」のののの県内各地県内各地県内各地県内各地へのへのへのへの拡大拡大拡大拡大

・まとまりのある園芸産地育成事業 （9,853千円）

○○○○地域特性地域特性地域特性地域特性をををを活活活活かかかかすことによるすことによるすことによるすことによる生産額生産額生産額生産額とととと所得所得所得所得のののの向上向上向上向上をををを目指目指目指目指すすすす産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり

のののの推進推進推進推進
・（拡）レンタルハウス整備事業 （399,570千円） ・農産振興対策事業 （7,164千円）

・有望品目産地づくり支援事業 （6,138千円） ・特産果樹振興事業（1,912千円）

・元気な花き産地づくり支援事業 （2,134千円）

◆環境保全型農業◆環境保全型農業◆環境保全型農業◆環境保全型農業のののの推進推進推進推進 ７９７９７９７９百万円百万円百万円百万円
○天敵○天敵○天敵○天敵をををを利用利用利用利用したしたしたしたＩＰＭ技術ＩＰＭ技術ＩＰＭ技術ＩＰＭ技術のののの技術技術技術技術のののの全域、全品目全域、全品目全域、全品目全域、全品目へのへのへのへの拡大拡大拡大拡大

・（拡）環境保全型農業普及推進事業 （55,862千円）

○栽培技術○栽培技術○栽培技術○栽培技術のののの実証等実証等実証等実証等によるによるによるによる有機農業有機農業有機農業有機農業のののの技術技術技術技術のののの確立確立確立確立とととと一層一層一層一層のののの推進推進推進推進
・総合的病害虫管理技術実証事業 （8,424千円） ・有機農業支援事業 （14,453千円）

２２２２，，，，８４６８４６８４６８４６百万円百万円百万円百万円

３３３３，，，，２２８２２８２２８２２８百万円百万円百万円百万円

２２２２，，，，０５４０５４０５４０５４百万円百万円百万円百万円

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

今今今今

後後後後

のののの

取取取取

りりりり

組組組組

みみみみ
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・・・・
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材材材材
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加加加加
工工工工
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・・・・
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化化化化
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水水水水
産産産産
加加加加
工工工工
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のののの

◆多様◆多様◆多様◆多様なななな担担担担いいいい手手手手のののの確保、育成確保、育成確保、育成確保、育成 ２２２２，，，，２３１２３１２３１２３１百万円百万円百万円百万円
○規模拡大○規模拡大○規模拡大○規模拡大によるによるによるによる雇用雇用雇用雇用のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿となるとなるとなるとなる企業的企業的企業的企業的なななな経営体経営体経営体経営体のののの育成育成育成育成

・農業経営基盤強化促進事業費（17,109千円）

・こうち農業確立総合支援事業（120,536千円）

○集落営農○集落営農○集落営農○集落営農をををを推進推進推進推進しししし、園芸品目等、園芸品目等、園芸品目等、園芸品目等のののの導入導入導入導入やややや農産加工、農産加工、農産加工、農産加工、

グリーン・ツーリズムのグリーン・ツーリズムのグリーン・ツーリズムのグリーン・ツーリズムの取組取組取組取組をををを支援支援支援支援

・（新）集落営農・拠点ビジネス支援事業（124,978千円）

・（拡）集落営農普及促進事業（5,566千円）

・中山間地域等直接支払事業（754,067千円）

○認定農業者○認定農業者○認定農業者○認定農業者をををを中心中心中心中心にににに女性、高齢者女性、高齢者女性、高齢者女性、高齢者をををを含含含含めためためためた意欲意欲意欲意欲とととと能力能力能力能力のあるのあるのあるのある農業農業農業農業

のののの担担担担いいいい手手手手のののの育成、確保育成、確保育成、確保育成、確保

・（拡）新規就農総合対策事業（110,620千円）

・普及指導活動強化促進事業（18,580千円）

○地域農業○地域農業○地域農業○地域農業のののの持続的発展持続的発展持続的発展持続的発展をををを図図図図るためのるためのるためのるための農業基盤等農業基盤等農業基盤等農業基盤等のののの整備整備整備整備のののの推進推進推進推進

・（拡）耕作放棄地解消推進事業費（35,689千円）

・かんがい排水事業（519,330千円）

・（拡）農地・水保全管理支払事業（別項目で計上）

・（団体営）中山間地域総合整備事業（524,720千円）

・小規模農業水利施設保全対策事業費補助金 ※２月補正

◆漁業者◆漁業者◆漁業者◆漁業者のののの収入増加収入増加収入増加収入増加にににに向向向向けたけたけたけた仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり １１１１，，，，９７１９７１９７１９７１百万円百万円百万円百万円
○佐賀○佐賀○佐賀○佐賀のののの活餌供給事業活餌供給事業活餌供給事業活餌供給事業のリスクのリスクのリスクのリスク対策対策対策対策やややや水揚水揚水揚水揚げげげげ増増増増にににに対対対対するするするする施設整備施設整備施設整備施設整備へのへのへのへの支援支援支援支援

・かつお一本釣漁業用活餌供給事業費補助金（2,500千円）

◆漁業費用◆漁業費用◆漁業費用◆漁業費用のののの削減削減削減削減 ２６２６２６２６百万円百万円百万円百万円
○漁業経営○漁業経営○漁業経営○漁業経営のののの安定安定安定安定にににに向向向向けたけたけたけた資源管理資源管理資源管理資源管理・・・・漁業所得補償対策漁業所得補償対策漁業所得補償対策漁業所得補償対策のののの推進推進推進推進

・資源管理・漁業所得補償対策事業 （13,626千円） など

漁業漁業漁業漁業のののの振興振興振興振興

林業林業林業林業のののの振興振興振興振興

農業農業農業農業・・・・農村農村農村農村のののの振興振興振興振興

産産産産
業業業業
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興興興興
計計計計
画画画画
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◆林業◆林業◆林業◆林業・・・・木材産業木材産業木材産業木材産業のののの再生再生再生再生 １１１１，，，，９６４９６４９６４９６４ 百万円百万円百万円百万円
○「森○「森○「森○「森のののの工場」工場」工場」工場」のののの 整備整備整備整備にににに向向向向けたけたけたけた総合的総合的総合的総合的なななな支援支援支援支援

・森の工場活性化対策事業（474,362千円）

・造林事業（1,084,056千円）

○林業○林業○林業○林業のののの担担担担いいいい手手手手のののの確保確保確保確保・・・・育成育成育成育成にににに向向向向けたけたけたけた人人人人づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進
・人づくり推進事業（60,082千円）

○大型製材工場○大型製材工場○大型製材工場○大型製材工場のののの誘致誘致誘致誘致やややや県内事業者県内事業者県内事業者県内事業者によるによるによるによる製材工場起業製材工場起業製材工場起業製材工場起業のためののためののためののための条件整備条件整備条件整備条件整備
・（新）県産材加工流通システム整備事業（12,374千円）

○県産材○県産材○県産材○県産材をををを活用活用活用活用したしたしたした木材住宅等木材住宅等木材住宅等木材住宅等のののの普及普及普及普及にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進
・こうちの木の住まいづくり助成事業（209,980千円）

・県産材外商推進対策事業（45,109千円）

・県産材需要拡大対策事業（77,304千円）

◆木質◆木質◆木質◆木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス利用利用利用利用のののの拡大拡大拡大拡大 １３０１３０１３０１３０百万円百万円百万円百万円
○森林資源○森林資源○森林資源○森林資源をををを有効利用有効利用有効利用有効利用したしたしたした循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成

・木質資源利用促進事業（130,304千円）

◆森◆森◆森◆森のののの資源資源資源資源のののの活用活用活用活用 １５１５１５１５百万円百万円百万円百万円
○○○○森林環境学習森林環境学習森林環境学習森林環境学習やややや林業体験林業体験林業体験林業体験などなどなどなど交流人口交流人口交流人口交流人口のののの拡大拡大拡大拡大

・森の窓口運営事業（3,491千円） ・こうち山の日推進事業（11,024千円）

◆健全◆健全◆健全◆健全なななな森森森森づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進 １１１１，，，，１１９１１９１１９１１９百万円百万円百万円百万円
○○○○森林森林森林森林のののの適正適正適正適正なななな管理管理管理管理

・県営林活用雇用創出事業（84,438千円） ・緊急間伐総合支援事業（82,700千円）

・県営林整備（活用）事業（28,407千円） ・造林事業（再掲）

・森林整備加速化事業（810,491千円） ・みどりの環境整備支援事業（65,000千円）

○○○○オフセット・オフセット・オフセット・オフセット・クレクレクレクレジジジジットのットのットのットの創出創出創出創出によるによるによるによる森林森林森林森林のののの再生再生再生再生とととと雇用雇用雇用雇用のののの創出創出創出創出
・オフセット・クレジット推進事業費（47,735千円）

加速化

産業産業産業産業をつくるをつくるをつくるをつくる ⅠⅠⅠⅠ 第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業のののの再生再生再生再生 ～～～～地域地域地域地域でのでのでのでの生活生活生活生活のののの糧糧糧糧となるとなるとなるとなる第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業のののの推進推進推進推進～～～～

★中山間地域★中山間地域★中山間地域★中山間地域のののの基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業であるであるであるである第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業がががが、雇用、雇用、雇用、雇用のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿としてとしてとしてとして持続的持続的持続的持続的にににに所得所得所得所得をををを生生生生みみみみ出出出出せるようにせるようにせるようにせるように、生産地、生産地、生産地、生産地

のののの足腰足腰足腰足腰をををを強化強化強化強化するするするする。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

●有望品目●有望品目●有望品目●有望品目をををを産地化産地化産地化産地化するするするする「「「「こうちこうちこうちこうち型集落営農」型集落営農」型集落営農」型集落営農」のののの推進推進推進推進
・１６組織が形成された。そのうち、４組織が法人化を検討 ・水稲委託面積の増加、野菜栽培面積の拡大・・・着実な効果

●農業●農業●農業●農業のののの担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成
・新規就農者の増加 （H２０→１１５人→ Ｈ２１：１６１人→ Ｈ２２： １９７人）

・アグリ体験塾長期研修生 （Ｈ２１延べ30人、Ｈ２２ 延べ２８人[１月末現在]）

●●●●まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある産地産地産地産地のののの再構築再構築再構築再構築

・「学び教えあう場」の設置（１８１ヶ所）により、栽培技術が向上

●農産物●農産物●農産物●農産物のののの加工施設加工施設加工施設加工施設のののの整備整備整備整備
・ユズ、芋、ショウガ、栗などの農産加工施設整備 ２０件

●原木●原木●原木●原木のののの安定供給体制安定供給体制安定供給体制安定供給体制のののの整備整備整備整備
・効率的、計画的に木材生産を行う「森の工場」の整備

→２６工場 ６，６００ha（Ｈ２２年度達成率９９％） 平成１６年からの累計 １００工場 ３６，５００ha

・２５森林組合中、１１の森林組合が経営ビジョンの策定及び策定中

●林業就業者●林業就業者●林業就業者●林業就業者のののの確保確保確保確保
・担い手の確保に向けた支援・・・就業相談会の開催や「緑の雇用制度」の活用等による新規就業者の確保

→就業者の増加 （平成２０年） 1，５４１人→ （平成２１年） １，６１１人

●県産材●県産材●県産材●県産材のののの販売促進販売促進販売促進販売促進
・県産材を活用した新築住宅への支援 （平成２２年 ４６４戸）

・大都市の消費地の流通拠点を８ヶ所設置

●水産加工●水産加工●水産加工●水産加工のののの推進推進推進推進
・漁協や民間企業の連携等によるサバ、シイラ、キビナゴ等の水産加工事業がスタート （室戸、手結、興津２件、宿毛３件）

●水産物●水産物●水産物●水産物のののの地産地消地産地消地産地消地産地消・・・・地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進
・消費地の市場関係者との交流会の開催（大阪、東京(各２回)、名古屋(１回)）

・高知県漁協による買取販売（県内２量販店や県外の市場・業務筋との取引）

●県内漁港●県内漁港●県内漁港●県内漁港へのカツオへのカツオへのカツオへのカツオ水揚水揚水揚水揚げのげのげのげの促進促進促進促進
・活餌供給に伴い、大型カツオ船による水揚げが増加 （H２１：２９t → H２２：６９t(佐賀漁港 １～６月）

●漁業●漁業●漁業●漁業のののの担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成・・・・確保確保確保確保
・新規漁業参入者の増加（平成２０年：２８人 平成２１年：３４人）

●資源豊●資源豊●資源豊●資源豊かなかなかなかな河川河川河川河川づくりづくりづくりづくり
・種苗放流や産卵場造成、カワウ等の外敵駆除による河川資源の維持

・アマゴ釣りの冬季解禁のための調査

●漁村●漁村●漁村●漁村におけるにおけるにおけるにおける滞在型滞在型滞在型滞在型・・・・体験型観光体験型観光体験型観光体験型観光のののの推進推進推進推進
・漁村における１２９の体験メニューのうち３９メニューを県観光商品素材集で情報発信

