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 ⾼知県産業振興推進部 計画推進課 
                   電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 
 電⼦メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 

◆ 推進本部（産業振興推進本部）
        4/9  平成 22 年度第１回推進本部会議 

平成 22 年度の年間スケジュール、第１四半期の重点的な取り組みについて

の確認等 

6/8､9 平成 22 年度第 2 回推進本部会議 
平成 22 年度の実施計画及び第１四半期の取り組み状況についての検証等 

 
◆ 地域本部（産業振興推進地域本部）

地域アクションプラン 221 件（H21 当初）→238 件（H22） 
平成 21 年度に引き続き、プランごとに実行支援チームを設置し、支援を実施 

平成 22 年度第 1 回地域本部会議：安芸地域 4/28、物部川地域 4/16、高知市 4/22、

嶺北 4/23、仁淀川 4/15、高幡 4/20、幡多 4/12 
平成 22 年度第 2 回地域本部会議（予定）：嶺北 6/7、仁淀川 6/3、幡多 6/4 

 
◆ 地域資源活⽤共有会議 

平成 21 年度の検討状況を踏まえ、地域資源や事業者の情報共有、マッチングや商品づく

りのための分科会活動など、新たな取り組みを検討 

 

◆ ⾸都圏新アンテナショップ
首都圏における地産外商の拠点として、5 つの機能（仲介・あっせん、物販、飲食、観光情

報発信、ふるさと情報の発信）を備える 
  

◆ ⾼知県地産外商公社〜トレード・サポート KOCHI〜 
公社ホームページ（http://www5.ocn.ne.jp/~ts_kochi/）において、県内外での県産品

展示・商談会等への参加者募集、イベント・フェア情報等を掲載するなど、県内事業者を積

極的に支援 
 

公社が首都圏新アンテナショップや外商活動で県外に売り込む登録商品数： 
約 1,600 アイテム（H22. 5.26 現在） ※引き続き募集中 
 
 
 
 

H22.6.3 

【展⽰・商談会への出展、⾼知フェア等】
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 ⾼知県産業振興推進部 計画推進課 
 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 
 電⼦メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

◆ ⾼知産業振興計画フォローアップ委員会等の開催
平成 21 年度に引き続き、産業振興計画の進捗状況の検証、評価、修正・追加等を検討  

※平成 22 年度第 1 回委員会は 9 月に開催予定 
 

◆ 計画ＰＲ（イベント） 
 

地域アクションプラン取り組み事例発表シンポジウム 
  知事による産業振興計画の改定のポイントの説明や、地域アクションプランの実践者から

の事例発表、パネルディスカッションなどを行うシンポジウムを順次開催しています。 

《開催済》 

・物部川地域 
5/9（日）14:00～16:30 南国市農協会館（南国市大埇乙 894-1） 

  ・嶺北地域 
    5/15（土）14:00～17:00 本山町プラチナセンター（長岡郡本山町本山 569-1） 
  ・安芸地域 
    5/23（日）14:00～16:30 田野町ふれあいセンター（安芸郡田野町 1456-41） 
  ・高知市地域 
    5/25（火）18:00～20:30 高新ＲＫＣホール（高知市本町 3 丁目 2-15） 

  ・高幡地域 

    6/1（火）18:00～20:30  須崎市立市民文化会館（須崎市新町 2 丁目 7-15） 

《開催予定》 

  ・幡多地域 

    6/7（月）18:00～20:30  四万十市立中央公民館（四万十市右山五月 8-22） 

  ・仁淀川地域   

    6/24（木）18:00～20:30 佐川町立桜座（高岡郡佐川町甲 346-1） 

 ※ 仁淀川地域のシンポジウムの日程・場所が決定しました。 

   

※ シンポジウムのチラシは、各地域本部でお配りするほか、計画推進課ホーム

ページでもご覧いただけます。 

    URL http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/120801/ 

 

 

◆ 県広報（広報紙、新聞、テレビ、ラジオ、ホームページ）実施中  

・ 「さんＳＵＮ⾼知」 
 ５月：産業振興計画「改定の５つの柱」 

           地域アクションプラン取り組み事例発表シンポジウムの参加者募集 

     「目指せ！弥太郎 商人塾（あきんど）塾」ステップ１（基礎編）の参加者募集 

 ６月：地域産業を創造・リードする人材の育成・確保 
毎月：地域の取り組み紹介シリーズ 

 

【広報紙】 

【詳細 13ページ】
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 ⾼知県産業振興推進部 計画推進課 
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・⾼知県産業振興計画 Ver.2（ＰＲ版）配布 
進化した産業振興計画の取り組みや「実行元年」の成果をわかりやすく解説したパンフ

レットを作成・配布 
配布場所：各地域本部、県庁 1 階県民室、市町村役場、産業関係団体、 
       県内のコンビニ（ローソン、ファミリーマート、サークルＫサンクス）、 

金融機関（四国銀行、高知銀行）、郵便局など （予定） 
配布時期：5 月末から順次 

 

・ 県政策トピックス URL http://www.pref.kochi.lg.jp/chiji/ 
       平成 22 年度新シリーズ 「果敢に挑戦 ! 産業振興計画」 
         ＊改定の５つの柱の内容等を随時掲載 
 

・ 産業振興計画ホームページ 
５つの改定のポイント、計画関連予算、知事のメッセージなどを追加し、H22 年度版とし

てリニューアル 
URL http://www.pref.kochi.lg.jp/~seisui/keikaku/keikaku.html 

※旧ホームページは平成 21 年度版として、下記の URL にて閲覧可能 

URL http://www.pref.kochi.lg.jp/~seisui/keikaku0/keikaku.html 
 

・ ⾼知まるごとネット URL  http://www.kochi-marugoto.com/ 
 

 

・平成 22 年度採択：24 件 
 

・取り組みの⽴ち上がり段階等を⽀援するステップアップ事業を総合補助⾦のメ
ニューに追加（Ｈ22．4 ⽉〜） 

     総合補助金交付要綱、活用ガイド等の関係資料は、計画推進課ホームページに掲載  

     URL http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/120801/ 
 

◆ 地産地消・外商戦略 
 

《最近の主な実績》 
＜⾸都圏＞ 

4/1〜5/31 京王プラザホテル⼋王⼦ ⼟佐の味フェア 
「⽇本料理みやま」、「鉄板焼やまなみ」、「鮨処⼋⼀」にて⾼知県⾷
材を使ったメニュー提供 

◆ 地域の取り組みのステップアップ

【ホームページ】

【展⽰・商談会への出展、⾼知フェア】

【詳細 7 ページ】 

【総合補助⾦】 
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 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 
 電⼦メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

