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 2020年東京オリンピック・パラリンピックの経済効果を全国へ広げ
ていくとともに、その経済効果を持続的なものにしていくため、次の事
項についてご提案します。 

Ⅳ 全国各地での合宿 Ⅰ 日本の「木の文化」を 
  アピールする取り組み 

Ⅵ 日本の「花」をアピール 
  する取り組み 

Ⅴ 日本の「食」をアピール 
  する取り組み 

Ⅱ 日本の「祭り」をアピール 
  する取り組み 

Ⅶ 日本の「多様な自然・文化」 
  をアピールする取り組み 

１ 

地方発 高知発 

Ⅲ 日本の「まんが」をアピー 
  ルする取り組み 

CLT（直交集成板） 

よさこい祭り 

まんが王国・土佐 



  

 日本の「木の文化」を全世界にアピールするため、高知県がトップランナーとして取り組んでいる
『CLT（直交集成板）』を活用したオリンピック施設の整備をご提案します。 

■ オリンピック関連施設への『CLT』の活用 

○ 選手村をはじめとするオリンピック関連施設に、環境負荷が少なく、地球温暖化の防止に寄与する循 
    環資源である木材（国産材）を率先して利用することにより、我が国が誇る”木の文化”や震災からの 
    復興を世界にアピールすることができる絶好の機会になります。 
○ 特に、ＣＬＴを中層建築物などに利用することにより、ＣＬＴの普及に弾みがつき、新たな木材需要が 
    創出され、地域経済の活性化につながることが大いに期待できます。 

●CLTの早期普及を実現するため、全国に先駆けて、平成２５年７月に我が国の木造建築をリードする学識経験者に参画いた 
  だき、『CLT建築推進協議会』を設立しました。協議会では、具体的な建築物を実証フィールドとして、「CLTに関する設計・施 
  工技術の取得やノウハウの蓄積」、「全国に向けてCLTの情報発信」などに取り組んでいます。 
●平成２７年２月には、ＣＬＴに関する研究の世界でリード役となっているグラーツ工科大学木材工学技術研究所と「ＣＬＴ技術交 
  流に関する覚書」を締結し、ＣＬＴの普及を図っていくこととしています。 
●ＣＬＴ関連産業の整備に向け、ＣＬＴパネルの原材料となるラミナ製造施設の整備に取り組んでいます。（平成２７年度） 
●ＣＬＴの早期普及に向け、志を同じくする首長による「CLTで地方創生を実現する首長連合」を設立（平成２７年８月） 
  ・共同代表：高知県知事、岡山県真庭市長  参加自治体：35（平成28年2月末現在） 
 【先導的なモデル建築物の整備】 
  ・民間（高知おおとよ製材（株））社員寮：H26.3完成 
  ・県施設（研修宿泊施設）、事務所ビル（県森林組合連合会）等の５施設を整備中（H27年度） 

Ⅰ 日本の「木の文化」をアピール 

２ 

高知発 

高知県は、 



“環境”を優先する２０２０年東京オリンピック・パラリンピックでは環境負荷の少なく、 
地球温暖化の防止に寄与する循環資源である木材（国産材）の積極的な利用が 
見込まれる。 

  

さらに、競技場・関連施設へのＣＬＴなど木材の活用を促進 

ＣＬＴの普及と新たな木材需要の創出！ 

オリンピック関連施設へのＣＬＴ等の活用 

ＣＬＴ等木材の積極的な活用が採択   
・新国立競技場  ・有明アリーナ  ・オリンピックアクアティクスセンター   ・海の森水上競技場 

日本の“木の文化”を 
世界にアピール！ 

３ 

◆東京都 
   ・競技施設、会場 
  ・選手村            
                    など 

◆東京オリンピック・パラリンピック   
  組織委員会 
  ・宿泊棟以外の選手村施設 
    ・仮設競技場の観客スタンド  など 

全国にある豊かな森林資源を活用した、林業・木材産業の 

振興による“地方創生の実現” 

エコロジカ
ルな技術の
活用 

●木製品の採用 
・バリケード             ・うちわ  
・バック                        など 



  