・滞在型・体験型観光プログラムを整備（５地域）

農業分野農業分野農業分野農業分野

■第一次産業■第一次産業■第一次産業■第一次産業のののの後継者不足後継者不足後継者不足後継者不足のののの減少減少減少減少
・第一次産業離れが進み、将来の担い手不足が深刻化

○農業・・・農家数： 47,083戸（昭和６０年） →  32,517戸（平成１７年）

○林業・・・林家数：48,314戸（昭和５５年） →   26,192戸 （平成１２年）

○漁業・・・漁業従事者：10,227人（昭和６３年） → 4,905人（平成２０年）

■第一次産業就業者■第一次産業就業者■第一次産業就業者■第一次産業就業者のののの高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進行進行進行進行
・担い手不足が深刻である一方、従事者の年齢が高齢となっている。

○農業・・・平均年齢： 農業経営者： ６２．４歳

○林業・・・平均年齢： 林業就業者： ５４．５歳

○漁業・・・漁業経営者の割合：〈６０歳以上の割合〉 ２２％（昭和６３年）→ ５０％（平成２０年）

■第一次産業従事者■第一次産業従事者■第一次産業従事者■第一次産業従事者のののの所得所得所得所得のののの減少減少減少減少
・第一次産業を取り巻く環境が悪化する中、所得の減少が顕著

○農業・・・農業所得：（平成１５年） １，６５２千円 → （平成２０年） １，０９１千円 [３４％減]

○林業・・・県内木材生産額：（平成１５年度） ７，１４０百万円 → （平成２０年度） ４，９３０百万円 ▲２，２１０百万円 [３１％減]

○漁業・・・漁獲金額別漁業経営体 （昭和63年） 100万円未満23.6％、100～500万円46.2％→ （平成20年） 100万円未満41.6％、100～500万円31.4％

■耕作放棄地等■耕作放棄地等■耕作放棄地等■耕作放棄地等のののの増加増加増加増加
・耕作されていない農地等が増加

○農業・・・遊休農地：３，６２６ｈａ（平成１２年） → ３，８１０ｈａ（平成１７年）

林業分野林業分野林業分野林業分野

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

漁業分野漁業分野漁業分野漁業分野

このままではこのままではこのままではこのままでは、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業であるであるであるである一次産業一次産業一次産業一次産業がががが衰退衰退衰退衰退しししし、、、、高知県高知県高知県高知県のののの強強強強みでなくなってしまうみでなくなってしまうみでなくなってしまうみでなくなってしまう

８８８８，，，，１２８１２８１２８１２８百万円百万円百万円百万円

百万

円

◆高知◆高知◆高知◆高知ブランドのブランドのブランドのブランドの確立確立確立確立にににに向向向向けたけたけたけた生産生産生産生産・・・・流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売までのトータルのまでのトータルのまでのトータルのまでのトータルの

支援体制支援体制支援体制支援体制のののの構築構築構築構築 １０９１０９１０９１０９百万円百万円百万円百万円
○県産園芸品○県産園芸品○県産園芸品○県産園芸品のののの有利販売有利販売有利販売有利販売のののの確立確立確立確立

→→→→生産生産生産生産からからからから流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売までのまでのまでのまでの「見「見「見「見えるえるえるえる化」化」化」化」によるによるによるによる消費者消費者消費者消費者ニーズにニーズにニーズにニーズに即即即即したしたしたした販売方法販売方法販売方法販売方法のののの確立確立確立確立

・（拡）新需要開拓マーケティング事業 （39,423千円）

○中山間地域○中山間地域○中山間地域○中山間地域のののの基幹品目基幹品目基幹品目基幹品目であるユズやであるユズやであるユズやであるユズや土佐茶等土佐茶等土佐茶等土佐茶等のブランンドのブランンドのブランンドのブランンド化化化化のののの推進推進推進推進
・土佐茶振興対策事業 （34,497千円） ・肉用牛改良増殖推進事業 （23,142千円）

・（拡）ユズ振興対策事業費 （11,957千円）

◆◆◆◆まとまりのまとまりのまとまりのまとまりの形成形成形成形成をををを軸軸軸軸としたとしたとしたとした産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり ４２７４２７４２７４２７百万円百万円百万円百万円
○生産者同士○生産者同士○生産者同士○生産者同士がおがおがおがお互互互互いにいにいにいに「学「学「学「学びびびび教教教教ええええ合合合合うううう場」場」場」場」のののの県内各地県内各地県内各地県内各地へのへのへのへの拡大拡大拡大拡大

・まとまりのある園芸産地育成事業 （9,853千円）

○○○○地域特性地域特性地域特性地域特性をををを活活活活かかかかすことによるすことによるすことによるすことによる生産額生産額生産額生産額とととと所得所得所得所得のののの向上向上向上向上をををを目指目指目指目指すすすす産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり

のののの推進推進推進推進
・（拡）レンタルハウス整備事業 （399,570千円） ・農産振興対策事業 （7,164千円）

・有望品目産地づくり支援事業 （6,138千円） ・特産果樹振興事業（1,912千円）

・元気な花き産地づくり支援事業 （2,134千円）

◆環境保全型農業◆環境保全型農業◆環境保全型農業◆環境保全型農業のののの推進推進推進推進 ７９７９７９７９百万円百万円百万円百万円
○天敵○天敵○天敵○天敵をををを利用利用利用利用したしたしたしたＩＰＭ技術ＩＰＭ技術ＩＰＭ技術ＩＰＭ技術のののの技術技術技術技術のののの全域、全品目全域、全品目全域、全品目全域、全品目へのへのへのへの拡大拡大拡大拡大

・（拡）環境保全型農業普及推進事業 （55,862千円）

○栽培技術○栽培技術○栽培技術○栽培技術のののの実証等実証等実証等実証等によるによるによるによる有機農業有機農業有機農業有機農業のののの技術技術技術技術のののの確立確立確立確立とととと一層一層一層一層のののの推進推進推進推進
・総合的病害虫管理技術実証事業 （8,424千円） ・有機農業支援事業 （14,453千円）

２２２２，，，，８４６８４６８４６８４６百万円百万円百万円百万円

３３３３，，，，２２８２２８２２８２２８百万円百万円百万円百万円

２２２２，，，，０５４０５４０５４０５４百万円百万円百万円百万円

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容
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◆多様◆多様◆多様◆多様なななな担担担担いいいい手手手手のののの確保、育成確保、育成確保、育成確保、育成 ２２２２，，，，２３１２３１２３１２３１百万円百万円百万円百万円
○規模拡大○規模拡大○規模拡大○規模拡大によるによるによるによる雇用雇用雇用雇用のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿となるとなるとなるとなる企業的企業的企業的企業的なななな経営体経営体経営体経営体のののの育成育成育成育成

・農業経営基盤強化促進事業費（17,109千円）

・こうち農業確立総合支援事業（120,536千円）

○集落営農○集落営農○集落営農○集落営農をををを推進推進推進推進しししし、園芸品目等、園芸品目等、園芸品目等、園芸品目等のののの導入導入導入導入やややや農産加工、農産加工、農産加工、農産加工、

グリーン・ツーリズムのグリーン・ツーリズムのグリーン・ツーリズムのグリーン・ツーリズムの取組取組取組取組をををを支援支援支援支援

・（新）集落営農・拠点ビジネス支援事業（124,978千円）

・（拡）集落営農普及促進事業（5,566千円）

・中山間地域等直接支払事業（754,067千円）

○認定農業者○認定農業者○認定農業者○認定農業者をををを中心中心中心中心にににに女性、高齢者女性、高齢者女性、高齢者女性、高齢者をををを含含含含めためためためた意欲意欲意欲意欲とととと能力能力能力能力のあるのあるのあるのある農業農業農業農業

のののの担担担担いいいい手手手手のののの育成、確保育成、確保育成、確保育成、確保

・（拡）新規就農総合対策事業（110,620千円）

・普及指導活動強化促進事業（18,580千円）

○地域農業○地域農業○地域農業○地域農業のののの持続的発展持続的発展持続的発展持続的発展をををを図図図図るためのるためのるためのるための農業基盤等農業基盤等農業基盤等農業基盤等のののの整備整備整備整備のののの推進推進推進推進

・（拡）耕作放棄地解消推進事業費（35,689千円）

・かんがい排水事業（519,330千円）

・（拡）農地・水保全管理支払事業（別項目で計上）

・（団体営）中山間地域総合整備事業（524,720千円）

・小規模農業水利施設保全対策事業費補助金 ※２月補正

◆漁業者◆漁業者◆漁業者◆漁業者のののの収入増加収入増加収入増加収入増加にににに向向向向けたけたけたけた仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり １１１１，，，，９７１９７１９７１９７１百万円百万円百万円百万円
○佐賀○佐賀○佐賀○佐賀のののの活餌供給事業活餌供給事業活餌供給事業活餌供給事業のリスクのリスクのリスクのリスク対策対策対策対策やややや水揚水揚水揚水揚げげげげ増増増増にににに対対対対するするするする施設整備施設整備施設整備施設整備へのへのへのへの支援支援支援支援

・かつお一本釣漁業用活餌供給事業費補助金（2,500千円）

・種子島周辺漁業対策事業（魚函倉庫、冷蔵補完施設の整備）（40,898千円） など

○漁業○漁業○漁業○漁業のののの担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成・・・・確保確保確保確保

・沿岸漁業担い手活動促進事業（62,773千円）

（新規就業者の生活支援、新規就業者や一定技術のある者への

漁船リース事業の支援 等）

○養殖生産者○養殖生産者○養殖生産者○養殖生産者グループのグループのグループのグループの販売促進活動販売促進活動販売促進活動販売促進活動へのへのへのへの支援、品質向上支援、品質向上支援、品質向上支援、品質向上にににに向向向向けたけたけたけた餌料開発等餌料開発等餌料開発等餌料開発等

・養殖生産物販売促進事業（3,446千円）

・養殖技術向上化試験 （6,907千円） など

○外商加速化品目○外商加速化品目○外商加速化品目○外商加速化品目のののの地産外商地産外商地産外商地産外商のののの強化強化強化強化ややややブランドブランドブランドブランド化化化化にににに向向向向けたマリンエコラベルのけたマリンエコラベルのけたマリンエコラベルのけたマリンエコラベルの

認証取得認証取得認証取得認証取得へのへのへのへの支援支援支援支援

・水産物流通販売強化支援事業 （54,192千円）

（カツオ、キンメダイ、ゴマサバの地産外商強化、マリンエコラベル取得

への支援 等）など

○高知県漁協○高知県漁協○高知県漁協○高知県漁協によるによるによるによる流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売へのへのへのへの取組取組取組取組

・高知県１漁協流通販売強化事業（5,647千円） など

◆漁業費用◆漁業費用◆漁業費用◆漁業費用のののの削減削減削減削減 ２６２６２６２６百万円百万円百万円百万円
○漁業経営○漁業経営○漁業経営○漁業経営のののの安定安定安定安定にににに向向向向けたけたけたけた資源管理資源管理資源管理資源管理・・・・漁業所得補償対策漁業所得補償対策漁業所得補償対策漁業所得補償対策のののの推進推進推進推進

・資源管理・漁業所得補償対策事業 （13,626千円） など

◆水産加工◆水産加工◆水産加工◆水産加工のののの付加価値化付加価値化付加価値化付加価値化とととと滞在型滞在型滞在型滞在型・・・・体験型観光体験型観光体験型観光体験型観光のののの推進推進推進推進 ７７７７百万円百万円百万円百万円

○水産加工事業○水産加工事業○水産加工事業○水産加工事業のののの円滑円滑円滑円滑なななな運営運営運営運営やややや衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理のレベルアップへののレベルアップへののレベルアップへののレベルアップへの支援、宗田節支援、宗田節支援、宗田節支援、宗田節

加工業加工業加工業加工業のののの振興振興振興振興
・水産物前処理加工等育成支援事業 （1,059千円）

・漁業生産基盤維持向上事業（衛生管理のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟをﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄから支援）（別項目で計上）

・水産物流通販売強化支援事業【再掲】（宗田節加工業の振興）（別項目で計上） など

○漁村○漁村○漁村○漁村でのでのでのでの滞在型滞在型滞在型滞在型・・・・体験型観光体験型観光体験型観光体験型観光のののの推進推進推進推進にににに向向向向けたけたけたけた体験体験体験体験メニューづくりへのメニューづくりへのメニューづくりへのメニューづくりへの支援支援支援支援

やややや情報発信情報発信情報発信情報発信
・滞在型・体験型観光推進事業（4,524千円）

◆中山間地域◆中山間地域◆中山間地域◆中山間地域にににに賑賑賑賑わいをわいをわいをわいを戻戻戻戻すためのすためのすためのすための資源豊資源豊資源豊資源豊かなかなかなかな河川河川河川河川づくりづくりづくりづくり ５０５０５０５０百万円百万円百万円百万円
○河川漁場○河川漁場○河川漁場○河川漁場のののの周年利用周年利用周年利用周年利用にににに向向向向けたけたけたけた調査等調査等調査等調査等のののの実施実施実施実施

