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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）
       7/26 第 4 回推進本部会議 
              ポスト龍馬博の取り組みについての協議等 

8/31,9/1 第５回推進本部会議 
産業成長戦略のこれまでの取り組みについての検証等 

 
◆ 地域本部（産業振興推進地域本部）

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

プランの進捗上の課題解決等に向け、地域本部会議を順次開催 
安芸地域（4/28、8/25）､物部川地域（4/16、7/14、8/27 予定）、 
高知市地域（4/22、8/25）､嶺北地域（4/23、6/7、7/16、8/26）､ 
仁淀川地域（4/15、6/3、8/25）、高幡地域（4/20、8/18）､幡多地域（4/12、6/4、8/25）  

 
◆ 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により、新たな取り組みを検討 

安芸地域（8/3）、嶺北地域（6/30、7/28、9/1 予定、9/18 予定）、仁淀川地域（7/28）、

幡多地域（7/29） 

 

◆ ⾸都圏新アンテナショップ「まるごと⾼知」
    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 
 

・オープン  8 月 21 日(土)10:00 
・所 在 地 東京都中央区銀座 1-3-13 

リープレックス銀座タワー 
・連 絡 先 （高知県地産外商公社） 

ＴＥＬ 03-3538-4367   
ＦＡＸ 03-3538-4368 

・ホームページ  
URL http://www.marugotokochi.com 

 

 

H22.8.26 

（JR「有楽町」駅、有楽町線「銀座一丁目」駅すぐそば） 
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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 

●内覧会 
8/19 首都圏在住の高知県ゆかりの方々及び県内関係者等が出席 

15:00 からの部 114 名、18:00 からの部 129 名  
マスコミ 59 社 102 名 

 
●オープニングフェア 

8/21,22  土佐茶ティーパック、ゆず果汁パックのＰＲ（無料配布：各日先着 3,000 名） 
8/21～  青果物ＰＲ・販売、生産者による試食ＰＲ 

（8/21,22 みょうが、8/28,29 新しょうが） 
8/23～25  土佐はちきん地鶏などの加工食品のＰＲ・販売 
8/26〜28  土佐ジロー卵のＰＲ（無料配布：各日 400 パック（卵 2 個）） 

8/28,29  新米試食、香米のＰＲ（新米購入につき香米プレゼント） 

8/29〜31  ユズや土佐茶ミルク、リープルの試飲、レシピ配布ＰＲ 

9/4～10   「まるごとかつおフェア」の開催 

1 階 「とさ市」でのカツオのタタキ試食（9/4,5）  

2 階 「TOSA DINING おきゃく」にて、かつおを使ったメニューをフェア

価格で提供 

・オープンにあわせ、地方自治法施行 60 周年記念 500 円貨幣（高知県版：坂本龍馬）

を物販部門及び飲食部門での釣銭として引換（計 10,000 枚：8/21･22,25,28･29） 

 
●⾸都圏新アンテナショップ「まるごと⾼知」の概要 

≪物販部⾨≫  営業時間：10:30（オープン⽇を除く）〜20:00〈年中無休〉 
連絡先：TEL 03-3538-4365  FAX 03-3538-4366 

＝１階 農⽔産物、加⼯⾷品等の⾷品販売のフロア＝「とさ市」 
旬の果物をはじめ、ゆず製品や四万十川特産品など、高知県の豊かな農水産物

やその加工品を販売する物産フロア 

店舗の入り口に設けたイベントスペースでは、市町村や事業者等によるフェアも実

施 

＝地下１階 酒、⼯芸品の販売、観光情報発信のフロア＝「とさ蔵」  
試飲もできる 18 蔵の地酒や、土佐和紙などの工芸品、坂本龍馬グッズ、よさこい

グッズ、牧野植物園のミュージアムグッズなどの展示・販売を行うほか、観光情報や

ふるさと情報の発信と旅行商品の販売を行うフロア 

≪飲⾷部⾨≫  営業時間：           ※ＬＯ：ラストオーダー 
平⽇ ランチ  11:30〜14:00/LO 14:00 

                      カフェ  14:00〜17:00/LO 16:30 
            ディナー  17:30〜23:00/LO 22:00 ドリンク 22:30 

⼟・⽇・祝 ランチ  11:30〜15:00/LO 15:00 
                      カフェ  14:00〜17:00/LO 16:30 
            ディナー  17:30〜22:00/LO 21:00 ドリンク 21:30 

連絡先：TEL 03-3538-4351 FAX 03-3538-4352 
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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 

＝２階 レストランフロア＝「ＴＯＳＡ ＤＩＮＩＮＧ おきゃく」  
オープンキッチンでカツオのわら焼きの実演を行うなど、伝統的な土佐料理を基本

におきながら、高知県の優れた食材を使った和洋にとらわれない新たな料理も楽し

めるレストラン 

  【メニュー例】 

 ・ランチ   豪快！カツオのわら焼きたたき 野菜たっぷりポン酢添え、 

ミニ皿鉢御膳（土日限定）    

・カフェ    アイスカフェラテ、碁石茶（ポット）、土佐茶     

・ディナー  カツオの塩たたき、川海老の唐揚げ 

おきゃく名物特選彩皿鉢（数量限定、要予約）    

 

●⾼知の観光情報や旬の⾷べ物情報など、⾼知の旬をお届けする携帯電話のメール 
マガジン「⿓⾺の國便り〜⾼知ファン倶楽部〜」 登録開始（8/13） 

登録方法 ①携帯電話でメールアドレス 

clubkochi-2@ken3.pref.kochi.lg.jp に空メールを送信 

②自動で登録用のメールが送信されるので、その登録ボタンを

クリックして完了！ 

                ※ご使用の携帯電話で「迷惑メール受信拒否設定」等をしている場合は 

ken4.pref.kochi.lg.jp のドメインは解除してください。 

 

  
◆ ⾼知県地産外商公社〜トレード・サポート KOCHI〜 

首都圏新アンテナショップ「まるごと高知」の運営をはじめ、県内外の展示・商談会等への

出展支援やテストマーケティング等を通じた商品の磨き上げの支援など、県内事業者を積極

的にサポート 
  
・首都圏新アンテナショップ「まるごと高知」や外商活動で公社が県外に売り込む商品を 
引き続き募集中 

 
公社ホームページをリニューアル ＵＲＬ http://www.marugotokochi.com/ts/ 

 

・「食の大商談会 2010」（事業者募集終了） 
主 催：高知県、一般財団法人 高知県地産外商公社、 

株式会社 四国銀行、株式会社 高知銀行 
開催日：11 月 25 日(木)、26 日(金) 
会 場：高知市文化プラザかるぽーと 
内 容：官民協働で食の商談会を開催。県内事業者に県内外のバイヤーとの商談の機 