4/1〜5/31 京王プラザホテル多摩 ⼟佐の味フェア 
⽇本料理「あしび」にて⾼知県⾷材を使ったメニュー提供 

5/1〜31  第⼀ホテル東京シーフォート 
レストラン「グランカフェ」にて⾼知県⾷材を使ったメニュー提供 

 
＜関⻄＞ 

3/1～4/30 ホテル⽇航茨⽊⼤阪 ⾼知フェア 
１階ロビーで物産販売、２階ショーウィンドーで観光ＰＲも実施 

3 ⽉〜５⽉ モロゾフ(株)直営レストラン（阪神百貨店ヴォナパスタ、さんちかカフェ
モロゾフ）⾼知フェア 

4/1〜5/31  ホテル⽇航⼤阪 ⿓⾺フェア 
和⾷料理「弁慶」にて「⿓⾺懐⽯」提供 

    4/1〜5/31  リーガロイヤルホテル⼤阪 ⾼知フェア 
            全直営３店舗（ダイニング＆カフェ「ナチュラルガーデン」、カウン 

ター割烹「みおつくし」、鉄板焼・やきにく「なにわ」）にて⾼知県
⾷材を使ったメニュー提供 

4/1〜5/31  市場⼩路３店舗（ＪＲ京都伊勢丹店、寺町本店、四条烏丸店）（京都）  
   ⾼知うまいもん⼟佐・⿓⾺フェアにて⾼知県⾷材を使ったメ

ニュー提供 
4/10〜11  ⼤阪泉⽣活協同組合 直営 12 店舗にて⾼知フェア開催 
4/21〜27  阪神百貨店梅⽥本店 「阪神の四国味と技めぐり」四国フェア開催 

4/27 （社）⼤阪司厨⼠協会 洋⾷料理⼈の会合（勉強会）において、⾼知県     
          ⾷材を使⽤し、⾼知県⾷材をＰＲ 

5/1〜5/31  ホテルオークラ神⼾ ⾼知フェア 
    直営店（テラスレストラン）で、週末、連休中にビュッフェにて開催 

5/19  商談会「天下の台所 優良⾷材が⼤阪に集結」 
⼤阪産業創造館3Ｆマーケットプラザにて開催 ⾼知県から7社出展 

5/23  スーパーＫＯHＹＯ、マックスバリュ全 44 店舗にて⾼知フェア 
 
 ＜中部・その他＞ 

 4/1〜5/31 ホテルグランコート名古屋 ⽇本料理「雲海」にて「坂本⿓⾺膳」提供 
4/13〜4/26  ローソン “⼟佐・⿓⾺であい博”開催記念商品第３弾 

  県産⾷材（四万⼗鶏、さば、⿊糖）を使った商品５品を中国・四国
  地区 964 店舗にて発売 
    4/19〜4/23 第 44 回全国センター合同物産観光展（ふるさとフェア）（名古屋市：中

⽇ビル） 
5/2〜3 「⼟佐・⿓⾺であい博⾼知県観光キャンペーン」⾦⼭駅イベント 

  名古屋⾦⼭総合駅にて⾼知特産品の販売と観光キャンペーン等開催 
５⽉ ⽣活協同組合コープ⾃然派事業連合 通信販売にて⾼知県特集 
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《現在開催中のもの》 
 ＜⾸都圏＞ 

5/1〜6/30 ホテル⽇航東京 「⼟佐⾼知おらんくのうまいもん」 
ホテル内レストラン：⽇本料理「さくら」、鉄板焼「銀杏」、レスト
ラン「テラス オン・ザ・ベイ」、中国料理「唐宮」、グリル＆ワイ
ン「タロンガ」にて⾼知県⾷材を使ったメニュー提供 

6/1〜8/31 ⼤森東急イン 「夏の⾼知県フェア」 
レストラン｢シャングリ・ラ｣にて⾼知県⾷材を使ったコース提供 

 
＜関⻄＞ 

    4/1〜6/30 ダイニングＷａＺａ茶屋町店（⼤阪） 
⾼知県⾷材を使ったコースメニュー提供 

    4/1〜6/30  新・都ホテル（京都） 
            ダイニングカフェ&バー「ロンド」にて「⿓⾺御膳」を提供 

4/30～9/18  ⼤阪新阪急ホテルのビアガーデン「BIBA ワールドジョッキ 2010」に 
て、「⼟佐の⽥舎⾵ちらし寿司」、「⾼知県茄⼦の⿇婆茄⼦」など、⾼知県
産品を⽤いた料理を６種類提供 

    5/1〜6/6  ウエスティン都ホテル京都 海の幸フェア 
カフェレストラン「アクアブルー」にて「海援鯛」やカツオなどの
⾷材を使ったメニュー提供 

5/6〜7/4  ヒルトン⼤阪 ⾼知フェア 
⽇本料理「源⽒」にて開催 

5/6〜6/30 ラマダホテル⼤阪 ⾼知フェア 
ダイニング＆カフェ「ヌフヌフ」、鉄板焼「天⼭」、レストラン＆バー 
「ランパーダ」、グルメデリ「トレ・トレボン」で⾼知県⾷材を使っ
たメニュー提供 

6/1〜30 京都全⽇空ホテル  
フランス料理｢ローズルーム｣にて⾼知県⾷材を使ったメニュー提供 

     6/2〜7  そごう神⼾店 第 6 回ふるさと四国の物産展 
 

＜その他＞    
    ２⽉〜６⽉ 森下仁丹(株)ホームページ「仁丹堂」の通信販売にて⾼知県特集 
    ４⽉〜９⽉ ディノス（カタログ通販）にて⾼知特産品販売 

5/6〜7/25 ＪＡＬ <四―１グランプリ>空スイーツグランプリ 
四国の魅⼒をアピールするためのオリジナル空スイーツのアイデア 
募集。「⾼知まるごとネット」にもリンク 