・内水面漁業振興事業費（45,202千円）

（冬季のアマゴ釣の規制解除に向けた調査、海域生活期のアユの生態等調査、

ダム湖を活用した地域振興に向けた生物等調査 等） など

漁業漁業漁業漁業のののの振興振興振興振興

林業林業林業林業のののの振興振興振興振興

農業農業農業農業・・・・農村農村農村農村のののの振興振興振興振興
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◆林業◆林業◆林業◆林業・・・・木材産業木材産業木材産業木材産業のののの再生再生再生再生 １１１１，，，，９６４９６４９６４９６４ 百万円百万円百万円百万円
○「森○「森○「森○「森のののの工場」工場」工場」工場」のののの 整備整備整備整備にににに向向向向けたけたけたけた総合的総合的総合的総合的なななな支援支援支援支援

・森の工場活性化対策事業（474,362千円）

・造林事業（1,084,056千円）

○林業○林業○林業○林業のののの担担担担いいいい手手手手のののの確保確保確保確保・・・・育成育成育成育成にににに向向向向けたけたけたけた人人人人づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進
・人づくり推進事業（60,082千円）

○大型製材工場○大型製材工場○大型製材工場○大型製材工場のののの誘致誘致誘致誘致やややや県内事業者県内事業者県内事業者県内事業者によるによるによるによる製材工場起業製材工場起業製材工場起業製材工場起業のためののためののためののための条件整備条件整備条件整備条件整備
・（新）県産材加工流通システム整備事業（12,374千円）

○県産材○県産材○県産材○県産材をををを活用活用活用活用したしたしたした木材住宅等木材住宅等木材住宅等木材住宅等のののの普及普及普及普及にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進
・こうちの木の住まいづくり助成事業（209,980千円）

・県産材外商推進対策事業（45,109千円）

・県産材需要拡大対策事業（77,304千円）

◆木質◆木質◆木質◆木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス利用利用利用利用のののの拡大拡大拡大拡大 １３０１３０１３０１３０百万円百万円百万円百万円
○森林資源○森林資源○森林資源○森林資源をををを有効利用有効利用有効利用有効利用したしたしたした循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成

・木質資源利用促進事業（130,304千円）

◆森◆森◆森◆森のののの資源資源資源資源のののの活用活用活用活用 １５１５１５１５百万円百万円百万円百万円
○○○○森林環境学習森林環境学習森林環境学習森林環境学習やややや林業体験林業体験林業体験林業体験などなどなどなど交流人口交流人口交流人口交流人口のののの拡大拡大拡大拡大

・森の窓口運営事業（3,491千円） ・こうち山の日推進事業（11,024千円）

◆健全◆健全◆健全◆健全なななな森森森森づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進 １１１１，，，，１１９１１９１１９１１９百万円百万円百万円百万円
○○○○森林森林森林森林のののの適正適正適正適正なななな管理管理管理管理

・県営林活用雇用創出事業（84,438千円） ・緊急間伐総合支援事業（82,700千円）

・県営林整備（活用）事業（28,407千円） ・造林事業（再掲）

・森林整備加速化事業（810,491千円） ・みどりの環境整備支援事業（65,000千円）

○○○○オフセット・オフセット・オフセット・オフセット・クレクレクレクレジジジジットのットのットのットの創出創出創出創出によるによるによるによる森林森林森林森林のののの再生再生再生再生とととと雇用雇用雇用雇用のののの創出創出創出創出
・オフセット・クレジット推進事業費（47,735千円）

加速化

強化



産業産業産業産業をつくるをつくるをつくるをつくる

■中山間地域■中山間地域■中山間地域■中山間地域にはにはにはには、若者、若者、若者、若者がががが安定安定安定安定してしてしてして所得所得所得所得をををを得得得得ながらながらながらながら働働働働くことができるくことができるくことができるくことができる職場職場職場職場がががが少少少少ないないないない
・国際競争の激化や高齢化の進展による第一次産業の停滞、公共事業の減少などによる建設業の衰退

・一方、中山間地域では、 第一次産業や建設業以外の地域産業があまり育っていない → 雇用の受け皿がない

■人口減少■人口減少■人口減少■人口減少によりによりによりにより、県内、県内、県内、県内のののの購買力購買力購買力購買力がががが小小小小さくなっておりさくなっておりさくなっておりさくなっており、今後、今後、今後、今後もももも減少減少減少減少にににに拍車拍車拍車拍車がかかることががかかることががかかることががかかることが予想予想予想予想されるされるされるされる
・人口の著しい減少などによる県内の年間商品販売額は、大きく減少

→＜県人口＞ （Ｈ１７） 796,291人→（H22） 764,281人 ▲32,010人 （H47推計） 596,000人 推計では約20万人減少

＜県内商品販売額＞ （Ｈ９） 約２兆円 → （Ｈ１９） 約１．６兆円

■産業間■産業間■産業間■産業間のののの連携連携連携連携がががが弱弱弱弱くくくく、一次産業、一次産業、一次産業、一次産業のののの生生生生みみみみ出出出出すすすす経済効果経済効果経済効果経済効果がががが他他他他のののの産業産業産業産業にににに行行行行きききき渡渡渡渡っていないっていないっていないっていない
・県内の加工の取組が弱い・・・・・食料品製造業の分野における県際収支が大幅な赤字（移輸入超過）になっている

【高知県の県際収支 （平成17年） ▲6,700億円 ※参考 香川県 17,000億円） 】

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

ⅡⅡⅡⅡ 地域産業地域産業地域産業地域産業のののの創出創出創出創出 ～～～～地域地域地域地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした産業産業産業産業のののの振興振興振興振興～～～～

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

★「食」、「自然★「食」、「自然★「食」、「自然★「食」、「自然とととと歴史」、「人」歴史」、「人」歴史」、「人」歴史」、「人」などなどなどなど、地域、地域、地域、地域のののの強強強強みやみやみやみや特徴特徴特徴特徴をををを最大限最大限最大限最大限にににに生生生生かすことによりかすことによりかすことによりかすことにより、地域産業、地域産業、地域産業、地域産業のののの振興振興振興振興をををを進進進進めるめるめるめる。。。。

今今今今
後後後後
のののの
取取取取
りりりり
組組組組
みみみみ

２２２２，，，，８３６８３６８３６８３６百万円百万円百万円百万円

◆地域◆地域◆地域◆地域のののの顔顔顔顔となるとなるとなるとなる特産品特産品特産品特産品づくりづくりづくりづくり １１３１１３１１３１１３百万円百万円百万円百万円

○室戸海洋深層水○室戸海洋深層水○室戸海洋深層水○室戸海洋深層水などなどなどなど、地域、地域、地域、地域ブランドブランドブランドブランド力向上力向上力向上力向上のためののためののためののための取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進
・室戸海洋深層水ブランド化事業 （12,454千円） ・特産畜産物生産拡大事業 （20,646千円） ・漁業生産基盤維持向上事業 （別項目で計上）

○地域○地域○地域○地域のののの産業資源産業資源産業資源産業資源のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしにこしにこしにこしに商品化商品化商品化商品化のののの推進推進推進推進
・地域資源活用共有会議運営事業 （1,400千円） ・成長分野育成支援事業 （78,918千円）

◆地域産業◆地域産業◆地域産業◆地域産業のののの人材育成、確保人材育成、確保人材育成、確保人材育成、確保 ４０５４０５４０５４０５百万円百万円百万円百万円

１１１１，，，，３７７３７７３７７３７７百万円百万円百万円百万円

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域でででで、、、、若者若者若者若者がががが安定的安定的安定的安定的にににに収入収入収入収入をををを得得得得てててて働働働働くことがくことがくことがくことが困難困難困難困難になるおそれがあるになるおそれがあるになるおそれがあるになるおそれがある

地域産業地域産業地域産業地域産業のののの推進推進推進推進

産業産業産業産業をつくるをつくるをつくるをつくる

●企業人材●企業人材●企業人材●企業人材のレベルアップのレベルアップのレベルアップのレベルアップ
・食品加工特別技術支援員による技術指導 【１００社・団体 １３９件 Ｈ２２．１２月末現在】

・技術指導アドバイザーによる技術指導 【工業技術センター ３０回 紙産業技術センター ４回 ［Ｈ２２．１２月末現在] 】

・産業振興アドバイザーの設置及び派遣 【委嘱人数 ７４名 派遣回数 １３４回 (1/20現在） 】 など

●農水産物●農水産物●農水産物●農水産物のののの加工施設加工施設加工施設加工施設のののの整備整備整備整備

・・・・地域で付加価値を生み出すための加工施設等の整備（農産加工品 ２０件、 水産加工品 ９件）

●商品●商品●商品●商品のブランドのブランドのブランドのブランド化化化化のののの推進推進推進推進

・地域の資源を活かした商品のブランド化、地産外商に関する取り組み（お茶、メロン、トマト、土佐赤牛、はちきん地鶏など２１件）

●観光施設等●観光施設等●観光施設等●観光施設等のののの磨磨磨磨きききき上上上上げげげげ
・地域の特性を生かした観光施設等のブラッシュアップ（高知市観光遊覧船、海洋堂ホビー館四万十など１６件）

●●●●ブルーツーリズムのブルーツーリズムのブルーツーリズムのブルーツーリズムの展開展開展開展開
・漁村における体験３９メニューを県観光商品素材集で情報発信など

●●●●グリーンツーリズムのグリーンツーリズムのグリーンツーリズムのグリーンツーリズムの展開展開展開展開
・スケジュール提案型商品（２１商品）、及び旅行者による選択型商品（１商品）の開発 など

産業活動産業活動産業活動産業活動にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ人人人人づくりづくりづくりづくり

■中山間地域■中山間地域■中山間地域■中山間地域にはにはにはには、若者、若者、若者、若者がががが安定安定安定安定してしてしてして所得所得所得所得をををを得得得得ながらながらながらながら働働働働くことができるくことができるくことができるくことができる職場職場職場職場がががが少少少少ないないないない
・国際競争の激化や高齢化の進展による第一次産業の停滞、公共事業の減少などによる建設業の衰退

・一方、中山間地域では、 第一次産業や建設業以外の地域産業があまり育っていない → 雇用の受け皿がない

■人口減少■人口減少■人口減少■人口減少によりによりによりにより、県内、県内、県内、県内のののの購買力購買力購買力購買力がががが小小小小さくなっておりさくなっておりさくなっておりさくなっており、今後、今後、今後、今後もももも減少減少減少減少にににに拍車拍車拍車拍車がかかることががかかることががかかることががかかることが予想予想予想予想されるされるされるされる
・人口の著しい減少などによる県内の年間商品販売額は、大きく減少

→＜県人口＞ （Ｈ１７） 796,291人→（H22） 764,281人 ▲32,010人 （H47推計） 596,000人 推計では約20万人減少

＜県内商品販売額＞ （Ｈ９） 約２兆円 → （Ｈ１９） 約１．６兆円

■産業間■産業間■産業間■産業間のののの連携連携連携連携がががが弱弱弱弱くくくく、一次産業、一次産業、一次産業、一次産業のののの生生生生みみみみ出出出出すすすす経済効果経済効果経済効果経済効果がががが他他他他のののの産業産業産業産業にににに行行行行きききき渡渡渡渡っていないっていないっていないっていない
・県内の加工の取組が弱い・・・・・食料品製造業の分野における県際収支が大幅な赤字（移輸入超過）になっている

【高知県の県際収支 （平成17年） ▲6,700億円 ※参考 香川県 17,000億円） 】

地域資源地域資源地域資源地域資源やややや特徴特徴特徴特徴をををを活活活活かしたかしたかしたかした産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

ⅡⅡⅡⅡ 地域産業地域産業地域産業地域産業のののの創出創出創出創出 ～～～～地域地域地域地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした産業産業産業産業のののの振興振興振興振興～～～～

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

★「食」、「自然★「食」、「自然★「食」、「自然★「食」、「自然とととと歴史」、「人」歴史」、「人」歴史」、「人」歴史」、「人」などなどなどなど、地域、地域、地域、地域のののの強強強強みやみやみやみや特徴特徴特徴特徴をををを最大限最大限最大限最大限にににに生生生生かすことによりかすことによりかすことによりかすことにより、地域産業、地域産業、地域産業、地域産業のののの振興振興振興振興をををを進進進進めるめるめるめる。。。。

今今今今
後後後後
のののの
取取取取
りりりり
組組組組
みみみみ

２２２２，，，，８３６８３６８３６８３６百万円百万円百万円百万円

◆地域◆地域◆地域◆地域のののの顔顔顔顔となるとなるとなるとなる特産品特産品特産品特産品づくりづくりづくりづくり １１３１１３１１３１１３百万円百万円百万円百万円

