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＜H21.8.27現在＞

番号 審査日
事業名

［交付決定額］
補助先 事業実施主体 事業概要

1 H21.4.22

平成21年度高知県１漁
協流通販売強化事業

［1,666千円］

高知県漁業
協同組合

高知県漁業協同組
合

（事業目的）
　産地価格の向上を目的として、様々なチャンネルで
の販売を実践し取引先に応じた集出荷体制の整備と
販売事業のノウハウの取得・蓄積、営業力・交渉力を
持った人材育成などを行い、将来に渡る高知県漁協
の流通販売事業の基礎を構築する。

（事業概要）
①販売店との試験的直接取引の取り組み
②販売促進グッズの作成
③民間物流の無い産地からの物流試験
④地域水産物の消費拡大
⑤県外業務筋への営業活動、人材育成

2 H21.4.22

合併施設機能再生整
備事業

［※2,503千円］

香南市
高知県漁業協同組
合

（事業目的）
　漁協自らが、シイラを第一次加工して出荷するシス
テムを構築し、市場の活性化及び漁業経営の安定化
を図る。

（事業概要）
①加工場の整備（シイラの第一次加工品）

3 H21.4.22

高知県競争力強化生
産総合対策事業

［43,450千円］

高知市
高知市農業協同組
合

（事業目的）
　原料から製品までの品質管理及び衛生管理の徹底
が図れ、かつ今後の出荷量に見合った処理能力を有
するユズ加工施設を整備し、生産量増大への対応、
取引先の拡大や信頼関係の維持を図り、販売額の増
加を図る。

（事業概要）
①農産物処理加工施設（ユズ搾汁施設）

4 H21.4.22

ゆず搾汁施設高度化
事業

［50,000千円］

北川村
土佐あき農業協同
組合

（事業目的）
　中長期的な生産見通しや販売計画などを踏まえ、施
設整備を行い、衛生的で高品質、安定供給や高付加
価値に資する農協搾汁場の充実を図る。

（事業概要）
①ゆず搾汁施設の機能アップ

5 H21.4.22

イルカ飼育による地域
活性化事業

［2,677千円］

室戸市
NPO法人室戸ドル
フィンプロジェクト

（事業目的）
　３年間を経過した、イルカ飼育事業の本格展開に向
けて必要な施設整備を行うとともに、継続可能な運営
体制の整備と事業の発展・拡大を目指す。

（事業概要）
①機能強化等のための施設の整備・備品の購入
②夏期繁忙期のドルフィンスイム体験者への対応
③広報､ＰＲ活動

6 H21.4.22

エコアス馬路村木製品
販売促進事業

［11,720千円］

馬路村 ㈱エコアス馬路村

（事業目的）
　林業加工品の販売を促進し、事業体の経営安定を
図る。

（事業概要）
①コンペ方式による新商品デザインの募集
②コンペデザインの試作品づくり
③既存試作製品の本格販売のための備品整備
④既存及び新商品の国内、海外への販路拡大

高知県産業振興推進総合支援事業費補助金の採択（決定）状況

注）「交付決定額」欄に、※印がついたものは、事業採択申請時の額
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7 H21.4.22

地域資源を統括したプ
ログラム構築によるし
みずの元気再生事業

［29,204千円］

土佐清水市
㈱土佐清水元気プ
ロジェクト

（事業目的）
　今までは主に「新鮮と安全な食材」として、農水産物
をそのまま売り出してきたが、地理的な問題から厳し
い状況であった。そこで、これらの食材を本市で加工
する体制を確立することで新たな雇用の創出を図る。

（事業概要）
①農産物流通システムの構築
②水産振興環境整備
③特産品の開発と統一ブランドの作り
④商品の受発注システムの構築

8 H21.4.28

仁淀川流域茶産地振
興事業

［850千円］

仁淀川町
仁淀川流域茶産地
振興協議会

（事業目的）
　仁淀川流域の茶産地全体のブランド化に向けて、仁
淀川流域茶の統一ブランドの創造、ブランドイメージに
基づいた販売促進資材作成、製品茶のマーケティン
グ、流域ぐるみでのPR活動などを実施する。