４ 

■再利用が容易 
 
 

チップ化し 
木質バイオ 
マス燃料と 
して活用 

再カットし 
パネルと 
して再利用 

木質ボー 
ドとして 
再製品化 

接合部分の 
分解が可能 

オリンピック施設などにも最適 

■他工法との価格比較 
• ＣＬＴ工法は、建物重量が軽く、基礎工事が軽減 
• ＣＬＴパネルの薄型化による材料費の低減 
• 本格的なＣＬＴパネル加工工場（量産化）による単価の低減 
• ＣＬＴ工法は、他工法（主にＲＣ造※１）に対し工期が短い 
 
 
 

■ＣＬＴ工法は、将来、他工法と同等のコストで建築が可能です。 
■ＣＬＴは、再利用が容易です。 

（参考）『CLT』活用のメリット 

【試算】高知おおとよ製材社員寮と同規模（３階建て） 

種 別 
（現状） 
ＣＬＴ工法 

（将来） 
ＣＬＴ工法 

ＲＣ造※１ Ｓ造※２ 

㎡当たり 
単価 

２７１ 
千円 

約２３８ 
千円 

約２４１ 
千円 

約２４０ 
千円 

坪当たり 
単価 

８９４ 
千円 

約７８７ 
千円 

約７９６ 
千円 

約７９１ 
千円 

 参考資料：(株)日本システム設計  ※１鉄筋コンクリート構造 
※２鉄骨構造 



５ 

（参考）オリンピック関連施設へのＣＬＴ等の活用 

■オリンピック宿泊施設 

イタリア トリノ 
トリノオリンピック 記者・ボランティア用宿泊施設 
２００６年完成  ４階建・４棟 

国内第１号 

◇用途：共同住宅 
◇延べ床面積  
   約264㎡ 
◇長岡郡大豊町 

高知おおとよ製材社宅 

■高知県内の建築プロジェクト 

特徴 
 ●構造等全てＣＬＴ 
   で建築 

高知県森林組合
連合会事務所 

高知県農業担い手育成
センター長期研修用 

宿泊施設 
高知県自治会館庁舎 

◇用途：事務所(2F) 
◇延べ床面積 
    約1200m2 

◇南国市 

◇用途：寄宿舎(2F） 
◇延べ床面積 
    約720m2 

◇ 高岡郡四万十町 

◇用途：庁舎（6Ｆ） 
◇延べ床面積 
    約3,600m2 

◇高知市※木造 4～6Ｆ部分 

窪津漁業協同組合 
事務所 

◇用途：事務所（2F） 
◇延べ床面積 
    約250m2 

◇土佐清水市 

特徴 

●木造軸組とＣＬＴ 
 （壁や床）の組み 
  合わせ 

特徴 

●薄型ＣＬＴパネル 
  による建築 
※併せて防音対策を 
  強化 

特徴 

●混構造により建築 
※３階まではＲＣ、それよ 
  上部は木造軸組とＣＬＴ 
  壁や床）の組み合わせ 

特徴 

●木造軸組とＣＬＴ 
 （壁や床）の組み 
  合わせ 
※真壁タイプ 

（仮称）田井高齢者 
福祉施設 

◇用途：福祉施設（2F） 
◇延べ床面積 
   約590m2 

◇土佐町 

特徴 

●木造軸組とＣＬＴ 
 （壁や床）の組み 
  合わせ 
※併せて防音対策を強化 



Ⅱ 日本の「祭り」をアピール 高知発 

  

よさこいの魅力（ Point to suggest this festival） 

オールジャパンでPRが可能 

● 全国42都道府県200以上の祭り・イベントで「よさこい」が演舞され、 
  全国のネットワークも構築（2013年～） 
● 日本を代表する「お祭り」として、オールジャパンで全世界にアピール 
  することが可能 

全国各地の祭りや文化と融合 

● 1954年、高知で「よさこい祭り」がスタート 
  (現在；約200チーム・踊り子18,000人・観客動員数100万人) 
● スタイル (楽曲・踊り・衣装など) の自由度が高いことで全国的に 
 「よさこい」が波及 