○室戸海洋深層水○室戸海洋深層水○室戸海洋深層水○室戸海洋深層水などなどなどなど、地域、地域、地域、地域ブランドブランドブランドブランド力向上力向上力向上力向上のためののためののためののための取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進
・室戸海洋深層水ブランド化事業 （12,454千円） ・特産畜産物生産拡大事業 （20,646千円） ・漁業生産基盤維持向上事業 （別項目で計上）

○地域○地域○地域○地域のののの産業資源産業資源産業資源産業資源のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしにこしにこしにこしに商品化商品化商品化商品化のののの推進推進推進推進
・地域資源活用共有会議運営事業 （1,400千円） ・成長分野育成支援事業 （78,918千円）

◆地域産業◆地域産業◆地域産業◆地域産業のののの人材育成、確保人材育成、確保人材育成、確保人材育成、確保 ４０５４０５４０５４０５百万円百万円百万円百万円
○専門家○専門家○専門家○専門家やややや有識者等有識者等有識者等有識者等のののの外部人材外部人材外部人材外部人材のののの派遣派遣派遣派遣によるによるによるによる経営力、技術力等経営力、技術力等経営力、技術力等経営力、技術力等のののの向上向上向上向上

・産業振興推進アドバイザー事業 （36,102千円） ・産業技術人材育成事業 （19,294千円） ・食品加工指導体制強化事業 （19,294千円）

○講座○講座○講座○講座やややや研修会等研修会等研修会等研修会等をををを通通通通じたじたじたじた地域地域地域地域でのでのでのでの産業人材産業人材産業人材産業人材のののの養成養成養成養成
・地域産業リーダー育成事業 （2,995千円） ・地域産業人材育成事業 （19,711千円） ・農業創造人材育成事業 （10,542千円）

○県内企業等○県内企業等○県内企業等○県内企業等のののの人材確保人材確保人材確保人材確保にににに向向向向けたけたけたけた就職情報等就職情報等就職情報等就職情報等のののの提供提供提供提供
・Ｕ・Iターン企業就職等支援事業 （6,245千円） ・就職支援相談センター事業 （101,983千円） など

○県内企業等○県内企業等○県内企業等○県内企業等のののの人材確保人材確保人材確保人材確保にににに向向向向けたけたけたけた高校生等高校生等高校生等高校生等へのへのへのへの就職支援就職支援就職支援就職支援
・就業支援対策事業 （50,291千円） ・就業体験事業 （8,890千円） など

◆地産地消◆地産地消◆地産地消◆地産地消のののの取組取組取組取組のののの強化強化強化強化 １３１１３１１３１１３１百万円百万円百万円百万円
○「○「○「○「ものづくりのものづくりのものづくりのものづくりの地産地消」地産地消」地産地消」地産地消」のののの推進体制推進体制推進体制推進体制づくりとづくりとづくりとづくりと取取取取りりりり組組組組みみみみのののの抜本強化抜本強化抜本強化抜本強化

・（新）ものづくりの地産地消総合相談窓口事業 （17,363千円） ・ものづくり地産地消推進事業 （50,548千円）

・地産地消ものづくり推進事業 （41,319千円） ・食品生産管理高度化支援事業 （8,080千円）

○地産地消○地産地消○地産地消○地産地消のののの県内県内県内県内へのへのへのへの普及普及普及普及にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進
・地産地消推進事業 （5,007千円） ・産業振興食育推進事業 （3,910千円）

○地域○地域○地域○地域のののの直販所等直販所等直販所等直販所等のののの販売強化販売強化販売強化販売強化へのへのへのへの支援支援支援支援
・農産物直販所ステップアップ事業 （4,456千円）

◆外商活動◆外商活動◆外商活動◆外商活動のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる推進（県外、海外推進（県外、海外推進（県外、海外推進（県外、海外へのへのへのへの販路拡大）販路拡大）販路拡大）販路拡大） ３４４３４４３４４３４４百万円百万円百万円百万円
○首都圏○首都圏○首都圏○首都圏アンテナショップアンテナショップアンテナショップアンテナショップ「「「「まるごとまるごとまるごとまるごと高知」高知」高知」高知」やややや県外県外県外県外フェアやフェアやフェアやフェアや商談会等商談会等商談会等商談会等をををを通通通通じたじたじたじた県産品県産品県産品県産品のののの販路開拓、販売拡大販路開拓、販売拡大販路開拓、販売拡大販路開拓、販売拡大のののの促進促進促進促進

・地産外商公社運営事業費 （198,743千円） ・県産品アンテナショップ事業 （11,718千円） ・（拡）県産品ＰＲ等推進事業 （28,644千円）

○県産品○県産品○県産品○県産品のののの販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大やややや販売促進販売促進販売促進販売促進にににに向向向向けたけたけたけた情報発信情報発信情報発信情報発信のののの推進推進推進推進
・県産品広報紙作成事業 （3,929千円） ・高知丸ごと情報発信ポータルサイト運営事業 （9,174千円） ・受注拡大支援事業（33,815千円）

１１１１，，，，３７７３７７３７７３７７百万円百万円百万円百万円

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容
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中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域でででで、、、、若者若者若者若者がががが安定的安定的安定的安定的にににに収入収入収入収入をををを得得得得てててて働働働働くことがくことがくことがくことが困難困難困難困難になるおそれがあるになるおそれがあるになるおそれがあるになるおそれがある

地域産業地域産業地域産業地域産業のののの推進推進推進推進

産産産産
業業業業
振振振振
興興興興
計計計計
画画画画

（（（（

加速化

産業産業産業産業をつくるをつくるをつくるをつくる

●企業人材●企業人材●企業人材●企業人材のレベルアップのレベルアップのレベルアップのレベルアップ
・食品加工特別技術支援員による技術指導 【１００社・団体 １３９件 Ｈ２２．１２月末現在】

・技術指導アドバイザーによる技術指導 【工業技術センター ３０回 紙産業技術センター ４回 ［Ｈ２２．１２月末現在] 】

・産業振興アドバイザーの設置及び派遣 【委嘱人数 ７４名 派遣回数 １３４回 (1/20現在） 】 など

●地域産業●地域産業●地域産業●地域産業のののの担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成
・目指せ！弥太郎商人塾の開催 【ステップ１（基礎編前期・後期） 計 延べ１，０６８人、 ステップ２（応用・実践編） １８事業者】

・こうち地域産業振興人材育成塾の開催 【受講者 １６名】

・農業創造セミナーの開催 【受講者 １５グループ ４２名】 など

●食品産業●食品産業●食品産業●食品産業におけるにおけるにおけるにおける中核人材中核人材中核人材中核人材のののの育成育成育成育成
・土佐フードビジネスクリエーター人材育成事業 【修了 ３１名 受講 ３０名】

●産業●産業●産業●産業のののの担担担担いいいい手手手手にににに向向向向けたけたけたけた移住移住移住移住のののの促進（再掲）促進（再掲）促進（再掲）促進（再掲）
・移住コンシェルジュの設置（３名）､データベース整備、ホームページ充実、DVD作成、県外相談会等の参加（Ｈ２１：２０回 Ｈ２２：２３回）

→総合案内窓口の充実による相談件数の増加 【相談件数 平成２１年度・・・３３６件→ 平成２２年度 ３８５件 [H23.2.10現在］】

●農水産物●農水産物●農水産物●農水産物のののの加工施設加工施設加工施設加工施設のののの整備整備整備整備

・・・・地域で付加価値を生み出すための加工施設等の整備（農産加工品 ２０件、 水産加工品 ９件）

●商品●商品●商品●商品のブランドのブランドのブランドのブランド化化化化のののの推進推進推進推進

・地域の資源を活かした商品のブランド化、地産外商に関する取り組み（お茶、メロン、トマト、土佐赤牛、はちきん地鶏など２１件）

●観光施設等●観光施設等●観光施設等●観光施設等のののの磨磨磨磨きききき上上上上げげげげ
・地域の特性を生かした観光施設等のブラッシュアップ（高知市観光遊覧船、海洋堂ホビー館四万十など１６件）

●●●●ブルーツーリズムのブルーツーリズムのブルーツーリズムのブルーツーリズムの展開展開展開展開
・漁村における体験３９メニューを県観光商品素材集で情報発信など

●●●●グリーンツーリズムのグリーンツーリズムのグリーンツーリズムのグリーンツーリズムの展開展開展開展開
・スケジュール提案型商品（２１商品）、及び旅行者による選択型商品（１商品）の開発 など

産業活動産業活動産業活動産業活動にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ人人人人づくりづくりづくりづくり

■中山間地域■中山間地域■中山間地域■中山間地域にはにはにはには、若者、若者、若者、若者がががが安定安定安定安定してしてしてして所得所得所得所得をををを得得得得ながらながらながらながら働働働働くことができるくことができるくことができるくことができる職場職場職場職場がががが少少少少ないないないない
・国際競争の激化や高齢化の進展による第一次産業の停滞、公共事業の減少などによる建設業の衰退

・一方、中山間地域では、 第一次産業や建設業以外の地域産業があまり育っていない → 雇用の受け皿がない

■人口減少■人口減少■人口減少■人口減少によりによりによりにより、県内、県内、県内、県内のののの購買力購買力購買力購買力がががが小小小小さくなっておりさくなっておりさくなっておりさくなっており、今後、今後、今後、今後もももも減少減少減少減少にににに拍車拍車拍車拍車がかかることががかかることががかかることががかかることが予想予想予想予想されるされるされるされる
・人口の著しい減少などによる県内の年間商品販売額は、大きく減少

→＜県人口＞ （Ｈ１７） 796,291人→（H22） 764,281人 ▲32,010人 （H47推計） 596,000人 推計では約20万人減少

＜県内商品販売額＞ （Ｈ９） 約２兆円 → （Ｈ１９） 約１．６兆円

■産業間■産業間■産業間■産業間のののの連携連携連携連携がががが弱弱弱弱くくくく、一次産業、一次産業、一次産業、一次産業のののの生生生生みみみみ出出出出すすすす経済効果経済効果経済効果経済効果がががが他他他他のののの産業産業産業産業にににに行行行行きききき渡渡渡渡っていないっていないっていないっていない
・県内の加工の取組が弱い・・・・・食料品製造業の分野における県際収支が大幅な赤字（移輸入超過）になっている

【高知県の県際収支 （平成17年） ▲6,700億円 ※参考 香川県 17,000億円） 】

地域資源地域資源地域資源地域資源やややや特徴特徴特徴特徴をををを活活活活かしたかしたかしたかした産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

ⅡⅡⅡⅡ 地域産業地域産業地域産業地域産業のののの創出創出創出創出 ～～～～地域地域地域地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした産業産業産業産業のののの振興振興振興振興～～～～

●拠点●拠点●拠点●拠点ビジネスのビジネスのビジネスのビジネスの推進推進推進推進

・中山間地域において地域団体を核にした加工、直販、農作業の受委託等の多角的な事業の展開 （大月町、四万十町、津野町、土佐町など）

●小●小●小●小さなビジネスのさなビジネスのさなビジネスのさなビジネスの推進推進推進推進
・地域の高齢者等の所得向上につなげる農林水産品の加工などの小さなビジネスの推進
（ど久礼もん企業組合、四万十マヒマヒ丸企業組合、直七生産組合、鷹取キムチの里づくり実行委員会、宇佐もん工房、㈱大宮産業、おかみさん市など）

●建設業●建設業●建設業●建設業のののの新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出
・新分野進出セミナーの開催 【平成２１年：県内６会場 ５５社 １９６名参加、平成２２年：県内４会場 ８８社 ２０７名参加】

地域経営地域経営地域経営地域経営としてのとしてのとしてのとしての新新新新たなビジネスのたなビジネスのたなビジネスのたなビジネスの確立確立確立確立

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

★「食」、「自然★「食」、「自然★「食」、「自然★「食」、「自然とととと歴史」、「人」歴史」、「人」歴史」、「人」歴史」、「人」などなどなどなど、地域、地域、地域、地域のののの強強強強みやみやみやみや特徴特徴特徴特徴をををを最大限最大限最大限最大限にににに生生生生かすことによりかすことによりかすことによりかすことにより、地域産業、地域産業、地域産業、地域産業のののの振興振興振興振興をををを進進進進めるめるめるめる。。。。

今今今今
後後後後
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みみみみ

２２２２，，，，８３６８３６８３６８３６百万円百万円百万円百万円

◆地域◆地域◆地域◆地域のののの顔顔顔顔となるとなるとなるとなる特産品特産品特産品特産品づくりづくりづくりづくり １１３１１３１１３１１３百万円百万円百万円百万円

○室戸海洋深層水○室戸海洋深層水○室戸海洋深層水○室戸海洋深層水などなどなどなど、地域、地域、地域、地域ブランドブランドブランドブランド力向上力向上力向上力向上のためののためののためののための取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進
・室戸海洋深層水ブランド化事業 （12,454千円） ・特産畜産物生産拡大事業 （20,646千円） ・漁業生産基盤維持向上事業 （別項目で計上）

○地域○地域○地域○地域のののの産業資源産業資源産業資源産業資源のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしにこしにこしにこしに商品化商品化商品化商品化のののの推進推進推進推進
・地域資源活用共有会議運営事業 （1,400千円） ・成長分野育成支援事業 （78,918千円）