会を提出し、販路開拓・販売拡大を支援 
出展事業者数：96 社 
 
 

【商談会等】 
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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 

・「スーパーマーケット・トレードショー2011」（事業者募集終了） 
開催日：平成 23 年 2 月 8 日(火)～10(木) 
会 場：東京ビッグサイト 
内 容：量販店や百貨店などのバイヤーを含む業界関係者約 8 万人（昨年実績）が集まる 

国内 大の展示・商談会において、高知県地産外商公社がブースを用意し、県内 
事業者が出展。県産品の展示・商談を通じて販路開拓・販売拡大を支援 

      後 援：株式会社 四国銀行 
出展事業者数：13 事業者程度  ※9/2 審査会開催予定 
 

◆ ⾼知県産業振興計画フォローアップ委員会等の開催
産業振興計画の進捗状況の検証、評価、修正・追加等について、外部の視点で検討を行う

産業振興計画フォローアップ委員会等を開催 

      
※平成 22 年度第 1 回会議の開催予定は次のとおり 

【連携テーマ部会】   9/3：高知城ホール 
【専門部会】  農業部会 9/7、林業部会 9/6、水産業部会 9/7、商工業部会 9/8、 

観光部会 9/8   《場所：いずれも高知城ホール》  
【地産外商推進協議会】   9/10：高知サンライズホテル 
【フォローアップ委員会】   9/22：      〃       
【地域アクションプランフォローアップ会議】 

安芸地域（9/9）、物部川地域（9/6）、高知市地域（9/6）、嶺北地域（9/2）、 
仁淀川地域（9/3）、高幡地域（9/6）、幡多地域（9/7） 

お問合わせ：計画推進課（TEL088-823-9049）  
 

◆ 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」 

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開催 

7 地域合わせて 1,600 名を超える方々が参加 
安芸地域（5/23）、物部川地域（5/9）、 高知市地域（5/25）、嶺北地域（5/15）、  
仁淀川地域（6/24）、高幡地域（6/1）、 幡多地域（6/7） 
 

「産業振興計画の取り組みを広く県⺠に紹介する場」の設定 
集客効果の高い「フェスティバル土佐ふるさとまつり」（10/29～31）とタイアップし、産    

業振興計画の具体的な取り組みを、県民の皆さんの目に見える形で分かりやすく紹介 

 

◆ 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」（産業振興計画関連記事） 
 8 月：首都圏新アンテナショップ「まるごと高知」 ＜8 月 21 日、東京・銀座にオープン！＞ 
毎月：地域の取り組み紹介シリーズ 

【広報紙】 
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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」の成果を分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  
 

・ 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：33 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/ 
    《お問合せ 各地域本部または計画推進課（TEL:088-823-9333）》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 地域の取り組みのステップアップ

【ホームページ】

【詳細 9 ページ】 

【総合補助⾦】 
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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 

◆ 地産地消・外商戦略 

《最近の主な実績》 
＜⾸都圏＞ 

7/6〜30 レストランリビエラ東京 「第 30 回夏の旬づくし」 
総料理長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 
 

8/4〜9 ⼤丸東京店「四国フェア」 
4 社参加（高知県観光コンベンション協会） 

＜関⻄＞ 
6/1～7/31  ホテル⽇航⼤阪 「⿓⾺フェア」第 2 弾 

新登場！「龍馬ロール」～土佐茶のほろにがロールケーキ〜 
＜中部＞ 

8/5〜8  名古屋東急ホテル 「⼟佐・⿓⾺であい博」フェア 
観光ＰＲ、県産品販売 

 

《現在開催中のもの》 
＜⾸都圏＞ 

6/1〜8/31   ⼤森東急イン（東京） 「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 

6/7～8/31  Brasserie＆Wine cafe Buzz（東京・丸ビル）  
「⾼知の旅メニュー展開＆書家・紫⾈⽒とのコラボ」 

高知県直送の旬産食材で作るメニュー提供 
     7/1〜8/31   本格⽇本料亭 壺中庵（こちゅあん：⼋芳園（東京）内） 
           「⾼知の魅⼒“こじゃんと”夏の宴」 

高知の食材を使った会席料理等を提供 
7/20〜8/31   椿⼭荘＜藤⽥観光グループ＞(東京) ⾼知フェア 

フランス料理「カメリア」、石焼懐石「木春堂」、料亭「錦水」、れすとらん「花

車」、そば処「無茶庵」にて高知県食材を使ったメニュー提供。あわせて

「坂本⿓⾺パネル＆桂浜の⿓⾺像（2m 版）」を展示（8/1～31） 
7/26〜8/31   ⼋芳園（東京） 「⽩⾦夏祭り with ⾼知」 

高知県食材を使ったメニュー提供 

＜関⻄＞           
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 

       〜8/31  居酒屋 和利館(京都駅前) 「⼟佐の地酒と⼟佐鰹フェア」 
            「土佐の地酒」と「土佐の鰹と旬の一品」を提供  

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  

【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 

＜その他＞    
    4 ⽉〜9 ⽉  ディノス（カタログ通販）にて⾼知特産品販売 

8/1〜31   藤⽥観光グループの各レストランにて、【⿓⾺のふるさと「おらんく 
のうまいもん」⾼知フェア】を開催 

グレイスリー銀座（東京） バー＆レストラン「ボンサルーテ」 

小涌園（箱根） カジュアルフレンチ「フォンテンブロー」 

太閤園（大阪） フランス料理「リュクセレ」、京料理「淀川邸」 

京都国際ホテル レストラン「アゼリア」、京料理「ほり川」 

ホテルフジタ京都 レストラン「ピエスドウ」 

ホテルフジタ福井 レストラン＆カフェ「カメリア」 

 
《今後の主な予定》   

    ＜⾸都圏＞ 
9/17〜26  イオンレイクタウン〈埼⽟〉 

ＮＨＫ大河ドラマ龍馬伝展 同時開催 龍馬ゆかりの地イベント＆観光物産

展「高知県・長崎県フェア」 

9/28～29  スーパーよさこい 2010：原宿表参道 

                  「じまん市 2010」において、観光ＰＲ、県産品販売 
     10/30～31  第 9 回ドリーム夜さ来い祭り：東京お台場 
                  観光ＰＲ、県産品販売（予定） 
   ＜関⻄＞ 