誰でも参加できる祭り 
（Point；当日参加、鳴子） 

地域活性化から国際交流へ 

● 文化・言語・国籍の違いや障がいの有無に関わらず、老若男女だれでも 
  参加可能 
●「鳴子」を手にリズムに合わせて一緒に踊れば、会場全体が一体感を醸成 

● 若者や女性の参加が多く、地域の賑わいを創出 
● 地域における主要な観光資源としての活用 
● 世界各地で、よさこいチームの立ち上げやよさこい祭りが開催され、 
  国際交流に貢献 (16か国以上)  

 日本の「祭り」を全世界にアピールし、国際交流を促進するため、以下の２つをご提案します。 
① 2020東京大会に向けて、全国各地200以上の「よさこい」がネットワークを構築し、 
  ・ 2016リオ大会のジャパンハウスで全国の「よさこい」を披露 
  ・ 「SPORT FOR TOMORROW認定事業」として、「よさこい」を通じた国際交流の促進 
  ・ 「文化プログラム」として、よさこいの魅力を世界へ発信 
② 2020東京大会の開閉会式での「よさこい演舞」の実現（これを契機とした「よさこい世界大会」 
  をオリンピック・パラリンピックのレガシーとして全国的に開催） 

６ 



「よさこい」を活用した「日本の祭り」のアピール 
（「よさこい」の世界への展開と国際交流の促進） 

全国200以上の「よさこい」のネットワーク 

①「文化プログラム」とし 
   て、全国が一体となって 
  「よさこいの魅力＝日本 
   の祭り」を世界へ発信 
 

② 海外からのお客様を全国 
 各地の「よさこい」で 
 おもてなし 

2016リオ大会の 
ジャパンハウスで 
全国の「よさこい」 
を披露 

①2020東京大会開閉会 
 式で全国が一体となっ 
 て「よさこい演舞」 
 

②閉会式後(2020.8.9)、 
 よさこいにより国内外 
 のアスリート等をおも 
 てなし 
 

 2020.8.10-11 
  高知よさこい祭り 
 2020.8.12  
  全国のよさこいが集結 

2020秋 
よさこい世界大会  
(YOSAKOI World  
Festival) の開催  

 
→全国、世界の踊り子 
 が競演する大会を 
 全国的に開催 
→レガシーとして継続 
 開催 

STEP3 
(2020夏) 

STEP4 
(レガシー) 

STEP2 
(リオ大会後～2020夏) 

STEP1 
(2016夏) 

７ 

    日本から振付師やよさこい祭りのプロデューサー等を派遣 

 →各国々での「よさこい（祭・イベント・チーム）」の現地化による世界的広がり 

 「SPORT FOR TOMORROW認定事業」として、「よさこい」を通じた 
   国際交流の促進 



2008- [ﾊﾞﾝｺｸよさこいｶｰﾆﾊﾞﾙ] 
Bangkok (Thailand) 

1992- YOSAKOIｿｰﾗﾝ祭り 

1998- みちのくYOSAKOIまつり 

2001- 原宿表参道元氣祭ｽｰﾊﾟｰよさこい 

2002- ﾄﾞﾘｰﾑ夜さ来い祭り 

1999- にっぽんど真ん中祭り 

1997- YOSAKOIさせぼ祭り 

2008- 龍馬よさこい 

1954- 高知よさこい祭り 

JAPAN 

【参考】「よさこい」の全国的・世界的な広がり（ネットワーク） 

2015-  
[Yosakoi Paris Hinodemai 
よさこいパリ日の出舞] 
Paris (France) 2014.10- YEN (Yosakoi European Network) 

