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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）
     8/31,9/1 第 5 回推進本部会議 

これまでの取り組みについての検証等 

        9/15  第 6 回推進本部会議 
              第 1 回フォローアップ委員会（9/22）の進め方等についての協議 
 

◆ 地域本部（産業振興推進地域本部）
地域アクションプラン（240 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）、 
高知市地域（4/22、8/25）､嶺北地域（4/23、6/7、7/16、8/26、10/8）､ 
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 

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、9/18）、仁淀川地域（7/28、10/12）、幡

多地域（7/29） 

 

◆ 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 回会議の開催は次のとおり 

【連携テーマ部会】  9/3 
【専門部会】  農業（9/7）、林業（9/6）、水産業（9/7）、商工業（9/8）、観光（9/8）   
【地産外商推進協議会】   9/10  
【地域アクションプランフォローアップ会議】 

安芸（9/9）、物部川（9/6）、高知市（9/6）、嶺北（9/2）、仁淀川（9/3）、高幡（9/6）、 
幡多（9/7） 

【フォローアップ委員会】   9/22   
※取り組み状況や今後の施策拡充のポイント等について協議のうえ、了承いただいた 

 
お問合せ：計画推進課（TEL 088-823-9049）  

H22.10.29 
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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 

◆ 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 
 

・売上等の状況（8/21〜10/20） 
＜物販＞ 

来店者数：170,858 ⼈、レジ通過：52,601 ⼈、売上：58,187,629 円 
＜飲⾷＞ 

来店者数：14,004 ⼈、売上：34,865,744 円 
＜合計＞ 

来店者数：184,862 ⼈、売上：93,053,373 円 
 

・レストラン「ＴＯＳＡ ＤＩＮＩＮＧ おきゃく」の営業時間変更（10/1~） 
ランチをゆっくり食べたいというお客様の声等を反映し、ランチタイムを延長 

変更後の営業時間：       ※LO：ラストオーダー 
＜平⽇＞  

ランチ      11:30〜15:00/LO 14:30 
ディナー    17:30〜23:00/LO 22:00 ドリンク 22:30 

＜⼟・⽇・祝＞ 
 ランチ       11:30〜15:30/LO 15:00 
ディナー      17:30〜22:00/LO 21:00 ドリンク 21:30 

※ランチとディナーの間はクローズとなります 

      
《最近の主な実績等》 

＜試⾷会等＞ 
 9/7 ⽇本酒の試飲会 
 9/15 ⼟佐材のセミナー 
 9/28 はちきん地鶏のセミナー 

 
＜フェア等＞ 

 9/18,19 カツオの試⾷販売 
 9/25 お寿司（焼鯖棒寿司等）の限定販売 
 10/2,3 四万⼗町産お菓⼦（栗の和菓⼦）の店頭販売 
 10/9,10 新⾼梨、四⽅⽵の試⾷販売 
 10/16 お寿司（焼鯖棒寿司等）の限定販売（当⾯の間、毎週⼟曜⽇に実施） 
 10/16,17 ⽔晶⽂旦、新⾼梨の試⾷販売 
 10/23,24 ⽔晶⽂旦、新⾼梨の試⾷販売 
 10/29,30 嶺北産お菓⼦（⽶粉の洋菓⼦）の店頭販売 

 
酒蔵による地酒の店頭試飲販売 随時実施 
テストマーケティング 9 ⽉：11 商品、10 ⽉：６商品 
（事業者による店頭での試⾷等も適宜実施） 
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・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 

 
◆ ⼀般財団法⼈ 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 
・「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 