 
《今後の主な予定》   

6/10〜16  岡島百貨店（甲府市） 瀬⼾内 中国・四国の物産展 
6/10〜16  京阪百貨店守⼝店（１階⾷料品売場） ⾼知フェア 
6/16〜22  松坂屋名古屋店 四国・瀬⼾内の物産と観光展  
 

【詳細 7 ページ】 
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6/19〜27  ホテルオークラ東京ベイ レストラン・フォンタナ  
「⾼知ディナーブッフェ〜⿓⾺が愛した味〜」 
総料理⻑⾃らが⾼知を訪ね厳選した⾷材を使ったメニュー提供 

6 ⽉中旬〜8/31  ニューミュンヘン北⼤使館店（ビアレストラン：⼤阪）にて⾼知県⾷材 
を使ったメニュー提供  

7/6〜30   レストランリビエラ東京 「第 30 回夏の旬づくし」 
総料理⻑が⾃ら⾼知などを訪れ厳選した⾷材を使ったメニューを 
提供 

7/7〜13   東京都庁 ⾼知フェア 
⾼知の物産展 

7/7〜13   泉北⾼島屋（堺市） 四国フェア 

・ 「⼟佐せれくとしょっぷ てんこす」（H22.2.19 新京橋プラザにオープン） 
店内では、県内各地の産物の販売（テストマーケティングを含む。31 市町村から集め

た県産品は約1,100アイテム（5/31 現在））、観光情報の発信、飲食コーナーで県産品

を素材にした料理の提供、高齢者や親子を対象にした様々なテーマに関する講座の開

催などを実施  
※営業時間 ・物産販売 9:00～21:00 
         ・飲  食 10:00～23:00（ラストオーダー 食事 21:45、飲物 22:20） 

      ◎お問合せ 088-855-5411（てんこす） 
 

・貿易促進コーディネーター活動中 
県内の企業を訪問。輸出意欲のある事業者の掘り起こし 

 4/19～23 FOOD AND HOTEL ASIA 2010(シンガポール食品見本市)へのサポート 
  （ユズをメインに県内企業 4 社が出展、商談実施件数：約 400 件） 
 

〈貿易セミナーの実施〉 
     4/22  香港食品販路開拓オリエンテーション(セミナー個別相談会)の開催（四万十市） 
          参加企業 19 社（26 人）、参加総数 59 人 

 5/20 ベトナムビジネスセミナーの開催（高知市） 

参加企業 30 社（33 人）、参加総数 42 人 
 

《今後の主な予定》 
7/2  2010 高知の食品輸出商談会（輸出貿易商社を県内に招いての商談会） 

 7/23～8/1 シンガポール伊勢丹スコッツ店  四国フェア 
 
 

【海外への地産外商に挑戦】 

【⾼知市内でのアンテナショップの設置】
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・ 産業振興スーパーバイザーの委嘱 
           5/12  梅原真氏（梅原デザイン事務所 代表） 

           5/26  山本謙治氏（㈱グッドテーブルズ 代表取締役） 

 

・ 県産品総合ポータルサイト「⾼知まるごとネット」情報配信中 
「高知への玄関口」として、高知の特産品やイベント情報などに容易にアクセスできるよう

に運営 

 ・県産品の紹介（販売サイト等へのリンク） 

 ・観光情報 

 ・移住関係情報 等 

  URL http://www.kochi-marugoto.com/ 
 

   4/16 自主衛生管理マニュアルのモデル（20 業種）の公開 

           地産地消・外商課ホームページに掲載 
        URL  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/120901/ 

5/24～26  食品加工施設自主衛生管理マニュアル作成等説明会の開催 

5/24  県工業技術センター（高知市） 

5/25  四万十市立中央公民館（四万十市） 

5/26  ホテルタマイ（安芸市） 

※｢目指せ！弥太郎 商人塾｣（ステップ１）に併せて開催 

第１部 地産外商に向けた食品開発のポイント(講師：工業技術センター) 

第２部 高度衛生管理と自主衛生管理マニュアルの作成(講師：県食品・衛生課) 

5 月～9 月 食品加工施設における生産管理高度化に係る調査指導 

委託先： アース環境サービス㈱ 

調査数： 50 社（予定） 

・4/30 「⾼知県深耕創発プログラム」協働実施に関する協定締結 
    県と㈱電通は、それぞれの持つ情報、ネットワークを共有し、全国的に優位性

のある農水産物やその加工品について、複数メディアを組み合わせた販売拡大

戦略の実施・検証や魅力ある商品の育成などを総合的に行うことにより、外商の

加速化を図るための協定を締結。 

・7/3〜4 協定に基づき、マルエツ越⾕（埼⽟県）にて⾼知フェア開催 

                 

 

 

【全国への情報発信】 

【農⽔産物の品⽬戦略】 

【⽣産管理の⾼度化（衛⽣管理を含む）を⽀援
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 ⾼知県産業振興推進部 計画推進課 
 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 
 電⼦メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

◆ 「⼟佐･⿓⾺であい博」（1/16〜Ｈ23 年 1/10）
・ 「⼟佐･⿓⾺であい博」開催中  

  【入館者数】 

メイン会場(高知・龍馬ろまん社中)：26 万人突破 
安芸会場(岩崎弥太郎こころざし社中)：5 万人突破 
梼原会場（維新の道社中）：3 万人突破 
土佐清水会場（ジョン万次郎くろしお社中）：3 万人突破 
4 社中合計：38 万人突破 
とさてらす（高知観光情報発信館）：56 万人突破 

 【延べ宿泊者数】 
平成 22 年 1 月～3 月+16.7％ （対前年同期比、高知県内 42 社ベース） 

 （出典：日本銀行高知支店 高知県金融経済概況） 
【観光施設入込客数】 

主要観光施設（14 施設）  平成 22 年 1 月～3 月+53.7% （対前年同期比） 
 

・ 「⼟佐・⿓⾺であい博公式ホームページ」（http://ryoma-deaihaku.jp/）を公開中 
土佐・龍馬であい博の各会場情報やチケット情報、イベント情報、地域周遊プラン・ルー