◆地域産業◆地域産業◆地域産業◆地域産業のののの人材育成、確保人材育成、確保人材育成、確保人材育成、確保 ４０５４０５４０５４０５百万円百万円百万円百万円
○専門家○専門家○専門家○専門家やややや有識者等有識者等有識者等有識者等のののの外部人材外部人材外部人材外部人材のののの派遣派遣派遣派遣によるによるによるによる経営力、技術力等経営力、技術力等経営力、技術力等経営力、技術力等のののの向上向上向上向上

・産業振興推進アドバイザー事業 （36,102千円） ・産業技術人材育成事業 （19,294千円） ・食品加工指導体制強化事業 （19,294千円）

○講座○講座○講座○講座やややや研修会等研修会等研修会等研修会等をををを通通通通じたじたじたじた地域地域地域地域でのでのでのでの産業人材産業人材産業人材産業人材のののの養成養成養成養成
・地域産業リーダー育成事業 （2,995千円） ・地域産業人材育成事業 （19,711千円） ・農業創造人材育成事業 （10,542千円）

○県内企業等○県内企業等○県内企業等○県内企業等のののの人材確保人材確保人材確保人材確保にににに向向向向けたけたけたけた就職情報等就職情報等就職情報等就職情報等のののの提供提供提供提供
・Ｕ・Iターン企業就職等支援事業 （6,245千円） ・就職支援相談センター事業 （101,983千円） など

○県内企業等○県内企業等○県内企業等○県内企業等のののの人材確保人材確保人材確保人材確保にににに向向向向けたけたけたけた高校生等高校生等高校生等高校生等へのへのへのへの就職支援就職支援就職支援就職支援
・就業支援対策事業 （50,291千円） ・就業体験事業 （8,890千円） など

◆地産地消◆地産地消◆地産地消◆地産地消のののの取組取組取組取組のののの強化強化強化強化 １３１１３１１３１１３１百万円百万円百万円百万円
○「○「○「○「ものづくりのものづくりのものづくりのものづくりの地産地消」地産地消」地産地消」地産地消」のののの推進体制推進体制推進体制推進体制づくりとづくりとづくりとづくりと取取取取りりりり組組組組みみみみのののの抜本強化抜本強化抜本強化抜本強化

・（新）ものづくりの地産地消総合相談窓口事業 （17,363千円） ・ものづくり地産地消推進事業 （50,548千円）

・地産地消ものづくり推進事業 （41,319千円） ・食品生産管理高度化支援事業 （8,080千円）

○地産地消○地産地消○地産地消○地産地消のののの県内県内県内県内へのへのへのへの普及普及普及普及にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進
・地産地消推進事業 （5,007千円） ・産業振興食育推進事業 （3,910千円）

○地域○地域○地域○地域のののの直販所等直販所等直販所等直販所等のののの販売強化販売強化販売強化販売強化へのへのへのへの支援支援支援支援
・農産物直販所ステップアップ事業 （4,456千円）

◆外商活動◆外商活動◆外商活動◆外商活動のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる推進（県外、海外推進（県外、海外推進（県外、海外推進（県外、海外へのへのへのへの販路拡大）販路拡大）販路拡大）販路拡大） ３４４３４４３４４３４４百万円百万円百万円百万円
○首都圏○首都圏○首都圏○首都圏アンテナショップアンテナショップアンテナショップアンテナショップ「「「「まるごとまるごとまるごとまるごと高知」高知」高知」高知」やややや県外県外県外県外フェアやフェアやフェアやフェアや商談会等商談会等商談会等商談会等をををを通通通通じたじたじたじた県産品県産品県産品県産品のののの販路開拓、販売拡大販路開拓、販売拡大販路開拓、販売拡大販路開拓、販売拡大のののの促進促進促進促進

・地産外商公社運営事業費 （198,743千円） ・県産品アンテナショップ事業 （11,718千円） ・（拡）県産品ＰＲ等推進事業 （28,644千円）

○県産品○県産品○県産品○県産品のののの販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大やややや販売促進販売促進販売促進販売促進にににに向向向向けたけたけたけた情報発信情報発信情報発信情報発信のののの推進推進推進推進
・県産品広報紙作成事業 （3,929千円） ・高知丸ごと情報発信ポータルサイト運営事業 （9,174千円） ・受注拡大支援事業（33,815千円）

○海外事務所○海外事務所○海外事務所○海外事務所などをなどをなどをなどを通通通通じたじたじたじた海外販路海外販路海外販路海外販路のののの拡大支援拡大支援拡大支援拡大支援
・輸出促進支援事業 （52,727千円） ・農産物輸出促進事業 （4,785千円）

◆商店街◆商店街◆商店街◆商店街のののの活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進 ４７４７４７４７百万円百万円百万円百万円
○魅力○魅力○魅力○魅力あるあるあるある個店個店個店個店づくりにづくりにづくりにづくりに向向向向けたけたけたけた経営改革経営改革経営改革経営改革のののの推進推進推進推進 ○空○空○空○空きききき店舗対策等、商店街店舗対策等、商店街店舗対策等、商店街店舗対策等、商店街のののの活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援

・こうち商業振興支援事業費補助金 （22,000千円） ・（新）ふるさと雇用再生チャレンジショップ事業委託料 (25,305千円）

◆地域◆地域◆地域◆地域のののの資源資源資源資源をををを生生生生かしたかしたかしたかした誘致活動誘致活動誘致活動誘致活動のののの推進推進推進推進 ３３７３３７３３７３３７百万円百万円百万円百万円
○中山間地域○中山間地域○中山間地域○中山間地域におけるにおけるにおけるにおける誘致活動誘致活動誘致活動誘致活動のののの促進促進促進促進とととと支援支援支援支援 ○転出徹退防止○転出徹退防止○転出徹退防止○転出徹退防止のためののためののためののための環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

・（拡）企業立地促進事業費補助金 （294,005千円） ・ふるさと雇用再生企業訪問活動強化事業委託料 （29,870千円）

・工業立地基盤整備促進助成事業 （12,855千円）

１１１１，，，，３７７３７７３７７３７７百万円百万円百万円百万円

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容
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◆地域◆地域◆地域◆地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした小小小小さなビジネスのさなビジネスのさなビジネスのさなビジネスの磨磨磨磨きききき上上上上げげげげ ７０７０７０７０百万円百万円百万円百万円
○住民主体○住民主体○住民主体○住民主体にににに、個人、個人、個人、個人やややや集落、地域集落、地域集落、地域集落、地域ぐるみでぐるみでぐるみでぐるみで取取取取りりりり組組組組むビジネスのむビジネスのむビジネスのむビジネスの推進推進推進推進

・（拡）コンテンツビジネス起業化支援事業 （15,329千円） ・自伐林家等支援事業 （27,480千円） ・地域版アウトソーシング推進事業 （12,774千円）

○地域資源○地域資源○地域資源○地域資源をををを生生生生かしたグリーンツーリズムのかしたグリーンツーリズムのかしたグリーンツーリズムのかしたグリーンツーリズムの推進推進推進推進

・こうち体験ツーリズム推進事業（14,220千円）

◆第一次産業◆第一次産業◆第一次産業◆第一次産業のののの加工分野加工分野加工分野加工分野やややや観光観光観光観光をををを組組組組みみみみ合合合合わせたわせたわせたわせた「地域拠点「地域拠点「地域拠点「地域拠点ビジネスビジネスビジネスビジネス」」」」のののの推進推進推進推進 １１１１，，，，２５０２５０２５０２５０百万円百万円百万円百万円
○地域（集落）経営○地域（集落）経営○地域（集落）経営○地域（集落）経営によるによるによるによる多角的多角的多角的多角的なビジネスのなビジネスのなビジネスのなビジネスの推進推進推進推進

起業（新起業（新起業（新起業（新たなビジネスのたなビジネスのたなビジネスのたなビジネスの推進）推進）推進）推進） １１１１，，，，４５９４５９４５９４５９ 百万円百万円百万円百万円

加速化

産業産業産業産業をつくるをつくるをつくるをつくる

●企業人材●企業人材●企業人材●企業人材のレベルアップのレベルアップのレベルアップのレベルアップ
・食品加工特別技術支援員による技術指導 【１００社・団体 １３９件 Ｈ２２．１２月末現在】

・技術指導アドバイザーによる技術指導 【工業技術センター ３０回 紙産業技術センター ４回 ［Ｈ２２．１２月末現在] 】

・産業振興アドバイザーの設置及び派遣 【委嘱人数 ７４名 派遣回数 １３４回 (1/20現在） 】 など

●地域産業●地域産業●地域産業●地域産業のののの担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成
・目指せ！弥太郎商人塾の開催 【ステップ１（基礎編前期・後期） 計 延べ１，０６８人、 ステップ２（応用・実践編） １８事業者】

・こうち地域産業振興人材育成塾の開催 【受講者 １６名】

・農業創造セミナーの開催 【受講者 １５グループ ４２名】 など

●食品産業●食品産業●食品産業●食品産業におけるにおけるにおけるにおける中核人材中核人材中核人材中核人材のののの育成育成育成育成
・土佐フードビジネスクリエーター人材育成事業 【修了 ３１名 受講 ３０名】

●産業●産業●産業●産業のののの担担担担いいいい手手手手にににに向向向向けたけたけたけた移住移住移住移住のののの促進（再掲）促進（再掲）促進（再掲）促進（再掲）
・移住コンシェルジュの設置（３名）､データベース整備、ホームページ充実、DVD作成、県外相談会等の参加（Ｈ２１：２０回 Ｈ２２：２３回）

→総合案内窓口の充実による相談件数の増加 【相談件数 平成２１年度・・・３３６件→ 平成２２年度 ３８５件 [H23.2.10現在］】

●農水産物●農水産物●農水産物●農水産物のののの加工施設加工施設加工施設加工施設のののの整備整備整備整備

・・・・地域で付加価値を生み出すための加工施設等の整備（農産加工品 ２０件、 水産加工品 ９件）

●商品●商品●商品●商品のブランドのブランドのブランドのブランド化化化化のののの推進推進推進推進

・地域の資源を活かした商品のブランド化、地産外商に関する取り組み（お茶、メロン、トマト、土佐赤牛、はちきん地鶏など２１件）

●観光施設等●観光施設等●観光施設等●観光施設等のののの磨磨磨磨きききき上上上上げげげげ
・地域の特性を生かした観光施設等のブラッシュアップ（高知市観光遊覧船、海洋堂ホビー館四万十など１６件）

●●●●ブルーツーリズムのブルーツーリズムのブルーツーリズムのブルーツーリズムの展開展開展開展開
・漁村における体験３９メニューを県観光商品素材集で情報発信など

●●●●グリーンツーリズムのグリーンツーリズムのグリーンツーリズムのグリーンツーリズムの展開展開展開展開
・スケジュール提案型商品（２１商品）、及び旅行者による選択型商品（１商品）の開発 など

産業活動産業活動産業活動産業活動にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ人人人人づくりづくりづくりづくり

■中山間地域■中山間地域■中山間地域■中山間地域にはにはにはには、若者、若者、若者、若者がががが安定安定安定安定してしてしてして所得所得所得所得をををを得得得得ながらながらながらながら働働働働くことができるくことができるくことができるくことができる職場職場職場職場がががが少少少少ないないないない
・国際競争の激化や高齢化の進展による第一次産業の停滞、公共事業の減少などによる建設業の衰退

・一方、中山間地域では、 第一次産業や建設業以外の地域産業があまり育っていない → 雇用の受け皿がない

■人口減少■人口減少■人口減少■人口減少によりによりによりにより、県内、県内、県内、県内のののの購買力購買力購買力購買力がががが小小小小さくなっておりさくなっておりさくなっておりさくなっており、今後、今後、今後、今後もももも減少減少減少減少にににに拍車拍車拍車拍車がかかることががかかることががかかることががかかることが予想予想予想予想されるされるされるされる
・人口の著しい減少などによる県内の年間商品販売額は、大きく減少

→＜県人口＞ （Ｈ１７） 796,291人→（H22） 764,281人 ▲32,010人 （H47推計） 596,000人 推計では約20万人減少

＜県内商品販売額＞ （Ｈ９） 約２兆円 → （Ｈ１９） 約１．６兆円

■産業間■産業間■産業間■産業間のののの連携連携連携連携がががが弱弱弱弱くくくく、一次産業、一次産業、一次産業、一次産業のののの生生生生みみみみ出出出出すすすす経済効果経済効果経済効果経済効果がががが他他他他のののの産業産業産業産業にににに行行行行きききき渡渡渡渡っていないっていないっていないっていない
・県内の加工の取組が弱い・・・・・食料品製造業の分野における県際収支が大幅な赤字（移輸入超過）になっている

【高知県の県際収支 （平成17年） ▲6,700億円 ※参考 香川県 17,000億円） 】

地域資源地域資源地域資源地域資源やややや特徴特徴特徴特徴をををを活活活活かしたかしたかしたかした産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