（事業概要）
①流域茶産地のイメージロゴ、販売促進資材の作成、
統一ブランドマークの作成
②県内外での販売促進イベントへの参加
③新たな茶製品の開発の検討
④アドバイザーによる消費拡大勉強会
⑤販売促進用HPの検討

9 H21.4.28

黒潮印ビジネス創造事
業

［※20,000千円］

黒潮町

黒潮町

黒潮町特産品開発
推進協議会

（事業目的）
　江戸時代から脈々と受け継がれてきた精糖風景を
シンボルとした農産物加工施設を拠点に、原料供給ビ
ジネス、製造加工ビジネス、販売ビジネスを展開する
農業法人格を持つ住民株式会社を育成し、持続可能
な小さなビジネスを束ねていくことで、里山の風景を守
り、環境の戸の共生をも目指した黒潮町の産業振興
を図る。

（事業概要）
①事業実施主体の体制等整備
②原料供給ビジネスの基盤整備
③特産品開発とブランドづくり
④集出荷システム体制の構築

10 H21.4.28
大月まるごと販売事業

［13,332千円］
大月町

（財）大月町ふるさと
振興公社

（事業目的）
　「ふれあいパーク大月」を拠点として、特産品開発や
販売、集客の仕組みを構築し、大月をまるごと販売、
情報発信することにより「大月町のファンづくり」を推進
し、人がにぎわい、ものが売れる仕組みを作り、地域
産業の再生とそれに伴う雇用の確保、そして、これに
係る住民の安定収入を図る。

（事業概要）
①地場産品総合販売ビジネス
②特産品開発生産ビジネス
③観光資源活用交流ビジネス

11 H21.4.28

おおとよスタイルビジネ
ス創出事業
～ビッグ・リッチ・タウン
構想～

［※20,152千円］

大豊町

大豊町

㈱大豊町ゆとり
ファーム

せせらぎ会

（事業目的）
　中山間地域で安心して住み続けることができる地域
を実現するため㈱ゆとりファームを中心として多角的
に展開する拠点型ビジネスの仕組みづくりに取り組
む。

（事業概要）
①遊休農地を活用した農作業の受委託システム
②野菜等の地産地消・地産外商ビジネス
③加工品づくりビジネス
④ふるさと支援ビジネス（大豊ふるさと応援団事業・担
い手づくり事業・地域経営体）
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12 H21.4.28

れいほくスタイル環境
保全型ビジネス推進事
業
～安全・安心れいほく
ブランド産品の確立と
地産地消・地産外商を
目指して～

［※29,671千円］

土佐町
土佐れいほく農業
協同組合

（事業目的）
　環境保全型農業の取り組みで生まれた野菜や米粉
を活用したビジネスの展開により、安全・安心なれい
ほくブランド産品を消費者へ提供することで、地産地
消、地産外商への拡大を図る。

（事業概要）
①米粉の製造・販売ビジネス
②米粉加工品製造・販売ビジネス
③米粉の里の実現
④れいほく八菜等販売促進
⑤直販所開設
⑥都市との交流推進

13 H21.5.20

四万十町拠点ビジネス
体制整備事業

［25,371千円］

四万十町
四万十町

㈱あぐり窪川

（事業目的）
　㈱あぐり窪川を拠点組織と位置付け、関係団体・機
関の協力・支援を受けながら新たな拠点ビジネス体制
を構築することにより、中山間地域の所得向上、雇用
機会の創出を図る。

（事業概要）
１）地域食材、加工品の総合販売ビジネス
　①新商品の開発等
　②集出荷体制の構築
　③販売システムの構築
　④加工施設整備（シイラ）
２）地域資源活用交流ビジネス
　①交流拠点の充実と整備
　②体験メニューの構築