ト紹介などを掲載。高知まるごとネット、よさこいネットからもリンク 
・ 観光ＰＲキャラバン：昨年８⽉から全国各地にて PR 

 福岡・⻑崎(4/5,6)、⼭陰・⼭⼝(4/22,23) 
※今後の予定 北海道ＹＯＳＡＫＯＩソーラン（6/10,11）、 

和歌⼭・奈良(6/23,24)、⾦沢・福井(7/14,15)、 
広島旅フェスタ(7/24,25) 

・  ｢⼟佐・⿓⾺であい博｣ラッピングバス運⾏（現在計 17 台） 
・ 「⿓⾺伝」ラッピングジェット就航（H21.10.14 羽田-高知龍馬便から開始～H22.9 月） 
・ 「⿓⾺伝」「⼟佐・⿓⾺であい博」ラッピングトレイン運⾏（H21.11.12～ 高知-岡山

間 特急列車「南風」）座席前のテーブルシールで「土佐･龍馬であい博」を PR 
・ 周遊チラシ「トサコレ！」作成・配布 

全 99 プラン テーマを絞ってＡ４版両面でコンパクトに紹介  

（とさてらす及び各サテライト会場にて配布）  

※ホームページからダウンロード可能 

  URL http://ryoma-deaihaku.jp/ryoma-roman/tosa-colle.html 
 1 月～ NEXCO ⻄⽇本サービスエリアとホームページで⼟佐・⿓⾺であい博の

情報掲載 
   3/17〜 旅映像 DVD の貸出開始(対象：公的施設対象) 
        4/1 とさてらすにイベント情報掲⽰ボードを新設 
      4/15,16 マスコミ取材ツアー「⼟佐・⿓⾺であい博体験ツアー」の実施(⾼知市、

⾹南市、安芸市、北川村) 
4/26 ⾼知シティＦＭ放送で MONDAY SPECIAL “⼟佐・⿓⾺であい博ゴール 

デンウィーク直前情報”により⿓⾺博をＰＲ 

【PR 活動】 
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 ⾼知県産業振興推進部 計画推進課 
 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 
 電⼦メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

       4/29 RKC ラジオ・FM ⾼知において各 15 分間・ゴールデンウィークに向け 
た⿓⾺博の紹介及びＰＲ 

5/2,3 名古屋市「⾦⼭フェスティバル」で⾼知県観光ＰＲの実施(⾦⼭駅コン 
コース) 

5/7   いちむじんコンサートに特別協賛し、⼟佐・⿓⾺であい博をＰＲ 
5/10〜16  ⼼斎橋スポニチプラザで「⿓⾺のふるさと⾼知観光物産展」を開催 

    5/12〜14   藤澤総合アドバイザーと⿓⾺博を中⼼としたツアーのプロモーション 
活動（東京 14 件、⼤阪 10 件） 

5/18  JR 四国商品説明会（⼤阪）で知事が⾼知県の観光素材を PR 
 5/28〜30   旅フェア 2010（幕張メッセ）で⾼知県を PR 

5/31  ⼟佐・⿓⾺であい博ガイドブック Vol.3 発⾏ 
      ・観光スポットの紹介を県内全域にわたってさらに充実 

        ・二次交通案内を充実  

・イベント情報を充実 

 ・「土佐せれくとしょっぷ てんこす」の紹介を追加 
      ・「高知まるごと体感メニュー」を一覧に 

・ メイン会場及びサテライト会場⼊場券 販売中 
（全国の主な旅行代理店、チケットぴあ、ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、   
サークルＫサンクス、四国内のスリーエフほか） 

 
《今後の主な予定》 

  6/2〜4 旅⾏エージェントモニターツアー「こうち体感ツアー」 
（県東部〜中部、県⻄部〜中部） 

 

  
 4/16〜19 藤澤総合アドバイザーによるインストラクター研修（東部：森林鉄道

など 124 名参加） 
 4/22 ⾼知県観光推進本部内に渋滞対策チーム設置（第 1 回会議） 
   4/29〜5/5 ゴールデンウィーク臨時観光案内所開設（南国ＳＡ（下り線）、⾼知城、

⾼知⿓⾺空港、桂浜など計 17 箇所）） 
 5/1〜5 桂浜周辺及び⾼知市中⼼部渋滞対策 

           ＧＷの交通渋滞解消のため、桂浜への一般車両の通行規制（進入禁止）を実施 

⇒ 高知競馬場及び高知新港の特設駐車場から無料シャトルバスを運行 

 

《最近の主な実績等》 
  4/2〜4/4  ⾼知城花回廊(⾼知城、⾼知公園) 

 4/10 ⾼知県⽴歴史⺠俗資料館リニューアルオープン 
長宗我部氏について詳しく紹介する展示室がオープン 

これまでの固定展示から展示内容を柔軟に変更可能に 

【イベント】 

【受⼊体制の充実】

【詳細 6 ページ】 



10
 

 
 ⾼知県産業振興推進部 計画推進課 
 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 
 電⼦メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

 4/24 牧野植物園の新温室オープン 
   4/24～6/27 イベント「誕生！碧（みどり）の宝石箱」開催中 

 4/25 書家・紫⾈⽒のワークショップ〜⿓⾺の⾔葉を書こう〜（帯屋町アー
ケード 89 名参加） 

 
＜メイン会場、各サテライト会場周辺でのＧＷ期間のイベント関係（実績）＞ 

     【⾼知・⿓⾺ろまん社中】 
       4/3〜5/30 ⿓⾺に⼤接近(桂浜、悪天候による中⽌あり) 
  9:00〜17:00(⼟⽇祝は 8:00〜17:00) 

 4/13～5/1 ＮＨＫ⼤河ドラマ題字書家・紫⾈⽒の「⿓⾺のことば」展（かるぽー
と ⼊館者 6,970 ⼈） 

5/1～5/5  メイン会場イベント広場で「東部物産市」ほか、ステージ等のイベン 
トを開催 

     【安芸・岩崎弥太郎こころざし社中】 
      5/1〜3  釜あげちりめん丼まつり 

   ・⾖電球ミニライブ（5/1） 
   ・うーみミニライブ（5/2） 

             ・いちむじんミニライブ（5/3） 
   【⼟佐清⽔・ジョン万次郎くろしお社中】 

5/1〜5/3  ジョン万・海の元気まつり 
  【ゆすはら・維新の道社中】 

4/29〜5/9  ⿓⾺脱藩ウォーク 
5/1〜5/5  脱藩市（テント村） 
 

《現在開催中のもの》 
  H21.10.10～H23.2 月 「⼟佐･⿓⾺であい博」⽂化施設企画展 

  〜幕末維新の⼟佐『志の時代展』〜 
・ 県内各地で市町村によるイベント実施中 

⿓⾺の⽣まれたまち歩き「⼟佐っ歩」 
http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/39/ryoumanoumaretamachiaruki.html 
  （H21.10 月～ 高知市立龍馬の生まれたまち記念館 ☎088-820-1115 で予約受付） 