9/1～10/30   リーガロイヤルホテル京都 「⾼知うまいもんフェア」 

フレンチダイニング「トップオブキョウト」、鉄板焼「葵」、中国料理「皇家龍

鳳」、懐石フランス料理「グルマン橘」、グルメブティック「メリッサ」にて高知

県食材を使ったメニュー提供 

9/1～11/30   琵琶湖ホテル 「⾼知県を丸ごと味わう⾷卓の旅」 

ダイニング「菜」、日本料理「おおみ」、鉄板焼「おおみ」、レストラン「ザ・

ガーデン」、バー「桃山」にて高知県食材を使ったメニュー提供 

9/17～10/31  ホテルプラザオーサカにて⾼知フェア開催 
鉄板焼「逢坂」、和食・懐石「花伝」、中国料理「大湖苑」にて高知県食

材を使ったメニュー提供 

＜中部＞ 

8/27〜29   第 12 回にっぽんど真ん中祭り（名古屋） 
観光ＰＲ、県産品販売 
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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 

＜その他＞ 

8/31～     「⼤⽅⽣華園」グァバドリンクをサークルＫにて発売 
              サークルケイ四国株式会社は、「K's CAFE」ブランド販売コーナーにて、 

黒潮町の知的障害者授産施設 「大方生華園」で製造したグァバドリンクを 
販売。 
・販売店舗：四国内と広島県島嶼部のサークルＫ 165 店舗 
・商品名：高知・黒潮町 大方生華園 グァバドリンク 180ｍｌ 
・価格：210 円（税込） 
・数量：3,000 本  
※高知県との「連携と協力に関する包括協定」を平成 21 年 8 月に締結し

ています。  

・ 「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1,700アイテム（8/13 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 ・物販 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 TEL 088-855-5411（てんこす） 
 

・⼟佐産直サテライトセンター「とさ千⾥」9 ⽉４⽇に新装オープン 
  改築のため、平成１９年度から仮店舗で営業していた土佐産直サテライトセンター「と 

さ千里」が、元の営業場所において新装オープン。米粉パン・菓子の製造・販売を新た 

に始め、嶺北地域はもとより、高知県内の特産品、野菜、海産物などを取りそろえる土佐 

の市場、関西圏の地産外商の拠点としてスタート 

          ※営業時間 10:00～19:00 

             所在地  大阪府豊中市新千里北町３丁目１－２の１  

◎お問合せ  TEL 06-6836-0220   FAX 06-6836-0222  
 

・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を実施 

〈貿易セミナーの実施〉 
7/14  海外投資・ビジネスセミナー（高知市） 

講演内容：「インターネットを活用した海外販路開拓」 
「ブラジル投資対象国及び市場の魅力」 

 

【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】

【関⻄圏での地産外商の充実】 



9 
 

 
 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 

〈海外商談会等の実施〉 
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） 

          国内輸出商社 6 社と県内事業者 26 社をマッチング 
7/23～8/1   シンガポール伊勢丹スコッツ店 四国フェア 

四国全体で 27 社参加（うち高知県７社） 
  

《今後の主な予定》 
  9/10〜12/5 上海四国産品常設売場開設（上海シティショップ） 

四国全体で 15 社参加（うち高知県 4 社） 
10/11～17  中国安徽省経済ミッション 

11/2～6  ⾹港⾷品販路開拓経済ミッション（募集終了） 
     ＩＮＡＰフィリピン経済ミッション（募集終了） 
        ①11/8～11 ＩＮＡＰ会議及び視察（セブ） 
        ②11/9～15 PHILCONSTRUCT（建設関連展示会）出展(マニラ) 

H23.2/16～22  ⾹港そごう⾷品フェア（応募締切：9/17） 
お問合せ：地産地消・外商課（貿易振興担当）  TEL088-823-9752 

・ 産業振興スーパーバイザーの委嘱 
全国的な人的ネットワークや情報発信力などを有する各界の著名人等に委嘱し、産業振

興計画の広報・PR や県産品の販路拡大、観光振興等への協力を依頼 
           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） 

            6/9  堀 知佐子氏  （管理栄養士、食生活アドバイザー、調理師） 
6/28  武市 智行氏  （㈱武市コミュニケーションズ 代表取締役） 
6/30  藤井 雅俊氏  （メディアラグ㈱ 代表取締役） 

8/16  熊谷 喜八氏  （㈱フードアトリエ 代表取締役社長） 
 

・ 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/ 
 
 
 
 
 
 

【全国への情報発信】 
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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 

・ ⾷品加⼯施設における⽣産管理⾼度化に係る調査指導 
          5 月～9 月   食品加工施設における現地調査 

委託先： アース環境サービス㈱ 

調査数： 50 社（予定） 

7/14～15  各企業に対する調査結果の報告会（第 1 回目：17 社） 

8 月～9 月  調査実施（残りの 33 社） 
 
・ ⾷品加⼯⽣産管理⾼度化研修の実施（予定） 

①食品安全総論（9/7）（応募締切：9/3） 
②微生物【基礎編】（9/28） 
③微生物【応用編】（10/21～22） 
④ＨＡＣＣＰ研修（11/8～10） 
⑤防虫防そ管理と施設サニテーション（12 月） 
⑥食品表示と食品関連法（4 回程度） 

          ※②～⑥は、後日募集開始 
 

〈⾼知県⾷品産業協議会〉 
7/9～  商品開発（改良）⽀援事業対象企業の募集中 

支援対象：高知県産一次産品を使用した、新しい加工食品を県内で生産し、県

外へ販路を開拓しようとしている県内の食品製造企業等 

支援内容：「ものづくりプロデューサー」等による商品開発（改良）のコンサルティ

ング 

「ものづくりプロデューサー」等による新商品の提案 

新商品の販路展開についてのアドバイス 

7/9～  ⾷品表⽰アドバイス事業の実施（随時受付） 

支援対象：県内の食品製造業者、販売業者等の食品関連事業者 

支援内容：食品表示に関する相談について、専門家らの助言・指導 

食品表示に関する勉強会を開催する際の専門家の派遣 

            

お問合せ：高知県食品産業協議会事務局（TEL:088-855-5634）  

                 地産地消・外商課食品加工推進室（TEL:088-823-0704） 

                   ＵＲＬ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/120901/ 

7/3〜4 ⾼知県と㈱電通との「⾼知県深耕創発プログラム」協働実施に関する協定
に基づくフェア開催 

マルエツ越谷レイクタウン店〈埼玉〉 

 

 

 

【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  

  ・営業時間の延⻑ 
メイン会場  7/17〜8/31  1 時間延⻑（19:00 まで） 
安芸会場  7/17〜8/31  30 分延⻑ （18:00 まで） 
梼原会場  8/1〜8/31   30 分延⻑ （18:00 まで） 
⼟佐清⽔会場は現⾏どおり（18:00 まで） 