ⅡⅡⅡⅡ 地域産業地域産業地域産業地域産業のののの創出創出創出創出 ～～～～地域地域地域地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした産業産業産業産業のののの振興振興振興振興～～～～

●拠点●拠点●拠点●拠点ビジネスのビジネスのビジネスのビジネスの推進推進推進推進

・中山間地域において地域団体を核にした加工、直販、農作業の受委託等の多角的な事業の展開 （大月町、四万十町、津野町、土佐町など）

●小●小●小●小さなビジネスのさなビジネスのさなビジネスのさなビジネスの推進推進推進推進
・地域の高齢者等の所得向上につなげる農林水産品の加工などの小さなビジネスの推進
（ど久礼もん企業組合、四万十マヒマヒ丸企業組合、直七生産組合、鷹取キムチの里づくり実行委員会、宇佐もん工房、㈱大宮産業、おかみさん市など）

●建設業●建設業●建設業●建設業のののの新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出
・新分野進出セミナーの開催 【平成２１年：県内６会場 ５５社 １９６名参加、平成２２年：県内４会場 ８８社 ２０７名参加】

・新分野進出アドバイザーの配置によるサポート

●新●新●新●新ビジネスビジネスビジネスビジネス創出創出創出創出のののの促進促進促進促進

・事業化プランの認定 【平成２１年：４件 平成２２年：１７件（Ｈ２２．１２末現在）】

地域経営地域経営地域経営地域経営としてのとしてのとしてのとしての新新新新たなビジネスのたなビジネスのたなビジネスのたなビジネスの確立確立確立確立

●県外●県外●県外●県外へのへのへのへの地産外商地産外商地産外商地産外商のののの展開（首都圏、関西展開（首都圏、関西展開（首都圏、関西展開（首都圏、関西・・・・中部地区中部地区中部地区中部地区をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした大市場大市場大市場大市場へのへのへのへの外商機会外商機会外商機会外商機会のののの確保）確保）確保）確保）
・首都圏での外商拠点「まるごと高知」オープン（Ｈ２２．８月）

・展示・商談会、高知フェア等の開催件数の増加（H20:13件、H21:72件、H22:107件(H22.1月末現在)）

⇒「食の大商談会2010（高知市）」、「スーパーマーケット・トレードショー（東京）」などへの出展による商談機会の確保

・ものづくり企業を対象とした県外での受発注のための見本市への高知県ブースの設置・商談会の開催

【見本市・・・３回 ３４社・団体 成約５５件、 商談会・・・３回 １５９社・団体 成約１０９件 （いずれもH２２.．１２末現在）】

●海外●海外●海外●海外へのへのへのへの地産外商地産外商地産外商地産外商のののの展開展開展開展開
・輸出促進セミナーや国内・海外商談会を開催、見本市・フェア等への出展による商談機会の確保

・貿易促進コーディネーターによる県内事業者の海外展開への支援

外商活動外商活動外商活動外商活動のののの推進推進推進推進

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

★「食」、「自然★「食」、「自然★「食」、「自然★「食」、「自然とととと歴史」、「人」歴史」、「人」歴史」、「人」歴史」、「人」などなどなどなど、地域、地域、地域、地域のののの強強強強みやみやみやみや特徴特徴特徴特徴をををを最大限最大限最大限最大限にににに生生生生かすことによりかすことによりかすことによりかすことにより、地域産業、地域産業、地域産業、地域産業のののの振興振興振興振興をををを進進進進めるめるめるめる。。。。

今今今今
後後後後
のののの
取取取取
りりりり
組組組組
みみみみ

２２２２，，，，８３６８３６８３６８３６百万円百万円百万円百万円

◆地域◆地域◆地域◆地域のののの顔顔顔顔となるとなるとなるとなる特産品特産品特産品特産品づくりづくりづくりづくり １１３１１３１１３１１３百万円百万円百万円百万円

○室戸海洋深層水○室戸海洋深層水○室戸海洋深層水○室戸海洋深層水などなどなどなど、地域、地域、地域、地域ブランドブランドブランドブランド力向上力向上力向上力向上のためののためののためののための取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進
・室戸海洋深層水ブランド化事業 （12,454千円） ・特産畜産物生産拡大事業 （20,646千円） ・漁業生産基盤維持向上事業 （別項目で計上）

○地域○地域○地域○地域のののの産業資源産業資源産業資源産業資源のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしにこしにこしにこしに商品化商品化商品化商品化のののの推進推進推進推進
・地域資源活用共有会議運営事業 （1,400千円） ・成長分野育成支援事業 （78,918千円）

◆地域産業◆地域産業◆地域産業◆地域産業のののの人材育成、確保人材育成、確保人材育成、確保人材育成、確保 ４０５４０５４０５４０５百万円百万円百万円百万円
○専門家○専門家○専門家○専門家やややや有識者等有識者等有識者等有識者等のののの外部人材外部人材外部人材外部人材のののの派遣派遣派遣派遣によるによるによるによる経営力、技術力等経営力、技術力等経営力、技術力等経営力、技術力等のののの向上向上向上向上

・産業振興推進アドバイザー事業 （36,102千円） ・産業技術人材育成事業 （19,294千円） ・食品加工指導体制強化事業 （19,294千円）

○講座○講座○講座○講座やややや研修会等研修会等研修会等研修会等をををを通通通通じたじたじたじた地域地域地域地域でのでのでのでの産業人材産業人材産業人材産業人材のののの養成養成養成養成
・地域産業リーダー育成事業 （2,995千円） ・地域産業人材育成事業 （19,711千円） ・農業創造人材育成事業 （10,542千円）

○県内企業等○県内企業等○県内企業等○県内企業等のののの人材確保人材確保人材確保人材確保にににに向向向向けたけたけたけた就職情報等就職情報等就職情報等就職情報等のののの提供提供提供提供
・Ｕ・Iターン企業就職等支援事業 （6,245千円） ・就職支援相談センター事業 （101,983千円） など

○県内企業等○県内企業等○県内企業等○県内企業等のののの人材確保人材確保人材確保人材確保にににに向向向向けたけたけたけた高校生等高校生等高校生等高校生等へのへのへのへの就職支援就職支援就職支援就職支援
・就業支援対策事業 （50,291千円） ・就業体験事業 （8,890千円） など

◆地産地消◆地産地消◆地産地消◆地産地消のののの取組取組取組取組のののの強化強化強化強化 １３１１３１１３１１３１百万円百万円百万円百万円
○「○「○「○「ものづくりのものづくりのものづくりのものづくりの地産地消」地産地消」地産地消」地産地消」のののの推進体制推進体制推進体制推進体制づくりとづくりとづくりとづくりと取取取取りりりり組組組組みみみみのののの抜本強化抜本強化抜本強化抜本強化

・（新）ものづくりの地産地消総合相談窓口事業 （17,363千円） ・ものづくり地産地消推進事業 （50,548千円）

・地産地消ものづくり推進事業 （41,319千円） ・食品生産管理高度化支援事業 （8,080千円）

○地産地消○地産地消○地産地消○地産地消のののの県内県内県内県内へのへのへのへの普及普及普及普及にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進
・地産地消推進事業 （5,007千円） ・産業振興食育推進事業 （3,910千円）

○地域○地域○地域○地域のののの直販所等直販所等直販所等直販所等のののの販売強化販売強化販売強化販売強化へのへのへのへの支援支援支援支援
・農産物直販所ステップアップ事業 （4,456千円）

◆外商活動◆外商活動◆外商活動◆外商活動のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる推進（県外、海外推進（県外、海外推進（県外、海外推進（県外、海外へのへのへのへの販路拡大）販路拡大）販路拡大）販路拡大） ３４４３４４３４４３４４百万円百万円百万円百万円
○首都圏○首都圏○首都圏○首都圏アンテナショップアンテナショップアンテナショップアンテナショップ「「「「まるごとまるごとまるごとまるごと高知」高知」高知」高知」やややや県外県外県外県外フェアやフェアやフェアやフェアや商談会等商談会等商談会等商談会等をををを通通通通じたじたじたじた県産品県産品県産品県産品のののの販路開拓、販売拡大販路開拓、販売拡大販路開拓、販売拡大販路開拓、販売拡大のののの促進促進促進促進

・地産外商公社運営事業費 （198,743千円） ・県産品アンテナショップ事業 （11,718千円） ・（拡）県産品ＰＲ等推進事業 （28,644千円）

○県産品○県産品○県産品○県産品のののの販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大やややや販売促進販売促進販売促進販売促進にににに向向向向けたけたけたけた情報発信情報発信情報発信情報発信のののの推進推進推進推進
・県産品広報紙作成事業 （3,929千円） ・高知丸ごと情報発信ポータルサイト運営事業 （9,174千円） ・受注拡大支援事業（33,815千円）

○海外事務所○海外事務所○海外事務所○海外事務所などをなどをなどをなどを通通通通じたじたじたじた海外販路海外販路海外販路海外販路のののの拡大支援拡大支援拡大支援拡大支援
・輸出促進支援事業 （52,727千円） ・農産物輸出促進事業 （4,785千円）

◆商店街◆商店街◆商店街◆商店街のののの活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進 ４７４７４７４７百万円百万円百万円百万円
○魅力○魅力○魅力○魅力あるあるあるある個店個店個店個店づくりにづくりにづくりにづくりに向向向向けたけたけたけた経営改革経営改革経営改革経営改革のののの推進推進推進推進 ○空○空○空○空きききき店舗対策等、商店街店舗対策等、商店街店舗対策等、商店街店舗対策等、商店街のののの活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援

・こうち商業振興支援事業費補助金 （22,000千円） ・（新）ふるさと雇用再生チャレンジショップ事業委託料 (25,305千円）

◆地域◆地域◆地域◆地域のののの資源資源資源資源をををを生生生生かしたかしたかしたかした誘致活動誘致活動誘致活動誘致活動のののの推進推進推進推進 ３３７３３７３３７３３７百万円百万円百万円百万円
○中山間地域○中山間地域○中山間地域○中山間地域におけるにおけるにおけるにおける誘致活動誘致活動誘致活動誘致活動のののの促進促進促進促進とととと支援支援支援支援 ○転出徹退防止○転出徹退防止○転出徹退防止○転出徹退防止のためののためののためののための環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

・（拡）企業立地促進事業費補助金 （294,005千円） ・ふるさと雇用再生企業訪問活動強化事業委託料 （29,870千円）

・工業立地基盤整備促進助成事業 （12,855千円）

１１１１，，，，３７７３７７３７７３７７百万円百万円百万円百万円

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容
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◆地域◆地域◆地域◆地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした小小小小さなビジネスのさなビジネスのさなビジネスのさなビジネスの磨磨磨磨きききき上上上上げげげげ ７０７０７０７０百万円百万円百万円百万円
○住民主体○住民主体○住民主体○住民主体にににに、個人、個人、個人、個人やややや集落、地域集落、地域集落、地域集落、地域ぐるみでぐるみでぐるみでぐるみで取取取取りりりり組組組組むビジネスのむビジネスのむビジネスのむビジネスの推進推進推進推進

・（拡）コンテンツビジネス起業化支援事業 （15,329千円） ・自伐林家等支援事業 （27,480千円） ・地域版アウトソーシング推進事業 （12,774千円）

○地域資源○地域資源○地域資源○地域資源をををを生生生生かしたグリーンツーリズムのかしたグリーンツーリズムのかしたグリーンツーリズムのかしたグリーンツーリズムの推進推進推進推進

・こうち体験ツーリズム推進事業（14,220千円）

◆第一次産業◆第一次産業◆第一次産業◆第一次産業のののの加工分野加工分野加工分野加工分野やややや観光観光観光観光をををを組組組組みみみみ合合合合わせたわせたわせたわせた「地域拠点「地域拠点「地域拠点「地域拠点ビジネスビジネスビジネスビジネス」」」」のののの推進推進推進推進 １１１１，，，，２５０２５０２５０２５０百万円百万円百万円百万円
○地域（集落）経営○地域（集落）経営○地域（集落）経営○地域（集落）経営によるによるによるによる多角的多角的多角的多角的なビジネスのなビジネスのなビジネスのなビジネスの推進推進推進推進

・（新）集落営農・拠点ビジネス支援事業 （再掲)

○公社、農協等○公社、農協等○公社、農協等○公社、農協等のののの拠点組織拠点組織拠点組織拠点組織 をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした複合型複合型複合型複合型のビジネスののビジネスののビジネスののビジネスの推進推進推進推進
・産業振興推進総合支援事業費補助金 （1,250,000千円）

◆建設業等◆建設業等◆建設業等◆建設業等のののの新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる促進促進促進促進 ２１２１２１２１百万円百万円百万円百万円
○農林業○農林業○農林業○農林業やややや介護、福祉介護、福祉介護、福祉介護、福祉などなどなどなど、新、新、新、新たなたなたなたな分野分野分野分野へのへのへのへの進出進出進出進出をををを目指目指目指目指すすすす建設業建設業建設業建設業へのへのへのへの支援支援支援支援