《参考》 詳しくは、「⾼知まるごとネット」http://www.kochi-marugoto.com/ 
 または「よさこいネット」http://www.attaka.or.jp/ のイベントカレンダーを参照 

 4/23〜6/27  企画展「⼭内容堂」展 
於：⼟佐⼭内家宝物資料館特別会場(⾼知県⽴⽂学館 2 階企画展⽰室） 

4/24～6/20  企画展「⼟佐勤王党盟主 武市半平太の⼿紙－拝啓おとみ殿－」 
於：県⽴歴史⺠俗資料館 

 
 
 
 

 

県内各施設にて開催
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 ⾼知県産業振興推進部 計画推進課 
 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 
 電⼦メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

◆ ポスト「⿓⾺博」の推進                     
4/15 第３回 400 万⼈観光推進チーム会議の開催（⾼知城ホール） 
4/21 400 万⼈観光推進チーム⻑による市町村⻑への巡回協議（仁淀川地域） 
4/26 400 万⼈観光推進チーム⻑による市町村⻑への巡回協議（物部川地域） 
5/18 JR 四国商品説明会(⼤阪)で⾼知県の観光素材を PR [再掲] 
5/26 第 4 回推進チーム会議の開催（⾼知電気ビル） 

5/28〜30  旅フェア 2010（幕張メッセ）で⾼知県を PR [再掲] 
5/31 第 1 回ポスト⿓⾺博推進委員会の開催 

 
《今後の主な予定》 

       6 ⽉下旬 第 5 回 400 万⼈観光推進チーム会議 
      〃   第 2 回ポスト⿓⾺博推進委員会 
 

◆ ⼆次交通の整備 
 H21.11.1～ ⾼知市「MY 遊バス」 新ルート（⾼知駅〜（上町）〜五台⼭・牧野植

物園〜桂浜）で毎⽇運⾏中 
（お問合せ：（財）高知県観光コンベンション協会 ☎088-823-1434） 

・ 周遊観光タクシー運⾏中 
（起点：奈半利駅、安芸駅、夜須駅、あかおか駅、のいち駅、土佐山田駅、高知龍馬空

港、後免駅、須崎駅、中村駅、平田駅、宿毛駅） 

  （お問合せ：（財）高知県観光コンベンション協会☎088-823-1434） 
   URL http://attaka.or.jp/guide-taxi/guide-tax2010.pdf 

 1/16～ ガイド付き観光周遊バスの運⾏ 
（東部：岩崎弥太郎生家、土居廓中、モネの庭、中岡慎太郎館など：毎日

運行 お問合せ：高知東部交通㈱安芸営業所 ☎0887-35-3148） 
（高知市及びその周辺：高知城、五台山、牧野植物園、桂浜など：木～

日・祝日を中心に運行 お問合せ：ＪＴＢ中国四国高知支店 ガイド付観

光バス予約センター ☎088-823-2323） 
URL http://www.attaka.or.jp/event/bus.html 

 1/16～ ⼟佐清⽔サテライト会場無料送迎タクシー運⾏ 
（土佐・龍馬であい博期間中、毎日運行 お問合せ：竜串・見残し観光ハ

イヤー☎0880-85-0331） 
URL  http://www.johnmung.info/ 

H21.10 月～H23.3 月  JR 四国「駅から観タクン（⾼知エリア 20 コース）」運⾏中（のいち駅、

後免駅、高知駅、伊野駅、佐川駅、須崎駅） 
                （お問合せ：JR 四国の主な駅、ワープ支店、駅ワーププラザ） 
                URL http://www.jr-eki.com/kantakun/kantakun.htm 
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 ⾼知県産業振興推進部 計画推進課 
 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 
 電⼦メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

◆ 国際観光の推進(インバウンド対策)
《今後の主な予定》 

6/18～20  韓国旅⾏エージェントモニターツアー（県東部〜中部） 
 

◆ その他の取組
4/2  新しいアミメキリンが仲間入り（県立のいち動物公園） 
     ※一般公開 ５月中旬～ 

                ※6/5  愛称決定（命名式）（県立のいち動物公園） 

3/27～4/28  アジアの子どもたちの絵日記展（三菱広報委員会主催） 

（3/27（土）～4/4（日）高知市かるぽーと、4/6（火）～12（月）土佐清水市、 

4/14（水）～28（水）安芸市）   

4/9～10  阪神タイガース高知県・安芸あったかフェア（甲子園球場） 

4/10  高知ファイティングドッグス地元開幕戦（対愛媛ＭＰ戦 高知球場） 

4/11  北川村モネの庭マルモッタン開園 10 周年記念式典（北川村） 

4/22  「パーマネント野ばら」製作会社の方々が知事を表敬訪問 

      5/2 高知県立足摺海洋館開館 35 周年記念式典 
       ※春のウミウシ展（4/29～5/9）も開催 

5/15 「パーマネント野ばら」高知県で先行上映 
5/16 ＢＳ日テレで「第 4 回こじゃんと土佐流」を放送 
5/16 「こうち・手をふり隊」発足式、手を振るパレード（高知駅～高知城） 
5/23 室戸ジオパーク推進協議会による、世界ジオパーク認定に向けての公開 

プレゼンテーション（第 8 回日本ジオパーク委員会：幕張メッセ） 
 

 《今後の主な予定》 
      6/5 映画「君が踊る、夏」特別試写会(東京商工会議所 東商ホール) 