※欧州のよさこいﾁｰﾑの結束強化を目的に設立した 
   団体 (5か国6ﾁｰﾑ加盟)で、各ﾁｰﾑは「よさこい」を 
   通じた日本文化への理解を目的に活動中 

Ｈ２７（２０１５）年１１月現在 

2013.4- 「よさこいサミット宣言」を 
を機に全国200以上の「よさこい」 
をネットワーク化 
2016.4- 第2回よさこいサミット開催 

2005-国際交流として日本

とｶﾞｰﾅの高校生による
「ﾛｯﾃ･ｶﾞｰﾅよさこい連」を
結成し、「ｽｰﾊﾟｰよさこい」
に参加 

2012- [土佐祭り] 
2003-[ﾌﾞﾗｼﾞﾙYOSAKOIｿｰﾗﾝ大会] 
Sao Paulo (Brazil) 

(※) Poland と Torontoは姉妹ﾁｰﾑ 

(※) よさこいﾁｰﾑ派遣や正調よさこい鳴子踊りの教室の開催 

[Southern Stars]Auckland (New Zealnad) 

2011- [Raiden YOSAKOI雷電よさこい] 
Leiden (Netherlands) 

2010-  
[Koidoukai鯉道会] 
 Bordeaux (France) 

2012- [Sakuramai Poland桜舞ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ] 
Krakow (Poland) 

2013-  
[Todoroki Stuttgart轟ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ] 
Stuttgart (Germany) 

2008- [Sakuramai Toronto桜舞ﾄﾛﾝﾄ] 
Toronto (Canada) 

2012- [Zyka YOSAKOI瑞花よさこい] 
Stockholm (Sweden) 

2002- 
[ｶﾞｰﾅよさこい祭り] 
Accra (Ghana) 

2013- 
[ﾍﾟﾅﾝよさこいﾊﾟﾚｰﾄﾞ] 
Penang (Malaysia) 

2008- [桜祭りetc.] 
Hanoi,HoChiMinh(Vietnam) 

2013- [台湾ﾗﾝﾀﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ] 
2014- [新竹県国際花鼓芸術祭] Taiwan 

2003- [ｽﾗﾊﾞﾔよさこい祭り] 
Surabaya(Indonesia) 

2013- 
[ﾄﾞﾘｰﾑ夜さ来いin New York] 
New York (USA) 

2005- [ｸﾞｱﾑ日本人会秋祭りでよさこい披露] Guam (USA) 

[ｻｰﾌｧｰｽﾞ･ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ] GoldCoast (Australia) 

現地チームによる活動     よさこい祭（イベント）開催 

８ 



○昭和２９年  高知市民の健康と繁栄を祈願し、商店街を活性化 

        させることを目的として、よさこい祭りがスタート 

 

○昭和３４年  ペギー葉山の「南国土佐を後にして」が大ヒットし、 

        よさこい祭りが全国に知られるようになる 

 

○昭和５８年  よさこい祭り３０回 

 

○平成３年  前夜祭を開始 

 

○平成４年  北海道で「ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り」 始まる 

 

○平成１０年 全国大会開始 

 

○平成１３年 東京で「原宿表参道元氣祭スーパーよさこい」始まる 

 

○平成１４年 東京で「ドリーム夜さ来い祭り」始まる 

 

○平成２５年 よさこい祭り６０回 

 

   