・各会場の展⽰物の追加・⼊替 7/13〜15 
例 ・メイン会場：岡田以蔵のマフラー、お龍の着用衣装の追加 

・安芸会場：中岡慎太郎の衣装の追加 

・各会場：ドラマの見どころのパネルの入れ替え  

・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） 

【入館者数】 

メイン会場（高知・龍馬ろまん社中）：       42 万人突破（目標：40 万人） 
安芸会場（岩崎弥太郎こころざし社中）：      7 万人突破（目標：10 万人） 
梼原会場（維新の道社中）：             6 万人突破（目標：10 万人） 
土佐清水会場（ジョン万次郎くろしお社中）：   5 万人突破（目標：5 万人） 
4 社中合計：                     61 万人突破 
とさてらす（高知観光情報発信館）：       93 万人突破 

 【延べ宿泊者数】  
4 月～6 月 +23.9%（対前年同期比、高知県内 43 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】 

観光施設（主要 56 施設+龍馬博 4 会場） 
  平成 22 年 1 月～7 月 +75.1% （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/）公開中 
龍馬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 

 ※今後の予定  
第 12 回にっぽんど真ん中祭り：名古屋(8/27〜29) 
スーパーよさこい 2010：原宿表参道(8/28,29) 
関⻄エリア(9/21,22) 

・  ｢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 

【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 

・ 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版カラー両面でコンパクトにエリア別の情報を紹介  
（とさてらす及び各サテライト会場等にて配布）  
※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に⿓⾺博の情報掲載 
        3/17〜  旅映像 DVD の貸出開始(対象：公的な団体が⾏うＰＲ活動等)         

7/7〜13  東京都庁全国観光ＰＲコーナーにて「まるごと⾼知観光物産展」を開催 
7/25  ＲＫＣ⾼知放送「おはようこうち」で⿓⾺博各会場の展⽰追加等をＰＲ 

8/5〜7 プレス誘致取材ツアー（県中部〜⻄部） 
8/中〜10/中  NEXCO ⻄⽇本フリーペーパー「パスティ」(9・10 ⽉号)に、⿓⾺博のニュー

スを掲載 
8/13〜  ⾼知の観光情報や旬の⾷べ物情報など、⾼知の旬をお届けする携帯電話 

のメールマガジン「⿓⾺の國便り〜⾼知ファン倶楽部〜」 登録開始 
登録方法 ①携帯電話でメールアドレス 

clubkochi-2@ken3.pref.kochi.lg.jp に空メールを送信 

②自動で登録用のメールが送信されるので、それの登録 

ボタンをクリックして完了！ 

                ※ご使用の携帯電話で「迷惑メール受信拒否設定」等をされている場合は、

ken4.pref.kochi.lg.jp のドメインは解除してください。 

 

《今後の主な予定》  

8/30〜9/4   旅⾏エージェントモニターツアー「こうち体感ツアー」（県内全域） 
9 ⽉上旬 ⼟佐・⿓⾺であい博公式ガイドブック Vol.4 発⾏ 

 

8/2〜4 藤澤総合アドバイザーによるインストラクター研修 
（佐川町上町まちあるき、⿊潮町天⽇塩づくり体験 ほか  139 名参加） 

8/7〜15  臨時観光案内所(交通規制情報等)開設 
・南国 SA 下り線 8/7(⼟)〜15(⽇) 
・豊浜 SA 下り線 8/10(⽕)〜15(⽇) 

8/13〜15  お盆期間中の渋滞対策（桂浜・⾼知市中⼼部） 
 

《今後の主な予定》       
        9/15〜18  藤澤総合アドバイザーによるインストラクター研修 
          （四万⼗町まちあるき ほか） 

10 ⽉中旬 秋のおもてなし⼀⻫清掃 
 
 

【受⼊体制の充実】

【再掲】 
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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 

 
 《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 

      7/9〜9/30  企画展「⼟佐藩歴代藩主 ⼟佐の国主－⻑宗我部⽒と⼭内⽒の三百年－」 
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） 

7/10〜9/12  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:北川村⽴中岡慎太郎館（2 階多⽬的ホール） 

7/17〜23/1/10 「⾼知まるごとビンゴ de ラリー!」の開始 
県内各地にある観光スポットに足を運んで“ミッション”を達成し、スタン

プを集めてビンゴを完成させれば、抽選で豪華賞品をプレゼント！ 

《お問合せ：土佐・龍馬であい博推進協議会事務局 

【土佐・龍馬であい博推進課内】（TEL:088-823-9706）》 
              ＵＲＬ http://ryoma-deaihaku.jp/ 

7/31〜8/31  NHK ⼤河ドラマ特別展「⿓⾺伝」開催 
於：県⽴歴史⺠俗資料館 

※8/17～8/31 後期展示 
  血染掛軸として有名な「梅椿図」、「ペリー浦賀来航図」、「海援隊商

事秘記」など重要文化財 6 点のほか、坂本龍馬が妻お龍にあてた数

少ない書簡などを新たに展示 
※期間中はシャトルバスを運行 

龍馬博メイン会場（JR 高知駅南口）⇔ 歴史民俗資料館 
ガイドボランティアが同乗し、30 分間隔で無料送迎             

   7/31〜8/31  ⻑宗我部元親ラリー開催 
元親の出身地である南国市において、居城があった岡豊（おこう）を中

心に、数多くある長宗我部氏ゆかりの史跡のうち、５ヵ所以上を巡り、携

帯のメールで史跡の写真を送信していただいた方に、抽選で豪華景品

を贈呈 

お問合せ：南国市観光協会事務局（TEL：088-880-6560）  
ＵＲＬ http://www.city.nankoku.kochi.jp/ 

高知県立歴史民俗資料館（TEL：088-862-2211）   
   
 
 

県内各施設にて開催 

【イベント】 
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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 

《夏休みイベント情報》 
【メイン会場 関係 】 

（イベント広場） 
○⼦どもを対象にした夏休みイベント「⿓⾺キッズスクウェア」を開催 

     ・⿓⾺縁⽇コーナー（⾦⿂すくい、鳴⼦づくり体験、おかし釣りなど）（毎⽇） 
・物産イベント こじゃんとあるぜよ！⼟佐の宝（毎⽇） 
・よさこいステージ（8/28〜29） 
・⿓⾺キャラクター（着ぐるみ）登場（毎⽇曜⽇と 8/28(⼟)） 
・弥太郎さんの紙芝居（毎⽇ ※開催しない⽇もあり） 