6/5  中央卸売市場開放デイ（高知市中央卸売市場） 

せり見学会ほか各種イベントの開催 

7/4 BS 日テレで「第 5 回こじゃんと土佐流」を放送 
 高知の二大岬、室戸岬と足摺岬を巡る旅 
 

◆ 新たな産業の創出 
・ 成⻑分野育成⽀援研究会（⾷品･天然素材･環境･健康福祉）を順次開催 

              4/15  平成 22 年度事業化プラン（食品分野）の認定 1 件 

           4/22  平成 22 年度第１回の４テーマ合同研究会の開催（高知市）  
           5/25  食品産業研究会（高知市） 
           5/28  天然素材産業研究会（高知市） 

・ コンテンツ産業の事業化⽀援 
            4/1  県文化生活部に「まんが・コンテンツ課」を新設 
       「第 19 回全国⾼等学校漫画選⼿権⼤会 まんが甲⼦園」（8/7～8）作品募集中 
           応募締切 6/14 
           募集要領等 ＵＲＬ：http://manga-koshien.net/ 
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 ⾼知県産業振興推進部 計画推進課 
 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 
 電⼦メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

      「第 1 回⾼知コンテンツコンテスト」開催 
           募集期間 5/20～7/5 
           募集要項等 ＵＲＬ：http://www.pref.kochi.lg.jp/~contents/ 

・ 産学官連携会議 
       第１回会議の開催（7 月上旬予定） 

 ⇒ 産学官の実務トップにより構成し、本県の産学官連携方針を検討 

        

◆ ⼈材育成 
   

・「⽬指せ！弥太郎 商⼈塾（あきんど）塾」ステップ１（基礎編・前期 ３回連続講座）
 地域の素材を活かした特産品の開発や、今の時代にあった商品づくりなどを目指す方を対象

に、ビジネスの基礎から実践力まで一貫して身につけていただく研修の基礎編を順次開催中。

《開催済》 
第１回 「ものづくりのイロハ」講師：⽟沖仁美⽒【㈱春夏秋冬 代表取締役】   

5/24（⽉）13:30〜15:30 県⼯業技術センター２階（⾼知市） 
5/25（⽕）10:00〜12:00 四万⼗市⽴中央公⺠館１階（四万⼗市） 
5/26（⽔）10:00〜12:00 ホテルタマイ６階（安芸市） 
 

《開催予定》 
第２回 「21 世紀の産地づくり」講師：⾅井純⼦⽒【㈱富⼠通総研 取締役】 

6/9（⽔） 13:30〜15:30 県⼯業技術センター２階（⾼知市） 
6/10（⽊）10:00〜12:00 四万⼗市⽴中央公⺠館１階（四万⼗市） 
6/11（⾦）10:00〜12:00 ホテルタマイ６階（安芸市） 

 
第３回  「ビジネス基礎⼒養成講座」講師：寺本毅彦⽒【寺本経営コンサルタント 

事務所 代表】 
7/2（⾦） 10:00〜17:00 四万⼗市⽴中央公⺠館１階（四万⼗市） 
7/6（⽕） 10:00〜17:00 県⼯業技術センター２階（予定）（⾼知市）  
7/7（⽔） 10:00〜17:00 ホテルタマイ６階（安芸市） 

 
※ 定員は各会場 100 名（各会場とも定員に到達し受付終了） 
※ 第１回、第２回研修終了後には、講師による個別相談を実施（受付終了） 
※ 12〜1 ⽉にも同じ内容の講座を〈後期〉として開催予定 
※ 第 2 回、第 3 回会場にてステップ 2（応⽤・実践編）の申込書を配布予定 

＜詳しくは、計画推進課ホームページに掲載＞ 
URL http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/120801/ 

  
  5/29 「⼟佐経営塾」（地域起業家養成事業）開講式（⼟佐市） 
        土佐市・本山町が募集した当該市町在住の若手経営者をはじめ、地域おこし

や企業を目指す方など 20 名を対象にスタート 

・ 産業振興アドバイザーの派遣 
市町村等の申請により、観光や食、商品づくりなどのアドバイザーを派遣 
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 ⾼知県産業振興推進部 計画推進課 
 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 
 電⼦メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

 
◆ 若年者の県内企業への就職促進

・新規⾼等学校卒業（平成 22 年３⽉）の未就職者への職業訓練を開始 
  4/8～10/7            西部：四万十市 １コース 

  4/6～10/15、4/14～10/13  中部：高知市   ２コース 

  4/1～9/29            東部：安芸市   １コース 

                     計   ４コース（28 名） 

     4/1〜 当該訓練⽣の状況把握と進路のマッチングなどを⾏う就職コーディネー
ターを配置し⽀援を実施 

7 月開講コース 受講生募集中（6 月 8 日締切） 高知市内 2 コース 

訓練期間：7/1～12/23、7/2～12/24 

・ジョブカフェ（⾼知本部・幡多サテライト）で若者の就職活動をサポート 
キャリアコンサルタントによる就職相談、しごと体験、高校等への出張相談、 

各種セミナー等を実施 

・⾼知での仕事さがしのポータルサイト「⾼知しごとネット」情報提供中 
県内の様々な求人情報取扱機関等を集約して、求人情報、資格取得や企業面接会 

などの情報を提供 

ＵＲＬ：http://www.pref.kochi.lg.jp/~shigoto/ 
 

《今後の主な予定》 
 6/22 ⼤学等新卒・既卒者就職⾯接会（若者就職フェア） 場所：⾼知市（三翠園） 

対象者：①H23.3 ⽉⼤学・短⼤・専修学校・職業能⼒開発校（⼤学等） 
卒業予定者 

    ②⼤学等既卒者で 40 歳未満の⽅ 
内容：個別⾯接会 
※参加企業募集中 
お問合せ：⾼知労働局職業安定課（TEL：088-885-6051） 
 

◆ Ｕ・Ｉターン就職⽀援 
・⾼知県Ｕ・Ｉターン⼈材情報システムで求⼈・求職情報を提供中 

登録企業１０６社、登録求職者１００人（5/21 現在） 

ＵＲＬ：http://ui-turn. pref.kochi.jp 
・⾼知県Ｕ・Ｉターン無料職業紹介所による就職斡旋 
 

《今後の主な予定》 
・Ｕ・Ｉターン⼈材情報システムがリニューアルオープン（7 ⽉中旬） 
・Ｕ・Ｉターン就職相談会の開催 

高知市：8/14、大阪：9/11、11/6、東京：10/23、H23/1/15、名古屋:11/7   
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 ⾼知県産業振興推進部 計画推進課 
 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 
 電⼦メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