・建設業新分野進出体制構築事業 （20,278千円） ・建設業新分野進出情報提供事業 （478千円）

◆産業◆産業◆産業◆産業づくりのためのづくりのためのづくりのためのづくりのための産学官共同産学官共同産学官共同産学官共同のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの一層一層一層一層のののの強強強強化化化化 ８０８０８０８０百万円百万円百万円百万円
○産学官○産学官○産学官○産学官がががが連携連携連携連携したしたしたした取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり

・（新）産学官連携新産業創出事業 （61,812千円）

○大学等○大学等○大学等○大学等のののの技術、技術、技術、技術、ノウハウをノウハウをノウハウをノウハウを活用活用活用活用したしたしたした加工品加工品加工品加工品のののの開発、技術開発、調査分析開発、技術開発、調査分析開発、技術開発、調査分析開発、技術開発、調査分析のののの推進推進推進推進
・食品加工や一次産業関連機械等に関する研究開発、技術支援 (18,034千円）

◆新◆新◆新◆新エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの有効活用有効活用有効活用有効活用 ３８３８３８３８百万円百万円百万円百万円
○環境負荷○環境負荷○環境負荷○環境負荷のののの少少少少ないないないない先進的技術先進的技術先進的技術先進的技術のののの導入導入導入導入にににに向向向向けたけたけたけた研究開発研究開発研究開発研究開発

・先進的技術を導入した「こうち新施設園芸システム」開発事業 （34,444千円）

○木質○木質○木質○木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス、、、、ヒートポンプヒートポンプヒートポンプヒートポンプ、太陽光発電、小水力発電等、太陽光発電、小水力発電等、太陽光発電、小水力発電等、太陽光発電、小水力発電等のののの新新新新エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの導入促進導入促進導入促進導入促進

・住宅用太陽光発電導入促進事業 (4,131千円）

起業（新起業（新起業（新起業（新たなビジネスのたなビジネスのたなビジネスのたなビジネスの推進）推進）推進）推進） １１１１，，，，４５９４５９４５９４５９ 百万円百万円百万円百万円

加速化

強化



産業産業産業産業をつくるをつくるをつくるをつくる Ⅲ 産業基盤の整備 ～産業を支える基盤整備の推進推進推進推進～～～～

★産業★産業★産業★産業づくりをづくりをづくりをづくりを側面側面側面側面からからからから支支支支えるえるえるえる道路網道路網道路網道路網やややや交通通信体系交通通信体系交通通信体系交通通信体系などのなどのなどのなどの基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備をををを計画的計画的計画的計画的にににに進進進進めるめるめるめる。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方
■■■■劣悪劣悪劣悪劣悪なななな道路環境道路環境道路環境道路環境がががが産業振興産業振興産業振興産業振興やややや交流活動交流活動交流活動交流活動のののの妨妨妨妨げになっているげになっているげになっているげになっている

・公共交通機関が脆弱で自動車に依存せざるを得ないにも関わらず道路の改良率が低い⇒大型バスやトラックの通行が困難

・アクセスが悪く、移動に時間がかかり非効率→ 物流や観光等の足かせになっている

・さらに、県内での四国８の字ネットワークの整備が四国内で最も遅れている ⇒本県整備率 ３７％（四国ワースト１） ※香川県１００％

■県内■県内■県内■県内のののの物流物流物流物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりがみづくりがみづくりがみづくりが不十分不十分不十分不十分であるであるであるである
・生産者の高齢化により直販所などの出荷が年々困難となっている

・特に中山間地域では、物を運ぶには地理的、量的、コスト的ハンディーがあるため、非効率とならざるをえず、買い物弱者対策など

の生活関連サービスと複合化が必要

■産業■産業■産業■産業をををを支支支支えるえるえるえる情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤はははは整整整整ってきたってきたってきたってきた
・ブロードバンドの整備は、採算性の問題から民間事業者による整備が進まなかった地域においても、国や県の補助事業により大幅に

進んだ

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

１２０１２０１２０１２０百万円百万円百万円百万円

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

１２０１２０１２０１２０百万円百万円百万円百万円

今今今今

後後後後

のののの

取取取取

りりりり

組組組組
産業振興産業振興産業振興産業振興にににに向向向向けたけたけたけた環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

産業産業産業産業をつくるをつくるをつくるをつくる Ⅲ 産業基盤の整備 ～産業を支える基盤整備の推進推進推進推進～～～～

◆産業◆産業◆産業◆産業づくりやづくりやづくりやづくりや地域間交流地域間交流地域間交流地域間交流をををを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための道路整備道路整備道路整備道路整備のののの推進推進推進推進 別途整理別途整理別途整理別途整理

○産業振興○産業振興○産業振興○産業振興にににに欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない「「「「８８８８のののの字関連事業」字関連事業」字関連事業」字関連事業」のののの推進推進推進推進

・四国横断自動車道、高知東部自動車道等の整備

◆国直轄道路事業県負担金 2,590百万円（8の字ネットワーク対象分のみ）

（参考：国事業費 20,150百万円）

◆地域高規格道路、インターチェンジ接続道路の整備

・５工区 2,680百万円

◆産業振興◆産業振興◆産業振興◆産業振興をををを側面側面側面側面からからからから支支支支えるえるえるえる情報通信基盤整備情報通信基盤整備情報通信基盤整備情報通信基盤整備のののの推進推進推進推進 3333百万円百万円百万円百万円

○○○○市町村市町村市町村市町村がががが実施実施実施実施するブロードバンドするブロードバンドするブロードバンドするブロードバンド整備整備整備整備のののの支援支援支援支援 １１１１市町村市町村市町村市町村
・情報通信基盤整備事業費補助金 （3,418千円）

★産業★産業★産業★産業づくりをづくりをづくりをづくりを側面側面側面側面からからからから支支支支えるえるえるえる道路網道路網道路網道路網やややや交通通信体系交通通信体系交通通信体系交通通信体系などのなどのなどのなどの基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備をををを計画的計画的計画的計画的にににに進進進進めるめるめるめる。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

●●●●８８８８のののの字字字字ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの整備整備整備整備

・四国横断自動車道 須崎西～中土佐間（L=7.0km） 平成２３年３月供用開始

・高知東部自動車道 香南やす～芸西西（L=3.9km） 平成２３年３月 共用開始

・阿南安芸自動車道 北川奈半利道路（L=5.0km）全線供用 平成２２年８月供用済

※県内の四国８の字ネットワーク整備率

【平成２２年４月１日現在】 ３７％ → 【平成２３年.４月１日見込み】 ４２％ （５ポイント上昇）

道路網道路網道路網道路網

■■■■劣悪劣悪劣悪劣悪なななな道路環境道路環境道路環境道路環境がががが産業振興産業振興産業振興産業振興やややや交流活動交流活動交流活動交流活動のののの妨妨妨妨げになっているげになっているげになっているげになっている

・公共交通機関が脆弱で自動車に依存せざるを得ないにも関わらず道路の改良率が低い⇒大型バスやトラックの通行が困難

・アクセスが悪く、移動に時間がかかり非効率→ 物流や観光等の足かせになっている

・さらに、県内での四国８の字ネットワークの整備が四国内で最も遅れている ⇒本県整備率 ３７％（四国ワースト１） ※香川県１００％

■県内■県内■県内■県内のののの物流物流物流物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりがみづくりがみづくりがみづくりが不十分不十分不十分不十分であるであるであるである
・生産者の高齢化により直販所などの出荷が年々困難となっている

・特に中山間地域では、物を運ぶには地理的、量的、コスト的ハンディーがあるため、非効率とならざるをえず、買い物弱者対策など

の生活関連サービスと複合化が必要

■産業■産業■産業■産業をををを支支支支えるえるえるえる情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤はははは整整整整ってきたってきたってきたってきた
・ブロードバンドの整備は、採算性の問題から民間事業者による整備が進まなかった地域においても、国や県の補助事業により大幅に

進んだ

・県内に散在する未整備地区については、高齢者世帯ばかりでニーズがない等の理由により、現在のところ整備計画なし

■産業振興■産業振興■産業振興■産業振興にににに欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない第一次産業等第一次産業等第一次産業等第一次産業等のののの生産基盤生産基盤生産基盤生産基盤のののの整備整備整備整備がががが遅遅遅遅れているれているれているれている
・農業・・・園芸農業の振興、農地集積に直結するほ場整備、老朽化した基幹的農業水利施設の維持修繕が必要

・林業・・・森の工場などの林業の生産基盤整備が必要

・漁業・・・水揚げ、流通や避難の拠点となる漁港の効率的かつ効果的な整備の推進、漁港施設の長寿命化対策が必要

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

１２０１２０１２０１２０百万円百万円百万円百万円

都市部との格差を是正し、産業づくりを円滑に進めていくための道路、情報基盤などの基盤づくりが不可欠

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

１２０１２０１２０１２０百万円百万円百万円百万円

今今今今

後後後後

のののの

取取取取

りりりり

組組組組

みみみみ

産業振興産業振興産業振興産業振興にににに向向向向けたけたけたけた環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

・・・・

加速化

国国国国
のののの
交交交交
付付付付
金金金金
等等等等
のののの
有有有有
効効効効
的的的的
なななな

産業産業産業産業をつくるをつくるをつくるをつくる Ⅲ 産業基盤の整備 ～産業を支える基盤整備の推進推進推進推進～～～～

◆産業◆産業◆産業◆産業づくりやづくりやづくりやづくりや地域間交流地域間交流地域間交流地域間交流をををを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための道路整備道路整備道路整備道路整備のののの推進推進推進推進 別途整理別途整理別途整理別途整理

○産業振興○産業振興○産業振興○産業振興にににに欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない「「「「８８８８のののの字関連事業」字関連事業」字関連事業」字関連事業」のののの推進推進推進推進

・四国横断自動車道、高知東部自動車道等の整備

◆国直轄道路事業県負担金 2,590百万円（8の字ネットワーク対象分のみ）

（参考：国事業費 20,150百万円）

◆地域高規格道路、インターチェンジ接続道路の整備

・５工区 2,680百万円

◆産業振興◆産業振興◆産業振興◆産業振興をををを側面側面側面側面からからからから支支支支えるえるえるえる情報通信基盤整備情報通信基盤整備情報通信基盤整備情報通信基盤整備のののの推進推進推進推進 3333百万円百万円百万円百万円

○○○○市町村市町村市町村市町村がががが実施実施実施実施するブロードバンドするブロードバンドするブロードバンドするブロードバンド整備整備整備整備のののの支援支援支援支援 １１１１市町村市町村市町村市町村
・情報通信基盤整備事業費補助金 （3,418千円）

◆◆◆◆そのそのそのその他、産業他、産業他、産業他、産業づくりにづくりにづくりにづくりに必要必要必要必要なななな環境整備環境整備環境整備環境整備のののの推進推進推進推進 117117117117百万円百万円百万円百万円

■物流■物流■物流■物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり

○生活関連○生活関連○生活関連○生活関連サービスサービスサービスサービスもももも包含包含包含包含したしたしたした効率的効率的効率的効率的なななな物流物流物流物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくりのののの推進推進推進推進
・（新）地域の物流等支援事業費 （6,217千円）

■産業関連施設■産業関連施設■産業関連施設■産業関連施設のののの整備整備整備整備

（農業）

○○○○中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの農業農業農業農業のののの持続的発展持続的発展持続的発展持続的発展にににに向向向向けたけたけたけた生産基盤等生産基盤等生産基盤等生産基盤等のののの整備整備整備整備へのへのへのへの支援支援支援支援
・中山間地域総合整備事業（別項目で計上） ・団体営中山間総合整備事業（別項目で計上）

・かんがい排水事業（別項目で計上） ・小規模農業水利施設保全対策事業（別項目で計上）

・（拡）農地・水保全管理支払事業（別項目で計上）

（林業）

○林業○林業○林業○林業・・・・木材産業木材産業木材産業木材産業のののの再生再生再生再生にににに向向向向けたけたけたけた基盤整備等基盤整備等基盤整備等基盤整備等へのへのへのへの支援支援支援支援
・森の工場活性化対策事業（別項目で計上） ・造林事業（別項目で計上）

★産業★産業★産業★産業づくりをづくりをづくりをづくりを側面側面側面側面からからからから支支支支えるえるえるえる道路網道路網道路網道路網やややや交通通信体系交通通信体系交通通信体系交通通信体系などのなどのなどのなどの基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備をををを計画的計画的計画的計画的にににに進進進進めるめるめるめる。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

●●●●８８８８のののの字字字字ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの整備整備整備整備

・四国横断自動車道 須崎西～中土佐間（L=7.0km） 平成２３年３月供用開始

・高知東部自動車道 香南やす～芸西西（L=3.9km） 平成２３年３月 共用開始

・阿南安芸自動車道 北川奈半利道路（L=5.0km）全線供用 平成２２年８月供用済

※県内の四国８の字ネットワーク整備率

【平成２２年４月１日現在】 ３７％ → 【平成２３年.４月１日見込み】 ４２％ （５ポイント上昇）

●市町村●市町村●市町村●市町村がががが実施実施実施実施するブロードバンドするブロードバンドするブロードバンドするブロードバンド整備整備整備整備のののの支援支援支援支援