     （⾼知・⿓⾺ろまん社中） 
○８⽉の⽕・⽔・⽊の特別企画 

・⼊館者全員に冷たい飲み物等をサービス 
・チケット番号で紫⾈⽒の単⾏本「⿓⾺のことば」をプレゼント 

 
【安芸・岩崎弥太郎こころざし社中 関係】 

 ・猛き⻩⾦の国 岩崎弥太郎原画展（7/17〜9/17） 安芸市⽴歴史⺠俗資料館 
 
【⼟佐清⽔・ジョン万次郎くろしお社中 関係】 

         ・「⽬指せ無⼈島！ジョン万漂流体験記」（8/28） 
シーカヤックに乗船して無人島へ上陸 

お問合せ：土佐清水市観光協会 TEL 0880-32-3155 
     ・元気まるごとランチバイキング 

隣接レストラン「潮風に吹かれて」（営業時間 8:30～17:00） 
            開催日 毎週土・日・祝日 11:00～14:00 

（その他の曜日は、サラダバー・スープバー付きランチセットメニュー） 

・「まるごと⼟佐いきもの展 〜⼟佐の海の幸〜」⾜摺海洋館 
期間：7/22(木)～9/12(日)  
内容：「高知の海や川の恵み、その生き物たち」を展示。期間中の日曜日には「松

尾さえずり屋」が、「土佐の海の幸」を使った料理を出店 
お問合せ ： 足摺海洋館 TEL 0880-85-0635 

 
【ゆすはら・維新の道社中 関係】 

・⼀千年のみやび津野⼭神楽(8/28〜29)梼原町三嶋神社・ゆすはら座 
・脱藩の道ウォーク（⼟⽇祝） 

梼原町内（維新の道社中発着 ①10:00 発、②14:00 発） 
         
 〜夏のイベント情報は、よさこいネット「夏のイベント＆レジャー2010」〜 
                    URL http://www.attaka.or.jp/ 
 

《今後の主な予定》 
【メイン会場シーズナルイベント 】 

⼟佐清⽔市を中⼼に幡多地域の特産品販売や⾒所などを紹介(10/9〜11,16,17,23,24) 
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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                     
  各地域の核となる観光施設、観光資源の磨き上げや旅行商品化、庁内各部局のポスト龍馬

博関連事業の推進、龍馬博終了後の各会場の利活用等について、精力的に検討中 

      8/3 第 3 回ポスト龍馬博推進委員会 
8/26  第 4 回ポスト龍馬博推進委員会 

 
《今後の主な予定》 

9/17  第 5 回ポスト龍馬博推進委員会 
9 月中旬  第 3 回ポスト龍馬博推進プロジェクトチーム会議 

 
◆ ⼆次交通の整備 

 H21.10～H23.3  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 

H21.11.1～ ⾼知市「MY 遊バス」（⾼知駅〜（上町）〜五台⼭・牧野植物園〜桂浜）
毎⽇運⾏中 

（お問合せ：（財）高知県観光コンベンション協会 TEL 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 TEL 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 TEL 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 TEL 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 TEL 0880-85-0331） 
URL  http://www.johnmung.info/ 

7/2～9/30  四万⼗・⾜摺エリアの周遊観光バス｢しまんと・あしずり号｣運⾏ 
 7/2～9/30 の金・土・日・祝日 （7/16～8/31 は毎日運行） 
  ※乗車希望日の 4 日前までに予約が必要です 

（お問合せ：高知西南交通株式会社 TEL 0880-34-6221） 
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7/17～8/29   四万⼗周遊川バス（中村駅〜江川崎駅）の運⾏ 
夏休み(7/17～8/29)の土曜・日曜・祝日、お盆(8/7～15)の毎日 
沈下橋やビューポイントで一時停車するなど、観光にも適した運行形態 
（お問合せ：高知西南交通株式会社 TEL 0880-34-1266） 
URL http://www.kochi-seinan.co.jp/riverf.html 
 

◆ 国際観光の推進(インバウンド対策)
7/20〜21  知事を先頭にした台湾旅⾏エージェント、航空会社へのプロモーショ

ン活動 
 

《今後の主な予定》 
8/30〜9/3 四国インバウンドフェア 2010 及び四国視察ツアー（県中部〜⻄部） 
 

◆ その他の取組 
7/22～9/12   ⾼知県内動物園⽔族館 4 園館合同企画「まるごと⼟佐いきもの展」 

          ＜園館名＞                     ＜テーマ＞ 

・高知県立足摺海洋館        ⇒  土佐の海の幸 

・桂浜水族館               ⇒  土佐の希少な魚達 

・わんぱーく高知アニマルランド   ⇒  土佐の天然記念物 

・高知県立のいち動物公園      ⇒  土佐の里山 
8/1 ＡＮＡグループ機内誌「翼の王国」8 ⽉号に、四万⼗川の特集「ニッポ 

ンの夏 四万⼗川⾒聞録」を 23 ページにわたり掲載 
8/2  ⾼知競⾺「夜さ恋ナイター」1 周年記念「夜さ恋フェスティバル」 
       ※武豊騎手らＪＲＡの有名騎手が高知競馬場に来場 
8/3  四国 4 県知事連携による四国・九州アイランドリーグ前期シーズン 

ＭＶＰ表彰 
※優秀選手賞を受賞した高知ＦＤの野原慎二郎投手を高知県知事が表彰 

8/6〜9/30  ⾼知フォトスポット 100 景 ⼟佐であい感動⾵景「とっちょこ！こうち」
（前期） 

          優れた眺望を有し、観光客がその美しい風景を記念写真におさめることが 
できる高知県内のフォトスポットを一般公募中（募集締切 9/30 必着） 

ホームページ http://www.kochi100kei.jp/ 
          8/7  幕末の志⼠ 中岡慎太郎のふるさとをウォーキングぜよ!! 
               ※高規格道路 北川奈半利道路の開通（野友～奈半利）にあわせてウォー

キング大会を実施 
8/7  ハシビロコウの公開及び愛称募集（県⽴のいち動物公園） 

 ・一般公開：8/7～  ・愛称募集：8/7～8/31 
8/8  カリフォルニアアシカの⾚ちゃん命名式（県⽴のいち動物公園） 

コナツ（メス）  カツオ（オス） 
8/9〜12   第 57 回よさこい祭り 

    ※8/10～11 ＪＲ高知駅南口の駅前広場で 40 年ぶりに演舞場が復活 
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8/22   BS ⽇テレで「第 6 回こじゃんと⼟佐流」を放送 
～高知の離島 沖の島を楽しむ～ 

8/24  第 3 回東⻄軸エリア活性化プラン検討会よさこいプロジェクトチーム会 
 

《今後の主な予定》 
8/27〜29   第 12 回にっぽんど真ん中祭り：名古屋 
8/28,29  スーパーよさこい 2010：原宿表参道 

9/10   ⾼知県おもてなし県⺠会議 
     「高知県おもてなしアクションプラン」の進捗状況、事業計画についての 

報告等 

9/11〜  映画「君が踊る、夏」全国公開 
     「よさこい祭り」を舞台にした映画。高知市内や仁淀川など、県内各地で撮 

影を行い、感動のストーリーと高知県の魅力をふんだんに盛り込んだ作品。 

      ※ＪＡＬ国際線で 10,11 月の 2 ヶ月間機内上映予定 
9/11,12   坂本⿓⾺脱藩の道チャリティーウォーク 
            大阪・神戸を出発して 1 泊 2 日でめぐるコース（※移動は貸切バス） 