 
  〈⼯業技術センター〉 

・⾷品加⼯特別技術⽀援員による技術指導 
   20 社 21 件（5/21 現在） 

・機械⾦属加⼯特別技術⽀援員による技術指導 
         6 社 7 件（5/21 現在） 

・技術指導アドバイザーによる技術指導  

            2 回（5/21 現在） 
・技術研修開催 

3 コース、55 名参加（5/21 現在） 

 

〈紙産業技術センター〉 
・技術指導アドバイザーを登録し（6 月中）、技術指導を開始 

 

      
・「農業創造⼈材育成事業研修会」 

県内の地域資源を活かした農村の活性化や、本県の強みである農業振興などに意欲的・挑戦

的なグループや団体の方を対象に、自ら企画・提案し行動できる能力を身につけていただくた

めの研修です。 

その一環として「講演会及びパネルディスカッション」を開催します。（研修生以外も参加可） 

第 1 回 「⽥舎⼒〜ヒト・夢・カネが集まる法則（講演会及びパネルディスカッション）」 
7/13(⽕) 13:30〜16:30 ⾼知市⽂化プラザかるぽーと⼩ホール 

定員 200 名（予定） 
 

その後の研修の予定は次のとおり。（別途申込受付予定） 
第 2,3 回 「⾺路村の事例から学ぶ（先進地事例調査及びワークショップ）」 

8/3(⽕)〜4(⽔）：安芸郡⾺路村  
第 4,5 回 「とおわの事例に学ぶ（先進地事例調査及びワークショップ）」 

9/8(⽔)〜9(⽊)：⾼岡郡四万⼗町⼗和 
第 6,7 回 「県外（おおむら夢ファーム シュシュ）の事例に学ぶ（先進地事例調査及

びワークショップ）」 
9 ⽉中、下旬：⻑崎県⼤村市 

第 8,9 回 「活性化計画作成研修」 
10 ⽉：⾼知市 研修⽣を 2 グループに分け、それぞれ 1 回ずつ研修 

第 10 回 「成果報告会」（研修生以外も参加可） 
11 ⽉：⾼知市 定員 200 名（予定） 

 

≪詳しくは、環境農業推進課（088-821-4532）までお問い合わせください≫ 
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 ⾼知県産業振興推進部 計画推進課 
 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 
 電⼦メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

 

◆ 地場企業の振興 
4/13 ⾼知県製造業ポータルサイト開設（会員企業 49 社：5/31 現在） 

会員企業募集中 
         ＵＲＬ：http://www.kochi-seizou.jp/ 
5/25〜28 2010NEW 環境展(東京ビッグサイト)  15 社出展 

※⾼知市との共同出展 
 

◆ 建設業の新分野進出 
 ・地域産業振興監の所在する地域本部を地域の相談窓⼝に位置付け 
 ・新分野進出アドバイザー（5 ⽉着任）が建設業者を順次訪問し、情報提供・収集等

を実施 
 
《今後の主な予定》 

７⽉中旬〜 新分野進出セミナーを県内７地域（安芸、物部川、嶺北、⾼知市、 
仁淀川、⾼幡、幡多）で順次開催 

 

◆ 移住・担い⼿対策 
・ 空き農地・空きハウスに関する情報をホームページで提供中 

農地情報：93 件、遊休ハウス情報：8 件（5/20 現在） 

県農業公社ホームページ URL http://www.kochi-apc.or.jp/ 
※県内の売りたい、貸したい農地、ハウスに関する情報募集中 

(お問合せ：県農業公社 Tel：088-823-8618  mail：info@kochi-apc.or.jp ) 
・ 四万⼗町滞在型市⺠農園(クラインガルテン)オープン(4/1〜) 
・ 移住に関するワンストップ窓⼝･移住コンシェルジュ（総合案内⼈）が地域づくり⽀

援課内に常駐、活動拠点をひろめ市場（南側⼊⼝）に開設(4/16) 
･ 新農業⼈フェアへの参加（5/22 東京池袋サンシャイン） 

 ⇒ 就農相談 24 名（出展：⾼知県関係 2 団体） 
･ 移住ビジネス協議会の開催（⾼知市）                    
・ 「こうちアグリスクール（都会で学ぶこうち農業技術研修）」 

東京会場：7/24（⼟）〜10/2（⼟） 東京農業⼤学校友会館グリーンアカデミー 
ホール 

⼤阪会場：9/26（⽇）〜12/5（⽇） ⼤阪⼤学中之島センター 
 ※定員は各会場約 20 名程度 

(お問合せ：環境農業推進課 Tel：088-821-4532 ) 
 

《今後の主な予定》 
   7/3   新農業⼈フェアへの参加（⼤阪梅⽥スカイビル） 
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 ⾼知県産業振興推進部 計画推進課 
 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 
 電⼦メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

 
◆ 環境保全型農業の先進的な取り組み

 3/20〜9/5 牧野植物園 研究活動展にて、⾼知県の環境保全型農業と⽣物多様性 
の保全、活⽤を展⽰ 

4/3 有機のがっこう「⼟佐⾃然塾」に１２名が⼊塾 
        5 ⽉末〜  園芸農業における LCA（ライフ・サイクル・アセスメント）に関する 

実態調査を開始 
              ※ＬＣＡ：製品等に関する資源の採取から製造、使用、廃棄、輸送など全

ての段階を通して環境影響を定量的、客観的に評価する手法 

 
《今後の主な予定》 

         ６⽉〜 こうちまるごとエコ農業であい事業 
県内小学生に高知県の環境保全型農業の取り組みを理解してもらう 

ため、学習用教材（ＤＶＤ）の製作を開始 

6 ⽉〜 環境保全型農業推進事業費補助⾦の活⽤により、新たな IPM 技術の導 
⼊や有機 JAS 認証取得等への⽀援を開始 

7 ⽉〜 ⽣産⼯程管理ウオッチャー委員会を設置 
県内の各地域において農業者が実践する⾼知県版 GAP の取組を、消
費者を含む委員に第３者の⽬でチェックしてもらう活動を開始 
 