・県の支援実績 平成２０～２２年度 ７市町村 315,650千円（見込み）

・世帯カバー率 平成１９年度末 ９０．４％ → 平成２３年７月 ９９．３％（見込み）

道路網道路網道路網道路網

■■■■劣悪劣悪劣悪劣悪なななな道路環境道路環境道路環境道路環境がががが産業振興産業振興産業振興産業振興やややや交流活動交流活動交流活動交流活動のののの妨妨妨妨げになっているげになっているげになっているげになっている

・公共交通機関が脆弱で自動車に依存せざるを得ないにも関わらず道路の改良率が低い⇒大型バスやトラックの通行が困難

・アクセスが悪く、移動に時間がかかり非効率→ 物流や観光等の足かせになっている

・さらに、県内での四国８の字ネットワークの整備が四国内で最も遅れている ⇒本県整備率 ３７％（四国ワースト１） ※香川県１００％

■県内■県内■県内■県内のののの物流物流物流物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりがみづくりがみづくりがみづくりが不十分不十分不十分不十分であるであるであるである
・生産者の高齢化により直販所などの出荷が年々困難となっている

・特に中山間地域では、物を運ぶには地理的、量的、コスト的ハンディーがあるため、非効率とならざるをえず、買い物弱者対策など

の生活関連サービスと複合化が必要

■産業■産業■産業■産業をををを支支支支えるえるえるえる情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤はははは整整整整ってきたってきたってきたってきた
・ブロードバンドの整備は、採算性の問題から民間事業者による整備が進まなかった地域においても、国や県の補助事業により大幅に

進んだ

・県内に散在する未整備地区については、高齢者世帯ばかりでニーズがない等の理由により、現在のところ整備計画なし

■産業振興■産業振興■産業振興■産業振興にににに欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない第一次産業等第一次産業等第一次産業等第一次産業等のののの生産基盤生産基盤生産基盤生産基盤のののの整備整備整備整備がががが遅遅遅遅れているれているれているれている
・農業・・・園芸農業の振興、農地集積に直結するほ場整備、老朽化した基幹的農業水利施設の維持修繕が必要

・林業・・・森の工場などの林業の生産基盤整備が必要

・漁業・・・水揚げ、流通や避難の拠点となる漁港の効率的かつ効果的な整備の推進、漁港施設の長寿命化対策が必要

情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

●地域●地域●地域●地域のののの物流物流物流物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり
・直販所等への集出荷や配食サービスなどの物流に関する実態把握

・市町村などが行う小ロット産品集出荷と複合化できる見守り機能や買い物代行などのメニューの洗い出しや仕組みづくり、

実施に向けた支援

・運送事業者の帰り便を活用した物流の効率化の検討

・路線バスへの荷物積載の量的緩和に向けた総合特区の提案

・物流と生活支援サービスの複合化の仕組みづくりに向けた市町村との協議

物流物流物流物流をををを支支支支えるえるえるえる仕組仕組仕組仕組みみみみ

１２０１２０１２０１２０百万円百万円百万円百万円

都市部との格差を是正し、産業づくりを円滑に進めていくための道路、情報基盤などの基盤づくりが不可欠

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

１２０１２０１２０１２０百万円百万円百万円百万円

今今今今

後後後後

のののの

取取取取

りりりり

組組組組

みみみみ

産業振興産業振興産業振興産業振興にににに向向向向けたけたけたけた環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり
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産業産業産業産業をつくるをつくるをつくるをつくる Ⅲ 産業基盤の整備 ～産業を支える基盤整備の推進推進推進推進～～～～

◆産業◆産業◆産業◆産業づくりやづくりやづくりやづくりや地域間交流地域間交流地域間交流地域間交流をををを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための道路整備道路整備道路整備道路整備のののの推進推進推進推進 別途整理別途整理別途整理別途整理

○産業振興○産業振興○産業振興○産業振興にににに欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない「「「「８８８８のののの字関連事業」字関連事業」字関連事業」字関連事業」のののの推進推進推進推進

・四国横断自動車道、高知東部自動車道等の整備

◆国直轄道路事業県負担金 2,590百万円（8の字ネットワーク対象分のみ）

（参考：国事業費 20,150百万円）

◆地域高規格道路、インターチェンジ接続道路の整備

・５工区 2,680百万円

◆産業振興◆産業振興◆産業振興◆産業振興をををを側面側面側面側面からからからから支支支支えるえるえるえる情報通信基盤整備情報通信基盤整備情報通信基盤整備情報通信基盤整備のののの推進推進推進推進 3333百万円百万円百万円百万円

○○○○市町村市町村市町村市町村がががが実施実施実施実施するブロードバンドするブロードバンドするブロードバンドするブロードバンド整備整備整備整備のののの支援支援支援支援 １１１１市町村市町村市町村市町村
・情報通信基盤整備事業費補助金 （3,418千円）

◆◆◆◆そのそのそのその他、産業他、産業他、産業他、産業づくりにづくりにづくりにづくりに必要必要必要必要なななな環境整備環境整備環境整備環境整備のののの推進推進推進推進 117117117117百万円百万円百万円百万円

■物流■物流■物流■物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり

○生活関連○生活関連○生活関連○生活関連サービスサービスサービスサービスもももも包含包含包含包含したしたしたした効率的効率的効率的効率的なななな物流物流物流物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくりのののの推進推進推進推進
・（新）地域の物流等支援事業費 （6,217千円）

■産業関連施設■産業関連施設■産業関連施設■産業関連施設のののの整備整備整備整備

（農業）

○○○○中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの農業農業農業農業のののの持続的発展持続的発展持続的発展持続的発展にににに向向向向けたけたけたけた生産基盤等生産基盤等生産基盤等生産基盤等のののの整備整備整備整備へのへのへのへの支援支援支援支援
・中山間地域総合整備事業（別項目で計上） ・団体営中山間総合整備事業（別項目で計上）

・かんがい排水事業（別項目で計上） ・小規模農業水利施設保全対策事業（別項目で計上）

・（拡）農地・水保全管理支払事業（別項目で計上）

（林業）

○林業○林業○林業○林業・・・・木材産業木材産業木材産業木材産業のののの再生再生再生再生にににに向向向向けたけたけたけた基盤整備等基盤整備等基盤整備等基盤整備等へのへのへのへの支援支援支援支援
・森の工場活性化対策事業（別項目で計上） ・造林事業（別項目で計上）

・（新）県産材加工流通システム整備事業（別項目で計上）

（漁業）

○拠点市場○拠点市場○拠点市場○拠点市場としてのとしてのとしてのとしての機能強化機能強化機能強化機能強化にににに向向向向けたけたけたけた「「「「清水市場清水市場清水市場清水市場」」」」ででででのののの新新新新たなたなたなたな市場施設市場施設市場施設市場施設のののの整備等整備等整備等整備等へのへのへのへの支援支援支援支援
・（新）拠点市場整備促進事業費補助金（既存施設等の移転） （5,513千円）

・種子島周辺漁業対策事業【再掲】（旧施設取壊） （26,625千円）

・リマ区域周辺漁業用施設設置事業（荷捌き施設への着工（～H24年度）） （78,024千円）

★産業★産業★産業★産業づくりをづくりをづくりをづくりを側面側面側面側面からからからから支支支支えるえるえるえる道路網道路網道路網道路網やややや交通通信体系交通通信体系交通通信体系交通通信体系などのなどのなどのなどの基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備をををを計画的計画的計画的計画的にににに進進進進めるめるめるめる。。。。

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

●●●●８８８８のののの字字字字ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの整備整備整備整備

・四国横断自動車道 須崎西～中土佐間（L=7.0km） 平成２３年３月供用開始

・高知東部自動車道 香南やす～芸西西（L=3.9km） 平成２３年３月 共用開始

・阿南安芸自動車道 北川奈半利道路（L=5.0km）全線供用 平成２２年８月供用済

※県内の四国８の字ネットワーク整備率

【平成２２年４月１日現在】 ３７％ → 【平成２３年.４月１日見込み】 ４２％ （５ポイント上昇）

●市町村●市町村●市町村●市町村がががが実施実施実施実施するブロードバンドするブロードバンドするブロードバンドするブロードバンド整備整備整備整備のののの支援支援支援支援

・県の支援実績 平成２０～２２年度 ７市町村 315,650千円（見込み）

・世帯カバー率 平成１９年度末 ９０．４％ → 平成２３年７月 ９９．３％（見込み）

道路網道路網道路網道路網

■■■■劣悪劣悪劣悪劣悪なななな道路環境道路環境道路環境道路環境がががが産業振興産業振興産業振興産業振興やややや交流活動交流活動交流活動交流活動のののの妨妨妨妨げになっているげになっているげになっているげになっている

・公共交通機関が脆弱で自動車に依存せざるを得ないにも関わらず道路の改良率が低い⇒大型バスやトラックの通行が困難

・アクセスが悪く、移動に時間がかかり非効率→ 物流や観光等の足かせになっている

・さらに、県内での四国８の字ネットワークの整備が四国内で最も遅れている ⇒本県整備率 ３７％（四国ワースト１） ※香川県１００％

■県内■県内■県内■県内のののの物流物流物流物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりがみづくりがみづくりがみづくりが不十分不十分不十分不十分であるであるであるである
・生産者の高齢化により直販所などの出荷が年々困難となっている

・特に中山間地域では、物を運ぶには地理的、量的、コスト的ハンディーがあるため、非効率とならざるをえず、買い物弱者対策など

の生活関連サービスと複合化が必要

■産業■産業■産業■産業をををを支支支支えるえるえるえる情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤はははは整整整整ってきたってきたってきたってきた
・ブロードバンドの整備は、採算性の問題から民間事業者による整備が進まなかった地域においても、国や県の補助事業により大幅に

進んだ

・県内に散在する未整備地区については、高齢者世帯ばかりでニーズがない等の理由により、現在のところ整備計画なし

■産業振興■産業振興■産業振興■産業振興にににに欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない第一次産業等第一次産業等第一次産業等第一次産業等のののの生産基盤生産基盤生産基盤生産基盤のののの整備整備整備整備がががが遅遅遅遅れているれているれているれている
・農業・・・園芸農業の振興、農地集積に直結するほ場整備、老朽化した基幹的農業水利施設の維持修繕が必要

・林業・・・森の工場などの林業の生産基盤整備が必要

・漁業・・・水揚げ、流通や避難の拠点となる漁港の効率的かつ効果的な整備の推進、漁港施設の長寿命化対策が必要

情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤

現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ

●地域●地域●地域●地域のののの物流物流物流物流のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり
・直販所等への集出荷や配食サービスなどの物流に関する実態把握

・市町村などが行う小ロット産品集出荷と複合化できる見守り機能や買い物代行などのメニューの洗い出しや仕組みづくり、

実施に向けた支援

・運送事業者の帰り便を活用した物流の効率化の検討

・路線バスへの荷物積載の量的緩和に向けた総合特区の提案

・物流と生活支援サービスの複合化の仕組みづくりに向けた市町村との協議

物流物流物流物流をををを支支支支えるえるえるえる仕組仕組仕組仕組みみみみ

１２０１２０１２０１２０百万円百万円百万円百万円

都市部との格差を是正し、産業づくりを円滑に進めていくための道路、情報基盤などの基盤づくりが不可欠

取組取組取組取組のののの概要概要概要概要とととと主主主主なななな予算予算予算予算のののの内容内容内容内容

１２０１２０１２０１２０百万円百万円百万円百万円

今今今今
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●農業農村整備●農業農村整備●農業農村整備●農業農村整備のののの推進推進推進推進

・中山間地域総合整備事業等による生産基盤の整備を実施

ほ場整備率：【平成１５年度】 ４４．０％ → 【平成２０年度】 ４５．７％ １．７％上昇

●林業●林業●林業●林業のののの生産施設整備生産施設整備生産施設整備生産施設整備のののの推進推進推進推進
・効率的、計画的に木材生産を行う「森の工場」の整備

→２６工場 ６，６００ha（Ｈ２２年度達成率９９％） 平成１６年からの累計 １００工場 ３６，５００ha

●水産基盤施設整備●水産基盤施設整備●水産基盤施設整備●水産基盤施設整備のののの推進推進推進推進

・カツオやマグロが集まる黒潮牧場の整備 ・高度な衛生及び鮮度の管理に対応した田ノ浦市場の整備

・拠点市場である清水市場の新市場の整備 ・加工原魚の安定供給に向けたメジカ冷凍施設の整備

・漁港における燃油供給施設や製氷・貯氷施設の整備 ・田ノ浦漁港及び市場の整備

産業振興産業振興産業振興産業振興にににに向向向向けたけたけたけた生産基盤生産基盤生産基盤生産基盤

産業振興産業振興産業振興産業振興にににに向向向向けたけたけたけた環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり
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