14 H21.5.20

津野町地域資源「ふ
る」活用ビジネス事業

［24,736千円］

津野町

津野町

津野町ふるさとセン
ター等

（事業目的）
　ビジネスの拠点となる組織が中心となって、直販所
やアンテナショップを活かした農産物販売システムを
定着させるとともに、津野町の豊かな自然や伝統文
化、食材といった地域資源を有効に活用する仕組み
や体制の整備、町内外への発信などによる交流人口
の拡大を促進する。併せて、地域のイメージを盛り込
んだ土産品の開発拠点の整備などを行うことにより、
地域の所得の向上と雇用の創出を図る。

（事業概要）
①地産地消ビジネス
②観光交流ネットワークビジネス
③加工品開発販売ビジネス

15 H21.5.20

安芸広域体験型観光
旅行商品化等事業

［3,500千円］

安芸広域市
町村圏事務
組合

安芸広域市町村圏
事務組合

（事業目的）
　県東部地域の活性化のため体験型観光の旅行商
品化と販売受入態勢の整備を行い、交流人口の拡大
を図る。

（事業概要）
①体験型観光商品化及びモニターツアーによる完成
度検証
②広報素材集の作成
③プロモーションビデオの作成
④大都市圏での営業活動
⑤ランドオペレーター機能設置の検討

16 H21.5.20

地質資源を活かした交
流人口の拡大事業（世
界ジオパーク認証に向
けた取組）

［14,234千円］

室戸市

室戸市

室戸ジオパーク推
進協議会

室戸市観光協会

（事業目的）
　世界ジオパークネットワークに認定されることによ
り、外国からの来訪者の増加や地質資源を活用した
観光、教育等の交流人口の増加によって地元産業と
地域の活性化を図る。

（事業概要）
①行当岬遊歩道整備事業
②ガイド養成事業
③室戸ジオパークDVD作成事業
④ディスプレイ設置
⑤展示室設置事業
⑥ホームページ作成等



4 / 6 ページ

番号 審査日
事業名

［交付決定額］
補助先 事業実施主体 事業概要

17 H21.5.20

中芸地区森林鉄道遺
産を活用した交流人口
の拡大事業

［5,700千円］

安田町
中芸地区森林鉄道
遺産を保存・活用す
る会

（事業目的）
　中芸地区に残された森林鉄道遺産を地域の文化財
として保存し、古い町並み等の歴史遺産や他の観光
及び自然資源等と組み合わせながら売りだすことに
よって、交流人口の拡大を図り、地域の活性化につな
げていく。

（事業概要）
①環境の整備
②情報の収集・整理
③情報の発信
④普及啓発・ファンづくり
⑤受入態勢の整備

18 H21.5.20

本山町特産品ブランド
化未来創造構築事業
～目指せ「もとやまブラ
ンドの確立」将来展望
の持てる農林業に向け
て～

［※26,062千円］

本山町

本山町特産品ブラ
ンド化推進協議会

(財)本山町農業公
社
本山町

（事業目的）
　非常に厳しいと言われる米のブランド化を足掛かり
に、さらに町民全体のやる気を引き出し、農商工一体
となった取組みに発展させ、町全体の活性化へ結び
つける。

（事業概要）
①ライスセンター整備
②本山町ブランド化推進協議会活動

19 H21.5.20

力強い高糖度トマト産
地の確立事業

［※35,979千円］

日高村
コスモス農業協同
組合

（事業目的）
　地域の特産品の高糖度トマトに新たなブランﾄﾞを加
えることにより、付加価値を高め、産地間競争力を強
化し、生産者の所得の向上につなげる。

（事業概要）
①高級商品の開発、新たな販売戦略の創出
②量販店のPBブランドへの参入
③GAP方式によるトレーサビリティシステムの構築
④PR用ホームページを利用した産地情報の開示