＜応募締切 8/31＞  
         お問合せ：デイリースポーツ大阪広告事業部 TEL:06-6447-1839 

10/30,31  第 9 回ドリーム夜さ来い祭り：東京お台場、東京駅前丸の内エリア 他 
 

◆ 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 

   平成 22 年度事業化プラン認定件数 8 件（食品 4 件、健康福祉 3 件、 環境 1 件）    

（8/13 現在）  

7/22  平成 22 年度第 3 回天然素材産業研究会（高知市） 
7/29  平成 22 年度第 3 回食品産業研究会（高知市） 
8/3   平成 22 年度第 3 回環境産業研究会（高知市） 
8/6   事業化プラン（食品分野）認定審査会：2 件認定 
8/9   平成 22 年度第 4 回健康福祉産業研究会（高知市） 

8/16   事業化プラン（健康福祉分野）認定審査会：2 件認定 
 

《今後の主な予定》 
8/30   事業化プラン（環境分野）認定審査会 
9/2  平成 22 年度第 4 回環境産業研究会（高知市） 

9/24  研究会発事業化支援事業費補助金審査会 
10/28  研究会発事業化支援事業費補助金審査会 

 
・ コンテンツ産業の事業化⽀援 

      「コンテンツビジネス起業研究会会員募集」及び「研究会発事業化プラン募集」 
コンテンツビジネス起業研究会＜募集終了＞ 
研究会発事業化プラン（コンテンツ） ＜応募締切 8/31 必着＞ 
募集要項等 ＵＲＬ  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141701/ 
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       8/7～8  「第 19 回全国⾼等学校漫画選⼿権⼤会 まんが甲⼦園」 
                優勝：愛知県立豊明

と よ あ け

高等学校 
                 ホームページ ＵＲＬ：http://manga-koshien.net/ 
      
          8/7  「第 1 回⾼知コンテンツコンテスト」表彰式 
                   ※ 「まんが甲子園」と併せて実施 
                応募 75作品【優秀賞 3作品、ＴＳＵＴＡＹＡ賞 1作品、奨励賞 6作品】 

       ホームページ ＵＲＬ：http://www.pref.kochi.lg.jp/~contents/  
 

《今後の主な予定》 
     9 ⽉中 事業化プラン認定審査会 
   10/13〜15 東京コンテンツマーケット（東京ビッグサイト）に「コンテンツコンテス 

ト」優秀作品の出展 
 

・ 専⾨家派遣 
知的財産を活用しようとする市町村や団体に対して専門家（弁理士）を派遣し、権利化等

を支援 

専門家の派遣を希望する市町村や団体を募集 

（9 月中に第 2 次募集開始  応募締切 10/25） 
詳細は、新産業推進課ホームページに掲載 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151901/ 
 

◆ ⼈材育成 
 ＜⽬指せ！弥太郎 商⼈塾（あきんど）塾＞ 

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ための研修会を実施。 
9 月 6 日からステップ 2（応用・実践編）を開始予定。 

 
・ステップ 2（応⽤・実践編） 募集終了 

※ 9/6 開講式 全 5 回開催 20 事業者が 2 クラスに分かれて受講 
・「食品加工の開発」  玉沖コーディネータークラス 
・「農商工連携ビジネスの実践」  臼井コーディネータークラス 

・ステップ 1（基礎編）・後期 
※ 後期 12 月～平成 23 年 1 月開催予定（10 月頃募集開始） 
※ 前期（5/24～7/7） 講義資料と映像をウェブサイトにて公開中 

・資料 計画推進課ページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/120801/   
・映像 こうちインターネット放送局 http://movie.pref.kochi.lg.jp/ 

 
 
 

【知的財産の保護と活⽤に向けた⽀援】
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＜こうち地域産業振興⼈材育成塾＞ 
日本の産業構造について現場に密着した研究を進めている、一橋大学大学院の関満博教授 
を塾頭に、県内各地で取り組まれている産業振興の現場を訪問し、そこで感じたこと、考えたこ

とを参加者同士で共有し、高知県の目指す方向や、産業の発展のために自分たちができること

を考える研修会を実施。 
期間：平成 22 年 10 月～平成 23 年 3 月の間に月 1 回（1 泊 2 日）、全 6 回開催 
 ・第 1 回 10/12（火）～13（水） 於：高知共済会館 
    初日は、自己紹介の後、交流会を開催。2 日目は、「地域産業おこしに燃える（仮）」を

題材にしたトークセッションを実施（10:00～12:00） 
     ※トークセッションは、塾生以外の方も聴講可（申し込み不要） 
 ・第 2 回目以降 県内外に直接出向き、研修会を実施 
 

受講資格：地域の産業を元気にしたいと考えている行政及び各種団体の職員、地元金融

機関及び民間企業の社員等で 40 歳未満の方 
受講料：無料。但し交通費(県外研修は除く)、宿泊費、交流会費は各自負担 
募集定員：15 名 
応募締切：9/17（金）17:00 
応募方法：計画推進課ホームページから申込書をダウンロードして、メールで申し込み 

    
＜⼟佐経営塾（地域起業家養成事業）＞ 

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、地域おこしや起業を目指す方

など 20 名を対象に、慶應義塾大学ビジネススクール（慶應義塾大学大学院経営管理研究科）に

よるインターネットを活用したテレビ会議での遠隔授業を実施（5/29～）。 
 

＜異業種交流＆研修会＞ 
県内の 20～40 歳代の方を対象に、産業振興計画の目指すものについて学び意見交換をしなが

ら、県内の様々な業種の方々と交流を深める研修会を実施。 
・第 1 回 8/27（金） 13:00～ 於：高知市文化プラザかるぽーと 11 階 大講義室 

知事による産業振興計画の概要説明や、各分野での意見交換を実施。終了後は交流会を 

開催。 

・第 2 回以降（9/24（金）、10/21（木）、11/19（金）、H23.1/17（月））  

産業振興スーパーバイザー等、各界の 前線で活躍される方を囲んで同様の研修会を 

実施。 

※全 5 回開催予定。 

 

＜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随時派遣 

 
 
 
 

上記の各事業に関する詳細とお問合せ 
  県庁計画推進課ページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/120801/   

計画推進課 人材育成支援担当 TEL：088-823-9742 
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＜各種技術指導等＞ 
（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 
   59 社 75 件（8/13 現在） 

・機械⾦属加⼯特別技術⽀援員による技術指導 
         14 社 14 件（8/13 現在） 

・技術指導アドバイザーによる技術指導  

            15 回（8/13 現在） 
・技術研修開催 

17 コース、461 名参加（8/13 現在） 

 