参加チーム２１ 
踊り子７５０人 

（参考）よさこい祭りについて 

※全国４２都道府県 ２０４か所で実施（Ｈ２５．３月高知市観光振興課調べ） 

参加チーム８５ 
踊り子１万人 

参加チーム２１４ 
踊り子２万人 

９ 



名称 開催地 開始年 参加 
チーム数 

参加 
踊り子数 

観客 
動員数 

備考 
（ ）は開催日 

よさこい祭り 高知市 昭和２９年 ２０５ １８千人 １００万人 
平成27年度 
（8月9～12日） 

原宿表参道元氣祭
スーパーよさこい 

東京都 平成１３年 １００ 約５千人 ８３万人 
平成27年度 
（8月29,30日） 

ＹＯＳＡＫＯＩソーラン
祭り 

札幌市 平成４年 ２７０ ２７千人 １９８万人 
平成27年度 
（6月10～14日） 

にっぽん 
ど真ん中祭り 

名古屋市 平成１１年 ２０７ ２３千人 １８０万人 
平成27年度 
（8月28～30日） 

ドリーム夜さ来い祭
り 

東京都 平成１４年 ８０ ６千人 
６５万人 
（見込） 

平成27年度 
（10月31,11月1日） 

みちのくＹＯＳＡＫＯＩ
まつり 

仙台市 平成１０年 １７３ ８千人 
８０万人 
（見込） 

平成27年度 
（10月10,11日） 

※数字は主催者発表 

全国の主なよさこい祭りのチーム・踊り子・観客数 

10 



オリンピック競技大会 
［2020.7.24～8.9］ 

高知県は、「2020年オリンピック・パラリンピック東京大会」に 
いらっしゃった『選手・観客』を いたします。 

パラリンピック競技大会 
［2020.8.25～9.6］ 

     高知よさこい祭り  
    前夜祭 8.9                 
        本番 8.10～8.11 
      後夜祭・全国大会 8.12 

高知県は選手・観客の皆様に 
「日本の祭り」を身近に感じて 
いただける絶好の場所です。 

閉会式の翌日から 
よさこい祭りの本番がスタート！ 

11 



Ⅲ 日本の「まんが」をアピール 

12 

高知発 

 日本の「まんが」を全世界にアピールするため、様々な機会を通じて、積極的に『まんが』をPR 
することをご提案します。 

  

■ 様々な機会を通じた日本の「まんが」のPR 

●多くの漫画家を輩出するとともに、「まんが甲子園」の開催（平成４年から）、まんが関連施設・ポータルサイトの開設など、「まん 
  が王国・土佐」の認知度の向上に積極的に取り組んでいます。 
  ※まんが関連施設：「やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム」、「横山隆一記念まんが館」、「海洋堂ホビー館四万十」 
●また、「全国漫画家大会議inまんが王国・土佐」を開催（平成26年度から）するなど 、まんが文化の推進の取り組みを強化して 
  います。 
●高知県においても、可能であれば、現在行っている「まんが甲子園」において、オリンピックをテーマとして作品を募集し、審査・ 
  特別賞等の設定、優秀作品の広報活用など、オリンピックと連携した取り組みも検討したいと考えています。 

高知県は、 

○開会式会場や主要な競技会場でのイベント、大会を通じた関連広告、Webサイトなどで「まんが」を活 
 用することにより、日本の「まんが」を全世界にアピールすることができます。 
○また、国が進める「クールジャパン」戦略としても有効だと思われます。 

◆“まんが甲子園”＆“全国漫画家大会議” 
 ☛「文化プログラム」として実施 をご提案！ 



  

Ⅳ 全国各地での合宿の実施 

 全国各地には合宿に適した「スポーツ施設」が数多くあります。 
 高知県においても合宿の受入に向けて取り組んでいます。 

オリンピック・パラリンピック選手の事前合宿の実施 

 
【事前キャンプ】 

  組織委員会では、各国・各地域の選手団が実施するキャンプを誘致するため、各国・各地域のNOC/NPCに対して 
  国内の事前キャンプ候補地を紹介するガイド（紹介リスト）の作成に取り組まれています。 
   ・H27.4～H30.9 自治体から事前キャンプ地申請登録の受付 
   ・リオ大会以降 登録された情報を提示 

 

【事前キャンプの誘致に向けた取り組み】 
 ・H27年度には「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会事前合宿招致のための準備委員会」を発足させ、「将来を担う 
  子どもたちが夢や希望を抱いてスポーツに取り組むことや、県民の誰もがスポーツに親しめる環境づくりや機運を醸成すると 
  ともに、地域の活性化につながる取組とする」ことを基本的な考え方（コンセプト）として、ターゲット国・地域を絞り込み、具体的 
  な招致活動を進めています。 
 ・H28年５月には「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会事前合宿招致委員会（仮称）」が発足予定です。 
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地方発 

高知県では、 

国等における取り組み 

◆事前合宿を通じて、“ホストタウン” にも積極的に取り組みます 



 全国各地には、地域特有の「郷土食」が数多くあります。今回の東京オリンピック・パラリンピックの経済効果を
全国に広げていくためにも、大会期間中や大会期間前後など様々な機会を通じて、ユネスコ無形文化遺産として
登録された「和食」や「安全・安心な食」を全世界にアピールしていただくことをご提案します。 