 
●県外への販路開拓・販売拡⼤に取り組む商品の基準 

県と公社は、「まるごと高知」で販売する商品や、県と公社が協働で販路開拓、販売拡

大に取り組む商品に関する基準及び条件等を改正（平成 22 年 9 月 24 日付け） 

（主な改正事項） 

（1）「事業（生産）者の基準」、「商品の基準」、「取扱の諸条件」、「その他」の４ 項目

に見やすく再整理 

（2）取り扱う商品の基準として農畜産物と加工品を区別して明示。青果物について

は品質・衛生管理や仕入れ条件等を明記（それに伴い青果用の提案書様式を

新設） 

（3）加工品についても、卸業者を通じた仕入をお願いする場合がある旨を明記 

（4）「まるごと高知」で販売する商品は、店舗スペースや需給バランス等により総合

的に判断されるため、取扱基準等を満たしていても発注されるとは限らない旨を

補足 

詳細は、公社ホームページに掲載 
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、高知県地産外商公社、㈱四国銀行、㈱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

機会を提供し、販路開拓・販売拡大を支援 
出 展：96 事業者 

 

【商談会等】 
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・「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

まる国内最大の展示・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 
         出 展：13 事業者 

出展に対する後援：㈱四国銀行 
    ※出展者事前セミナー（販路拡大に関する講演、商品個別アドバイス等） 

  第 1 回 9/16、第 2 回 10/19、第 3 回 12/10 
 

◆ 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（5/23）、物部川（5/9）、 高知市（5/25）、嶺北（5/15）、仁淀川（6/24）、 
高幡（6/1）、 幡多（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 第 39 回ふるさとまつり」（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「産業成長戦略」、「地域アクションプラン」に分

け、県民の皆さんの目に見える形で分かりやすく紹介 

         日時：10/29（金） 10:00～17:00 

30（土） 9:00～17:00 

31（日） 9:00～16:00 

         場所：高知市鏡川河畔 みどりの広場 

主なイベント：中央ステージによる特産品の紹介、「スーパーバンド」ミニライブ、 

                  産業振興計画ブースによるスタンプラリー  ほか 

         

◆ 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） 
毎月：地域の取り組み紹介シリーズ 

・ 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  

【広報紙】 
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・ 県外向け 県産品広報紙「ちゃお！⾼知」 
9 月号は、「まるごと高知」の紹介、「高知が好きじゃき！通信ｖｏｌ．１」歴ドル美甘子さん

県産品おすすめベスト 3 など 
（参考）高知まるごとネットでも閲覧可能 
 

・ 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、平成 22 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/ 
 

・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〜） 

・平成 22 年度採択：46 件（うちステップアップ事業 6 件） 
 

     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）》 
 

◆ 地産地消・外商戦略 

《最近の主な実績》 
＜⾸都圏＞ 

8/28,29  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 
9/1〜10/15  新横浜プリンスホテル 「秋のグルメフェア 坂本⿓⾺ゆかりの地を 

訪ねて」 
四国・九州の坂本龍馬ゆかりの地の郷土料理を提供 

 

 

◆ 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】 

【⾼知フェア等】
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      9/15〜20 銀座マロニエゲート ⾼知フェア 
                 マロニエゲート各レストランにて、高知県食材を使った各種メニューを数

量限定で提供 

9/17〜26  イオンレイクタウン mori（越⾕）にて「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」 

9/21〜27  プランタン銀座 「プランタン銀座×⾼知県 坂本⿓⾺のふるさと⾼知を⾷
す」 

プランタン銀座フーズフロアの各ショップ・館内レストランにて高知県の食材

を使用した限定メニューを提供 

＜関⻄＞ 
4/30～9/18   阪神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 

     10/21〜26   ダイエー甲⼦園店  「⾼知県特産品フェア」 
㈱四国銀行との共催。高知県内食品加工業者等 10 社が出展 

＜中部＞ 
10/16,17  名古屋まつり 

観光 PR、県産品販売 

 ＜その他＞ 
    9/9 サークルＫサンクスと⾼知県との包括協定１周年記念商品発売 

㈱サークルＫサンクスは、高知県との「連携と協力に関する包括協定」１周年を記念

して、高知県産の食材を使用したオリジナル商品を販売 

  例： 「オーロラソースのチキン南蛮丼」、「どでかおむすび（からあげマヨ）」、 

「ぼうしぱん（黒糖）」 

 