  （紙産業技術センター） 
・技術指導アドバイザーによる技術指導 
     2 回（8/13 現在） 
 

＜企業が⾏う従業員研修の⽀援＞ 
・⾃⽴創造型⼈材育成セミナーの開催  8/23 高知市（参加人数 24 名） 
・企業が実施する研修への講師派遣  8 月： 2 社（予定）  

 

《今後の主な予定》 
・⾃⽴創造型⼈材育成セミナーの開催 

9/10 高知市（高知地域職業訓練センター） 、10/13,26 安芸市（安芸商工会館） 
 

 ＜農業創造セミナー（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

くための研修を実施。 

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) 高知市文化プラザかるぽーと小ホール 

第 2〜9 回（8 ⽉〜10 ⽉）  講演会や先進事例調査、ワークショップ研修など 
第 10 回（11 ⽉） 「成果会」（⾼知市） 
≪お問合せ：環境農業推進課 TEL：088-821-4532≫ 

 

◆ 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実施 

  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） 

          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 



21
 

 
 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 

・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/ 
・新規⼤卒者等への県内就職⽀援 

県外大学保護者会で高知の就職に関する情報を提供 
8/8 専修大学、8/21 法政大学・青山学院大学 

・⾼校⽣対象の県内企業合同説明会  
7/9  場所：宿毛工業高校 （参加：高校生 99 名、 

企業 5 社（高知西南中核工業団地）） 
7/14  場所：かるぽーと   （参加：高校生 642 名、企業：24 社）  

・造船業界の⾒学会  
7/9  場所：高知市仁井田  （参加：高校生 60 名、企業 1 社） 

 
《今後の主な予定》 

 ・10 月中旬 県外在住の学⽣へ⾼知で働く魅⼒の情報発信と就職情報の提供 
 

◆ 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 116 社、登録求職者 137 人（8/13 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 
・Ｕ・Ｉターン就職相談会の開催 

8/14 高知市（高知会館） （参加者 31 名 参加企業 10 社） 
 

《今後の主な予定》   

・Ｕ・Ｉターン就職相談会の開催 
高知へのＵＩターン希望者とその家族を対象にした相談会 

大阪（ＴＫＰゲートタワービル） ：9/11、11/6 

東京（ＴＫＰ大手町カンファレンスセンター） ：10/23、H23/1/15 

名古屋（アパホテル名古屋錦）: 11/7   

 
◆ 地場企業の振興 

・⾼知県製造業ポータルサイト 
高知のものづくり企業を対象に会員企業を募集中     

     ＵＲＬ：http://www.kochi-seizou.jp/ 
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・商談会・展⽰会 
《今後の主な予定》 

9/15   2010 ⾼知県取引情報交流会 in 岡⼭（岡⼭全⽇空ホテル） 
10/6〜8  第 13 回関⻄機械要素技術展（インテックス⼤阪） 

12 社出展予定  ※高知市との共同出展 
10/27〜30  メッセナゴヤ 2010（ポートメッセなごや） 

7 社出展予定 
 
・ものづくりの地産地消 

8/10   ものづくり地産地消推進事業費補助金採択 6 件 
8/12   ものづくり地産地消推進事業費補助金第二次募集（締切：9/9） 

《今後の予定》 
9/14  ものづくり地産地消推進事業費補助金第二次募集審査会 

 
・モデル発注制度 

H22 年度モデル発注制度公募（9/21 締切） 
 県内中小企業の開発・製造した、新規性・独創性のある優れた物品及び土木関連製

品（技術を含む）を県の機関が必要に応じて購入し、実際に使ってみて評価する取り組

み          

 ≪お問合せ：工業振興課 TEL：088-823-9724≫ 
 

◆ 新エネルギービジョンの策定
7/20  第 1 回「⾼知県新エネルギービジョン策定委員会」 
8/9  委託事業プロポーザル審査会 

《今後の予定》 
・第 2 回策定委員会 9～10 月頃開催   

 産業振興、中山間対策での活用方法の検討 等 

 

◆ 建設業の新分野進出 
 ・地域本部（地域産業振興監駐在所）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 
      ・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 
7/27 幡多地域（幡多土木事務所）：21 社 48 名参加 
7/29 高幡地域（須崎商工会議所）：13 社 36 名参加 

《今後の予定》 
９⽉ 安芸会場、⾼知会場（※）で開催予定＜⽇程調整中＞ 

※物部川、嶺北、高知市、仁淀川の 4 地域の合同で開催 
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◆ 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：144 件、遊休ハウス情報：10 件、求人情報：26 件（8/13 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 ) 
・移住ビジネス協議会の開催（高知市）  

・いきいき移住・交流フェア 2010 
7/14～16 東京ビッグサイト（移住相談 12 名）     

・「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 

：18 名で開講 
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 20 名程度（大阪会場は募集中） 
(お問合せ：環境農業推進課 TEL：088-821-4532 ) 

・「対話と実⾏」座談会（コウチアグリマネジメントクラブ） 
7/28 高知市春野文化ホール（ピアステージ） （参加者 81 名）       
 

《今後の主な予定》    
        9/4   ふるさと回帰フェアＩＮ⼤阪（⼤阪シティホテル） 
       ※9/3 前夜祭パネルディスカッションに知事参加予定 
      9/5   朝⽇Ｕ・Ｉターン相談会（梅⽥スカイビル） 
        9/23   ふるさと回帰フェアＩＮ東京（早稲⽥⼤学） 
    10/9  北海道、中国・四国共同フェア（梅⽥スカイビル） 
 

◆ まとまりのある園芸産地の育成
《今後の主な予定》 

8/26  まとまりのある産地づくり品⽬別推進会議（ニラ）の開催（香南市） 

・県内のニラ生産者・関係者が一堂に会し、技術の交流及び流通・販売に 

ついて検討 

9/17  まとまりのある産地づくり⽣産者交流⼤会の開催（高知市） 

・各産地の優良事例や流通関係者の講演会などによる品目を越えた産地の 

交流 

 
◆ 環境保全型農業の先進的な取り組み

      6 ⽉〜   環境保全型農業推進事業費補助⾦の活⽤により、14 市町村で新たな 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    
7/21,27,28   県内直販所・量販店インショップ等を対象に、安⼼係の養成研修を実施 
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7/31〜  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〉にて、 
全国⼀の⾼知の環境保全型農業を紹介 
（東京：7/31,8/28,9/4,18、大阪 10/3,31） 