Ⅴ 日本の「食」をアピール 
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１．日本の「食」をPRするイベント等の開催 

 開会式会場や主要な競技会場における全国の「食」を一堂に集め情報発信するイベント、また、大会期間前後の日本
の食をPRするイベント等を開催することにより、日本の「食」を全世界にアピールすることができます。 

２．選手や外国の方々への日本の「食」の提供 

 選手や外国の方々（観光客・マスコミ等）へ選手村や試合会場、宿泊ホテルなど様々な機会を捉えて、全国各地の素材
を使った「食」を提供することにより、一層日本の「食」を全世界にアピールすることができます。 

 ・「山・川・海」の新鮮な素材である、野菜や肉、魚など豊富な「食」があります。 
 ・飲料では、日本酒、ゆずを使った飲料水、海洋深層水、土佐茶などがあります。 
  ※ゆずの生産量は全国１位（H24年産の全国生産シェア51.6％）です。 
  ※世界で初めて室戸海洋深層水を商品化し、現在、500種近くの商品数があります。（海洋深層水取水地は10都道県16ケ所） 
  ※県産茶の全国生産シェアは0.3％ですが、高級茶のブレンド用として買付されるなど品質は全国でも高い評価を受けています。 
 ・大手旅行情報誌のアンケート調査の「地元ならではのおいしい食べ物が多かった都道府県」部門において過去６年間で５年１位を記録するなど、 
  高い評価を得ています。 
 ・春の「土佐のおきゃく」、秋には「豊穣祭」など、食のイベントも充実しています。さらに、H26年度からは、食をより前面に出した観光キャンペーン 
  「リョーマの休日～高知家の食卓～」を実施しています。 

高知県は、 

地方発 
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■魚………４魚種（６種の漁業）でＭＥＬ認証を取得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■野菜 

■「山・川・海」の新鮮な素材である、野菜や肉、魚など豊富な「食」があります。特に、「MELジャパン」の認証を受 
  けた水産物が豊富です。 
■飲料では、日本酒、ゆずを使った飲料水、海洋深層水、土佐茶などがあります。 

（参考）高知県の『食』について 

品目 出荷量（ｔ） 全国シェア 全国順位 

ナス 35,300ｔ 14.4% 1位 

キュウリ 23,600ｔ 4.8% 7位 

ピーマン 12,500t 9.9% 3位 

シシトウ 2,940ｔ 45.2% 1位 

ミョウガ 4,670ｔ 99.8% 1位 

ニラ 14,900ｔ 25.8% 1位 

オクラ 1,946t 17.3% 2位 

ショウガ 15,800ｔ 40.9% 1位 

ユズ 10,389ｔ 54.0% 1位 

ブンタン 9,914t 93.2% 1位 

日向夏（小夏） 1,552t 28.7% 2位 

●認証対象漁業：カツオひき縄釣漁業 
●漁場：高知県沖 
●認証対象者：土佐のかつお流通対策協議会 

カツオ 

●認証対象漁業：キンメ樽流釣漁業 
            キンメダイ手釣（餌）漁業 
            キンメダイ手釣（毛ばり）漁業 
●漁場：高知県沖 
●認証対象者：高知県漁業協同組合 

キンメダイ 

●認証対象漁業：サバ立縄釣漁業 
●漁場：足摺岬沖 
●認証対象者：高知県漁業協同組合 

ゴマサバ 

●認証対象漁業：中型まき網漁業 
●漁場：宿毛湾内 
●認証対象者：すくも湾漁業協同組合 

キビナゴ 



出荷時期（野菜） 
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野菜 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

フルーツトマト

シシトウ

小ネギ（ヤッコネギ）

ピーマン

ミョウガ

キュウリ

赤ピーマン

青ネギ

高知ナス

ユズ（青玉・黄玉）

米ナス

囲ショウガ

ハウス新ショウガ

オクラ

早堀カンショ

ニラ

※出荷の多い時期を濃色で表しています。 



出荷時期（果物） 
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果物 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