20 H21.5.26

にぎわいづくりを中心と
した地域活性化のため
の魚加工施設の整備
事業

［10,702千円］

宿毛市
すくも湾漁業協同組
合

（事業目的）
　県内でも有数の水揚げ量を誇る宿毛湾地域におい
て「すくも湾漁協」を主体とする水産加工事業を導入
し、宿毛湾水産物の更なる有効利用と漁価の下支え
及び地域雇用を創出する。

（事業概要）
①水産加工施設改装工事
②水産加工機器
③販売促進機器

21 H21.5.26

葛原農林畜産物普及
施設整備事業

［2,666千円］

いの町
いの町

［本川きじ生産組合］

（事業目的）
　いの町本川地区の特産品として、本川キジの販路の
拡大や新商品の開発に取り組み、中山間地域におけ
る新たな産業として定着させる。

（事業概要）
①給水施設改修工事
②真空包装機械設置工事
③PR用のぼり旗作成
④PR看板の作成及び設置工事

22 H21.5.26

スラリーアイスを活用し
た地域活性化事業

［14,508千円］

中土佐町 中土佐町

（事業目的）
　町内で水揚げされる四季折々の魚種を対象に漁獲
物の鮮度を保持した、生鮮・加工魚介類の流通システ
ムの構築等により、付加価値による魚価の向上や消
費拡大を図り、漁業者の所得向上及び雇用の拡大を
目指す。

（事業概要）
①研究施設の新築工事
②スラリーアイス製造装置の購入
③スラリーアイスを活用した魚介類の鮮度実験、協力
店舗の開拓
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23 H21.5.26

観光と交流の拠点づく
り事業
（古民家と地場産品販
売施設を活かした交流
人口の拡大）

［※25,000千円］

安田町 安田町

（事業目的）
　各施設の連携による面的効果を発揮することで、観
光・文化的遺産への波及を目指す。

（事業概要）
①歴史的建造物修復（旧柏原邸等修復）

24 H21.6.22

黒潮一番地カツオビジネ
ス創造事業（カツオ文化
のまちづくり事業）

［9,038千円］

黒潮町
黒潮町

黒潮町商工会

（事業目的）
　日本一のカツオの漁獲量を誇る「カツオ一本釣り船団」を
有する黒潮町佐賀地域において、カツオを使った漁師町な
らではの味の提供、新たな商品開発、交流人口の拡大の
取組などを進めることによって、カツオ文化のまちとしての
ブランド化を図り、所得の向上につなげる。

（事業概要）
①カツオ関連商品開発・販売拡大事業
・カツオ関連加工食品の開発、販路構築
・日戻りカツオ販路拡大
②カツオ文化交流人口拡大事業
・黒潮一番館機能強化
・タタキづくり体験学習資料整備　など

25 H21.6.22

グリーンパークほどの整
備計画策定事業

［1,500千円］

いの町 いの町

（事業目的）
　「グリーンパークほどの」を環境学習施設として整備し、
小・中学校の環境教育の体験学習の場や、企業等の研修
の場としての利用を促進することにより、体験型観光の推
進を目指す。

（事業概要）
①整備計画の作成（環境学習及び体験項目の例示、整備
事業費の算出等）
②先進施設調査

26 H21.7.21

飼料生産共同利用機械
導入事業

［※2,368千円］

高知市
高知市酪農農業協同
組合

（事業目的）
　稲ホールクロップサイレージ(稲発酵粗飼料)の生産・供給
により、二期作権利田の有効利用及び飼料自給率の向上
を図り、耕畜連携による農家及び畜産農家の経営安定化
を目指す。

（事業概要）
①飼料生産機械の導入
　飼料専用コンバイン、自走式ラッピングマシン、ベールグ
リッパ

27 H21.7.21

夜須のエメラルドメロンの
ブランド力強化事業

［※10,230千円］

香南市
土佐香美農業協同組
合

（事業目的）
　県農業技術センターで開発された日射比例制御かん水
システムを活用することにより、ブランド力を強化し、省力
化を進めるとともに安定した生産量と品質の確保を図り、
農業所得の向上を目指す。