8/5  農業⼤学校研修課営農公開講座で『全品⽬でできる IPM 技術』講演 
講師：環境農業推進課 

8/10  よさこい祭りにて、県⽴農業⼤学チームに駐⽇オランダ王国⼤使館関係者が 
友情参加 

8/25  ⿊潮町（ＪＡはた⼤⽅⽀所）にて『オランダの最新農業と⾼知の環境保全型 
農業』講演 

講師：環境農業推進課 

 
《今後の主な予定》 
8/29〜9/5  オランダ最新農業技術短期研修の実施 

・県内の農業者 11 名、農大生 14 名を含む 46 名でウェストラント市内の 先端 
企業等を訪問し交流・研修を実施 

8/31   環境保全型ＰＲ⽤学習教材 DVD が完成 
・9 月から、県内の全小学校に配布するとともに、全国一となっている高知の環 
境保全型農業の取り組みを、出前授業等で地元の子どもたちに広く知ってもら 

             う 
9/21  ⾼知県⾼坂学園⽣涯⽼⼈⼤学にて、⾼知の環境保全型農業とオランダ農業の   
   講演会を実施 

10/11〜29  ⽣物多様性交流フェアへの出展 
・今年（2010 年）は、国連が定めた生物多様性年。愛知県で開催される COP10
の関連イベントの交流フェアで、土着天敵利用など世界的にも珍しい高知の

環境保全型農業の取り組みをＰＲ 
10/16〜20  オランダ・ウェストラント市から市⻑ほか園芸関係者が来⾼。県内の⼤規模法 

⼈農家や農業関係企業、農技センター、⾼知⼤学等を訪問し交流を実施 
10/18：尾﨑知事とファン・デル・タック市⻑により、昨年 11 ⽉に調印

した友好園芸協定をさらに⼀歩進める形で調印式を開催 
〈場所：牧野植物園〉 

10/19：平成 23 園芸年度⾼知県園芸品販売推進⼤会にて、⾼知県－ 
オランダ・ウェストラント市友好園芸農業交流１周年記念⾏事
を開催〈場所：県⺠体育館〉 

 
◆ 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（4～6 月計 16 回、7,8 月計 10 回） 
   ・ 中⾷・外⾷等業務での需要拡⼤に向けた取り組み 

7/12～8/31  イタリア料理惣菜（「ANTONIO’S DELI」 7 店舗）での高知フェア（首都圏） 
7/20～8/31  椿山荘内レストランでの高知フェア 
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◆ 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 

7/3～4 マルエツ越谷レイクタウン店〈埼玉〉 

 

◆ 県特産物の認知度向上と販売拡⼤
・ 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/ 
・ 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 月末現在） 

⇒ 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 340 店） 

      ・ 早期⽶トップランナー“南国そだち”の 22 年産作柄懇談会（7/30） 
  新米のお披露目、試食会：知事室 

・ 「よさこい祭り」を活⽤した県産⽶ＰＲ活動（8/8～12、とさてらす） 
対象：県外からの来場者 

内容：“南国そだち”の新米試食宣伝（計 3,000 個）及びアンケート調査を実施 

土産用として 1kg 袋（少量包装）を販売 

 
《⾸都圏新アンテナショップ「まるごと⾼知」オープニングフェア》 

8/21〜22  土佐茶のＰＲプレゼント配布 
8/23〜25  土佐はちきん地鶏加工品のプレゼントＰＲ、ソーセージの試食販売 

8/26〜28  土佐ジロー卵のプレゼントＰＲ 

8/28,29  新米試食、香米のプレゼント配布 
8/29〜31  ユズや土佐茶ミルク、リープルの試飲、レシピ配布ＰＲ 

      

◆ 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、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、計８⽇間の研修を実施 
 

 

【詳細 2 ページ】 
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◆ 副業型林家の育成⽀援 
・ H22.9 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を実施予定 
  

◆ ⽊材加⼯基盤の強化 
・ 製材品の品質の向上 

ＪＡＳ認定工場の拡大に向けた普及およびＪＡＳ等性能表示木材の流通促進 

・ ⾼知県⽊材協会との懇談会の開催 
 

◆ 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 
    ・ トレーサビリティーによるブランド化の推進 

（⾼知県産⽊材トレーサビリティー仕組みづくり検討委員会） 
       ワーキングの開催（5/6、6/2、6/22、8/5） 

 県外のトレーサビリティー認証制度の事例調査（7/12～13） 
 

◆ 県産⽊材の外商対策 
     ・ ⼟佐材流通促進協議会部会の開催 
     「邸別販売、セミナー部会」（7/1、7/29、9/2） 

「ロット販売、展示会部会」（7/1、8/3、8/26） 
・ 流通拠点の設置と活⽤ 

関東に流通拠点を設置し、運用を開始（7/17～） 
・ ⼟佐材セミナーの開催予定 

東京セミナー（首都圏新アンテナショップ「まるごと高知」：9/15） 
大阪セミナー（土佐産直サテライトセンター「とさ千里」：9/22） 
名古屋セミナー（会場未定：10/6） 

 
◆ 未利⽤森林資源の有効活⽤ 

・ ⽊質ペレット等の⽣産体制の整備と⽊質バイオマスボイラーの普及 
    ・ 県内関連事業者でネットワークを設置 
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◆ オフセット・クレジット（J-VER）の販売 
・公益社団法⼈⾼知県森と緑の会等が年賀はがきのカーボン・オフセットの取り組みに

活⽤（7/27 契約） 
販売実績（H22.7 月までの累計）3,036ｔ-CO2  （12 社+個人）  

    ・⾼知県Ｊ－ＶＥＲ制度による森林管理プロジェクト２件が登録 
環境省のＪ－ＶＥＲ制度に準拠した高知県Ｊ－ＶＥＲ制度による県内の森林を対象とした森

林管理プロジェクトについて、津野町、中土佐町の申請分を登録（7/5） 
 

◆ 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 

   URL 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)  
(82 店舗登録（7/31 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 39 回（7/31 現在）) 

・ ⾼知県漁協が県内量販店 2 社に県産⽔産物を直接供給 
・ ⾸都圏での県産⽔産物のＰＲ 

① 「スーパーよさこい 2010：原宿表参道」における県産水産物のＰＲ（8/28,29） 

②首都圏新アンテナショップ「まるごと高知」における、「まるごとかつおフェア」の開催

（9/4～9/10） 

1 階 「とさ市」でのカツオのタタキ試食（9/4,5）  

2 階 「TOSA DINING おきゃく」にて、かつおを使ったメニューをフェア価格で提供 

・ 消費地市場・産地交流会の開催 
大阪市中央卸売市場を県内産地市場関係者が訪問し、交流会を実施 
（10 月予定） 

 
◆ 漁業の担い⼿確保 

    ・ 6 月に新規漁業就業者支援事業（漁業技術の習得研修）の審査会が開催され、7 月から新

たに 4 名が研修を開始（合計 13 名が研修中） 

 

【詳細 2 ページ】 