メロン（アールス系）

スイカ

新高梨（にいたかなし）

ハウスミカン（温州ミカン）

土佐文旦

赤肉メロン

水晶文旦

※出荷の多い時期を濃色で表しています。 



出荷時期と特においしい旬の時（水産） 
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水産 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

アカヤガラ

イギス（オオモンハタ）

ハモ

天然アユ

ウメイロ

タビエビ（ウチワエビ）

ガシラ（カサゴ）

ウツボ

出荷時期 特においしい時期

天然ウナギ

ナガレコ（トコブシ）

ドロメ

カツオ

マダイ（真鯛）

ゴマサバ

チャンバラ貝（マガキダイ）

キンメダイ（金目鯛）

長太郎貝（ヒオウギ）

キビナゴ

スジアオノリ

川エビ（手長エビ）



Ⅵ 日本の「花」をアピール 

 全国各地には、世界的に評価の高い地域特有の「花」が数多くあります。今回の東京オリンピック・
パラリンピックの経済効果を全国に広げていくためにも、オリンピック大会期間中や大会期間前後な
ど様々な機会を通じて、日本の「花」を全世界にアピールしていただくことをご提案します。 
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地方発 

  

・高知県の花農家は、先取の気風と長年の経験で培った高い栽培技術によって、高品質な花きの導入や新しい品種を開発する 
  など、花卉園芸に積極的に取り組んでいます。また、オランダで10年ごとに開催される品種コンテストにおいて県産花きが上位 
  入賞し、世界的に高い評価を受けています。 
  ※インターナショナルフラワートレードショー（オランダ） 2002年 グロリオサ：グランプリ  
  ※フロリアード（オランダ）  2002年 グロリオサ：金賞 
                    2012年 ブルースター（マーブルパピネス）：２席、ブルースター（ピュアブルー）・トルコギキョウ：フロリアード優秀品種 

・特産品としては、「ユリ」、「グロリオサ」、「トルコギキョウ」、「ブルースター」などが有名です。 
・特に、「グロリオサ」の出荷量は全国１位（H25年産：全国出荷量の69.5％）です。 
  ※会期中のグロリオサの供給体制：７～９月 25～30万本／月が流通。共同選花場での選別作業により、安定した品質での出荷が可能です。 

■ 様々な機会を通じた日本の「花」のPR 

  開会式会場や競技会場における日本の「花」のPRなど、様々な機会を通じてその素晴らしさを外国の
方々に知っていただくことにより、日本の「花」を全世界にアピールすることができます。 
 特に、世界的なコンテストで最高の評価を受け、「栄光」という花言葉を持つ「グロリオサ」をオリンピック
の勝利の花・ビクトリーフラワーとして活用することは有効だと思われます。 
 （PR例） 
  ・開会式や競技会場での勝者、入場者への配布 
  ・マラソンコースの沿道への植栽 
  ・競技会場や選手村等への飾り付け など 

高知県は、 

※「栄光の」「見事な」という意味の 
 ラテン語（gloriosus）を語源にもちます。 

   熱帯原産のため、夏場に栽培しや す 
 く、比較的暑さにも強い花です。 
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■活用実績 
  ビクトリーフラワーやカーニバルフラワーとして最適 
 
●龍馬マラソン（２月）での優勝者への王冠とビクトリーブーケ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●８月のよさこい祭り、スーパーよさこいにおける花の試飾 

■生産状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■供給体制、品質 
・ 夏場は定植後約45日で出荷可能 
・ 主力産地のJA高知市では、共同選花を行っているため、品質のバラツキ 
 がなく、市場等での評価も高い。 
・ 熱帯原産の植物のため夏場の高い温度に強く、また、吸水剤の装着等で  
 品質を保つことができる 
 
 
   
   

■「グロリオサ」は、国際園芸コンテストで高評価を受け、「栄光」という花言葉を持ち、オリンピックの 
  勝利の花・ビクトリーフラワーとして活用することは有効だと思われます。 