《現在開催中のもの》 
＜⾸都圏＞ 
10/1〜11/31  ホテル⻄洋銀座 「こじゃんと旨い！⼟佐・⿓⾺を知るフェア」 

広田総料理長（観光特使）による企画で、高知県食材を使ったメニュー提

供。10/30 には「城西館」とのコラボレーションディナーなどを開催 

＜関⻄＞           
9/1〜10/31  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」、コーヒーハウス「コルベーユ」、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」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 ⾼知フェア 
鉄板焼「逢阪」、和食・懐石「家伝」、中国料理「大湖苑」にて高知県食材

を使ったメニュー提供 
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10/1〜11/30  ホテルオークラ神⼾ 「⿓⾺フェア〜⿓⾺を巡る美味の旅〜」 
鉄板焼「さざんか」、カフェレストラン「カメリア」、和食堂「山里」、中国料理

「桃花林」、フランス料理「レストランエメラルド」、「テラスレストラン」、「メイン

バーエメラルド」にて高知県食材を使ったメニュー提供 

10/1〜11/30  ⼤阪リバーサイドホテル ⾼知フェア 
レストラン「スカイレインボー」にて高知県食材を使ったメニュー提供 

 
《今後の主な予定》   

    ＜⾸都圏＞ 
11/17～23  さいか屋川崎店 「四国の観光と物産展」 

11/29,30  第⼀ホテル東京シーフォート 「⿓⾺のふるさと⾼知 うまかもん祭り」 
高知県の郷土料理フェア 

＜中部＞ 

11/18〜21  アピタ名古屋空港店 ⾼知フェア 
県産品販売、観光 PR               

・ 「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。各市町村から集め   
た県産品は約 1,950 アイテム（店内販売は約 900 アイテム（10/15 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） 
 
   《主なイベント》 
       9/4〜30  「福⼭雅治 坂本⿓⾺ 写真と辿る展」の開催：てんこす２F 
      10/2〜11  「お⿓ 真⽊よう⼦写真展」の開催：てんこす 2F 
 
   《今後の主な予定》 

・コミュニティ事業 講座の開催 
アンチエイジングでいつまでも若々しく（毎⽉第４⽉曜⽇ 11:30〜13:30） 

11/22 「おいしく減塩 ⾼⾎圧予防」 
12/27 「腸を元気に 腸内環境改善の⾷事」 

ママ友つくって離乳⾷を学ぼう（毎⽉第３⾦曜⽇ 13:00〜15:00） 
11/19 秋だ、お芋の出番です。「秋野菜をつかった離乳⾷」 
12/17 もうすぐお正⽉「みんなが集まるときの離乳⾷の与え⽅」 

     ・その他イベント 
        12/5  こじゃんと⽂化祭 
       12/24 ナイトバザール 

 

【⾼知市内でのアンテナショップの設置】
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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 

 
〈海外商談会等の実施〉 

 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 

ＩＮＡＰフィリピン経済ミッション 
 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) 

県内事業者３社が出展し、建設機械等の販路拡大に挑戦 

 H23.2/16～22 ⾹港そごう⾷品フェア（募集終了） 
 
お問合せ：地産地消・外商課（貿易振興担当）  TEL 088-823-9752 
 

・ 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 

 梅原 真氏    （梅原デザイン事務所 代表） 
 山本 謙治氏  （㈱グッドテーブルズ 代表取締役） 
 堀 知佐子氏  （管理栄養士、食生活アドバイザー、調理師） 
 武市 智行氏  （㈱武市コミュニケーションズ 代表取締役） 
 藤井 雅俊氏  （メディアラグ㈱ 代表取締役） 
 熊谷 喜八氏  （㈱フードアトリエ 代表取締役社長） 

 
 
 
 

【海外への地産外商に挑戦】 

【全国への情報発信】 

【関⻄圏での地産外商の充実】
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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 

・ 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/ 
 

・ 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～11 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） 