（事業概要）
①生産方式の改善
・日射比例制御かん水システムの整備
②マーケティングの検討
・外部専門業者による関東地域での販売にかかる総合的
なマーケティングの検討

28 H21.7.21

土佐はちきん地鶏拠点
（生産～販売）づくり推進
事業

［※34,635千円］

大川村

大川村
［（社）大川村ふるさと
むら公社、（株）むらび
と本舗］

（事業目的）
　生産休止中の水耕栽培ハウスを活用し、土佐はちきん地
鶏の生産から食鳥までができる施設を整備し、大川村にお
いて生産・加工・流通・販売までを一貫して取り扱う体制を
構築することにより、雇用の創出等、地域の振興を目指
す。

（事業概要）
①土佐はちきん地鶏の生産施設の整備
・育成舎、浄化槽、堆肥舎等
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29 H21.7.21

果樹（ユズ）・露地野菜の
産地づくりによる三原村
農業所得安定向上支援
事業

［※19,812千円］

三原村
財団法人三原村農業
公社

（事業目的）
　三原村農業公社を核として、村の耕作環境に適し、将来
性・収益性の高いユズとブロッコリーの産地化を図り、若年
後継者が安心して農業参入でき、安定的な農業所得の得
られる営農環境の整備を目指す。

（事業概要）
①平場（休耕田）でのユズ栽培を促進するための機械購入
②価格安定のブロッコリー、オクラの直接営農
③上記①②の営農と産地化の支援体制づくり

30 H21.7.21

宇佐うるめブランド化プロ
ジェクト事業

［※3,000千円］

土佐市
宇佐うるめプロジェク
ト協議会

（事業目的）
　地域資源である「宇佐のうるめ」をブランド化し、生鮮及び
加工食品の開発、流通・供給体制の確立、販路開拓を行
い、漁業・製造業・観光業など地域産業の振興と活性化を
図る。

（事業概要）
①オフシーズン時期の素材の確保及び鮮度保持体制の確
立
②素材の一次加工体制の整備と長期保存体制の整備
③鮮魚流通、一次・二次加工品の開発
④消費者モニタリング及び市場調査
⑤広報・ＰＲ活動
⑥アドバイザー導入

31 H21.7.21

仁淀川町カット野菜等加
工販売拡大事業

［※34,000千円］

仁淀川町
仁淀川町

［（株）フードプラン］

（事業目的）
　町食品加工場の機能拡充により、カット野菜等の加工販
売拡大を図り、地域における雇用創出、生産者の所得向
上を実現する。

（事業概要）
①町食品加工場加工用水供給施設整備
・専用水道及び冷却水施設整備

32 H21.8.19

まちの駅「情報ステーショ
ンおち」（仮称）施設整備
事業

［※32,973千円］

越知町
越知町
［越知町観光協会］

（事業目的）
　観光や商店街の積極的な情報発信及び地場産品の販
売、高齢者など周辺住民が気軽に立ち寄れるコミュニティ
機能等、活用プランに沿った施設整備、施設利用を行い、
農・商・観が融合した、活力あるまちづくりを推進するととも
に、地域における雇用創出、生産者の所得向上を目的とす
る。

（事業概要）
　まちの駅「情報ステーションおち」（仮称）施設整備

33 H21.8.19

中岡慎太郎館を核とした
観光振興と地域産品販
売拡大事業
～「龍馬伝」を活かした交
流人口の拡大～

［※31,993千円］

北川村 北川村

（事業目的）
　「龍馬伝」を絶好のチャンスと捉え、中岡慎太郎館を核と
して、3つの観光施設（中岡慎太郎館・モネの庭・北川村温
泉）に柚子を絡ませながら一体的に売り出し、一層の交流
人口拡大と収益確保を目指した取組を進める。

（事業概要）
①展示造作リニューアル
②説明パネル・コーナーサイン取替
③映像機器リニューアル
④展示映像リニューアル
⑤設備改修
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