（参考）グロリオサについて 

（本）

24年 25年 26年 ３ヶ年平均 24年 25年 26年 ３ヶ年平均 24年 25年 26年 ３ヶ年平均

ミサトレッド 赤 53,480 46,200 33,975 44,552 57,430 43,650 19,570 40,217 46,450 28,629 20,240 31,773

サザンウィンド 赤 212,285 214,425 234,805 220,505 194,350 160,970 189,460 181,593 182,852 197,504 200,065 193,474

ルテア 黄色 67,462 46,880 43,945 52,762 41,109 30,887 18,908 30,301 31,780 33,045 20,590 28,472

計 333,227 307,505 312,725 317,819 292,889 235,507 227,938 252,111 261,082 259,178 240,895 253,718

※中央西農振高知農改調べ。

夏期のグロリオサ月別出荷量の推移（JA高知市三里園芸部　花卉部会）

7月 8月 9月
品種名・色

都道府県 栽培面積（a） 比率（%） 出荷本数（千本） 比率（%）

高知県 4,200 81.3 3,939 69.5

愛知県 785 15.2 1,419 25.0

宮崎県 133 2.6 252 4.4

その他 48 0.9 56 1.0

 ※愛知県調べ　25年産

グロリオサの全国の生産状況

夏場にも強い 



  

（参考）高知県の『花』について 

■恵まれた太陽の光と風土、先取の気風と長年の経験で磨かれた栽培技術によって、いち早く新し
い品種を導入し、全国に一年中お届けしています。 

※出荷量の多い時期を濃色で表しています。 
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ソリダスター

鉄砲ユリ

オリエンタルリリー

グロリオサ

孔雀アスター

ブルースター

宿根カスミソウ

トルコギキョウ

デルフィニウム

ダリア

千両

品目
月

グロリオサ夏場は定植後 
約45日で出荷可能 



  

Ⅶ 日本の「多様な自然・文化」をアピール 

■ 外国の方々に日本を知ってもらうためのPR 

 世界各国で行う東京オリンピック・パラリンピックの関連ＰＲなどにおいて、オリンピック・パラリンピック
の会場地だけでなく、併せて日本各地の魅力も紹介することにより、日本の「多様な自然・文化」を全世
界にアピールすることができます。特に、一度も日本の「地方」を訪れたことのない外国の方々にとって
「地方」を知ってもらう絶好の機会です。 

 また、大会期間中の会場近辺や空港施設等でＰＲブースを設置し、日本各地の自然・文化をＰＲするこ
とも有効だと思われます。 

・「温かい人柄」、「おもてなしの心」を持って外国の皆さまを歓迎します。 
・高知県では、東京や関西圏を巡る一般的な日本旅行では味わえない、豊かな自然が育む農業や漁業をはじめとする文化生活 
 体験、海・山・川の恵みを活かした食体験ができます。 
 （例） 
  農作物の収穫などの農家体験、漁業・林業体験、鰹のたたき作りなどの食体験、ホエールウォッチングやダイビングなどの海 

  の体験、カヌーやラフティングなどの川の体験 など 
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 全国各地には、その土地ごとに東京では味わえない自然や独自の文化があります。 
 東京オリンピック・パラリンピックの開催決定を契機に訪日旅行需要の拡大が予想されていますが、これを機に
日本が観光立国としてさらに成長していくためには、大会期間中や関連行事の際に日本の地方が持つ多様な自
然・文化にも触れられる機会を提供し、その素晴らしさを全世界にアピールしていただくことをご提案します。 

高知県は、 

地方発 



■高知県総務部政策企画課 
 ◇野村 恭子（のむら きょうこ）   
   電 話：088-823-9603 
     ＦＡＸ：088-823-9267 
   メール：111601@ken.pref.kochi.lg.jp  
 

■高知県東京事務所 
 ◇高橋 潤（たかはし じゅん） 
     電 話： 03-3501-5541  
   ＦＡＸ： 03-3501-5545  
   メール： 111602@ken.pref.kochi.lg.jp  

お問い合わせ窓口 