◆ 新需要開拓マーケティング
・ セイミヤ、東急ストア、関⻄スーパー、おおさかパルコープがパートナーシップ量

販店としての取り組みに合意、消費宣伝等の実施へ 
     （３社１⽣協の店舗において⾼知フェアを順次開催） 
       4 月～  東急ストア大森店で高知県野菜ブースを常設 

・ 中⾷・外⾷等業務での需要拡⼤に向けた取り組み 
  

◆ 県産園芸品のイメージアップと消費拡⼤
・ 野菜・果実⽣産者等による出前授業の実施 

 今後の県外大消費地の消費を担う世代に対し、生産者等が直接出向いて高知県産

園芸品の素晴らしさ等を説明することにより、園芸産地としての高知をＰＲし、高知県産

園芸品の消費拡大を図る 

   5/26 京都府立池田東小学校、5/27 京都市立元町小学校 

 

◆ 県特産物の認知度向上と販売拡⼤
・ ユズの需要拡⼤キャンペーンイベントの開催（5/5） 

日本一の県産ユズの需要拡大を図るため、「土佐・龍馬であい博」メイン会場と

高知駅構内において、ユズ果汁等を使ったメニュー提案や新たに作成したユズ果

汁スティック（4000 ｾｯﾄ）を県内外の来場者に配付し、ユズのＰＲを実施 

・ ⼟佐茶の PR 
土佐茶ホームページの開設  URL http://www.pref.kochi.lg.jp/~nougi/tosacya/ 

5/5  新茶まつり（試飲販売・PR、約 3,000 人に新茶を提供） 
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 ⾼知県産業振興推進部 計画推進課 
 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 
 電⼦メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

・ ⼟佐茶の商品アイテムの充実と販路の拡⼤ 
少量包装、ペットボトル、茶パウダー等を新商品として開発 
新規取扱店の増加  80 店（H21.9 月末）→205 店（H22.3 月末時点） 

・ 県内外の展⽰商談会等の取り組みによる販売拡⼤ 
「土佐はちきん地鶏」の出前授業の実施 
販売・飲食店の開拓（H22.5 月現在） 

⇒ 取扱店：「土佐あかうし」（全 118 店）、「土佐ジロー」（全 222 店）、「土佐はちきん

地鶏」（全 267 店） 
      

◆ 森の⼯場の拡⼤ 
・ 市町村や森林組合等の関係団体に対し、取り組み内容の周知と実践を働きかけ、事

業体等への個別サポートを実施 
 

◆ 提案型集約化施業を実践できる森林施業プランナーの養成
・ 平成 22.5 ⽉から継続的に計 8 ⽇間の経営コスト分析、森林施業（⽬標林型、選⽊・

伐採⽅法）、作業道と作業システム等の研修を実施 
 

◆ 副業型林家の育成⽀援 
・ H22.6 ⽉から、安全講習、チェーンソーの基礎訓練、間伐の実技や搬出訓練等の 

ＯＪＴを実施 
  

◆ ⽊材加⼯基盤の強化 
・ 製材品の品質の向上 

ＪＡＳ認定工場の拡大 

・ ⾼知県⽊材協会との懇談会の開催 
外商対策や県内加工施設の集約化等について協議（5 月 19 日） 

 

◆ 県産⽊材の需要拡⼤ 
・ 県産⽊造住宅への助成事業 
・ 公共的建築物の⽊造化 
・ ⼩中学校等で⽊製品の机や椅⼦等を導⼊ 
・ 県産⽊造住宅の購⼊が地球温暖化対策に貢献することをより分かりやすく⾝近なも

のにする取り組み 
高知県 Co2 木づかい固定量認証専門委員会の開催（4/27） 

 

◆ 未利⽤森林資源の有効活⽤ 
・ ⽊質ペレットの⽣産体制の整備と⽊質ペレットボイラーの普及 
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 ⾼知県産業振興推進部 計画推進課 
 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 
 電⼦メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

◆ オフセット・クレジット（J-VER）の販売 
・ カシオ電⼦⼯業等が環境先進企業のカーボン・オフセットの取り組みに活⽤（5/24

契約） 
販売実績（H22.5 月までの累計）2,804ｔ-CO2  （9 社+個人）  
 

・ ⾼知県がオフセット・クレジット制度の担い⼿に（⾼知県Ｊ－ＶＥＲ制度の創設） 
環境省のＪ－ＶＥＲ制度に準拠した高知県J-VER制度を創設（国から認証済）し、県内の

森林を対象とした森林管理プロジェクトを推進 

 

◆ ⼟佐の⿂（いお）の消費拡⼤
      ・ 県産⽔産物をＰＲするホームページ「サカナチカラ コウチカラ」公開中 

  魚の旬や産地、料理方法等を配信。高知まるごとネットからもリンク 

  （http://www.kochi-marugoto.com/sakana/） 
 

・ 「⼟佐の⿂ＰＲ活動推進パートナー店」の募集・公表 
 県産水産物にこだわりを持って使用又は取り扱う飲食店や小売店を募集中(随時)  

(80 店舗登録（5/31 現在）  お問合せ：合併・流通支援課 Tel：088-821-4611) 

 登録した飲食店や小売店にはのぼり等を提供し、県のホームページ「サカナチカラ 

コウチカラ」等で店舗情報を公表 

 
・ 「⾼知県おさかなＰＲ⼤使」による県産⽔産物のＰＲ活動 

川村あやのさんによる量販店等でのＰＲ活動を展開中 (累計 36 回（5/31 現在）) 

 
・ ⾼知県漁協が週３回、県内量販店 10 店舗に県産⽔産物を直接供給 

 
・ 消費地市場・産地交流会の開催 

名古屋市中央卸売市場関係者を招いた産地交流会の実施（6 月 22～23 日） 
 

◆ カツオの地元⽔揚げの促進
・ ⿊潮町佐賀地区でカツオ⼀本釣り漁船への活餌(餌イワシ)の供給を開始 (1 ⽉〜) 

※3～4 月は活餌の蓄養場所を拡大する港のしゅんせつ工事のため、活餌の供給を 

一時休止。5 月から再開し 12 隻へ出荷（5/24 現在） 

 