10/18,19            〃            （第 2 回目：18 社） 

 
・ ⾷品加⼯⽣産管理⾼度化研修の実施 

①食品安全総論（9/7） 
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） 申込期限 11/1 
⑤防虫防そ管理と施設サニテーション（12/9）  
⑥食品表示と食品関連法（11/16,17 その他 2 回：日程未定） 

           
〈⾼知県⾷品産業協議会〉 

7/9～  県内⾷品企業への商品開発（改良）⽀援を実施 

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、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実施中（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：食品表示に関する助言、勉強会の開催 

            

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 088-823-9704） 

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

【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】 （10/27 現在） 

メイン会場（高知・龍馬ろまん社中）：       52 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）：      9 万人突破（目標：10 万人） 
梼原会場（維新の道社中）：             8 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）：  6 万人突破（目標：5 万人） 
4 社中合計：                     76 万人突破 
とさてらす（高知観光情報発信館）：      116 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） 

7 月 +24.2%   8 月+14.3%（速報値） 
 （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～9 月+64.8%（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 

大阪・名古屋（9/21,22）、東京（10/18,19）、長崎・熊本・福岡（10/23～25） 
※今後の予定  岡山・広島（10/31,11/1）、香川・愛媛（11/23,24） 

・  ｢⼟佐・⿓⾺であい博｣ラッピングバス運⾏（現在計 17 台） 
・ ANA「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～H22.11 月末） 
10/23   ANA「龍馬伝」ラッピングジェットで高知・長崎チャーター便運航 

・ 「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～H12.12 月 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版カラー両面でコンパクトにエリア別の情報を紹介  
新 24 プランの作成（11 月初旬） 
（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)         

 
 

【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 

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。 

       8/28〜30   プレスツアー（中部・⻄部） 
8/30〜9/2   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） 

8/31  ⼟佐・⿓⾺であい博公式ガイドブック Vol.4 発⾏ 
10/29  ⼟佐・⿓⾺であい博公式ガイドブック Vol.5 発⾏ 

 

・ 藤澤総合アドバイザーによるインストラクター研修           
9/15～18  四万十町まちあるき ほか（参加者 103 名） 

10/15～18  塩の道ウォーキング ほか（参加者 59 名） 
 

10/20 あったか⾼知。秋のおもてなし⼀⻫清掃 
県内 34 市町村 75 か所（参加者約 2,000 名） 

《今後の主な予定》    

藤澤総合アドバイザーによるインストラクター研修（11/17〜20、12/1〜4） 
⾼知⿓⾺空港総合案内所リニューアルオープン（12 ⽉中旬） 

          案内所入口にアーチを設け観光客にアピールすると共に、パンフレットのラックの新設や龍馬

像との写真撮影ポイントを設置 

 

 《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」 
URL  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 TEL 088-820-1115 で予約受付） 
10/16〜11/28  桂浜の⿓⾺像の隣に展望台を設置「⿓⾺に⼤接近」 

              ※雨天や強風時は、中止する場合あり 
 

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

を参照 
 

県内各施設にて開催 

【イベント】 

【受⼊態勢の充実】

【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 

7/17〜H23.1/10 「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/ 
    10/8〜11/23 企画展「幕末維新⼟佐庶⺠⽣活誌」 

                場所：県立歴史民俗資料館         

       
《今後の主な予定》 

・⿓⾺⽣誕記念イベント 
＜メイン会場 イベント広場＞ 

11/13〜11/15 メイン会場に⼊場した⽅で、名前に「⿓」または「⻯」がつく⽅に 
        記念品をプレゼント 

     11/14  「なりきり⿓⾺仮装コンテスト」  
龍馬になりきって、特技を披露していただき、グランプリ、準グランプ

リの方に記念品をプレゼント 

※その他、よさこい鳴子踊りや鍋のふるまいなどを実施 

     ＜⿓⾺の⽣まれたまち記念館＞ 
            11/13 お茶の接待 ※お菓子がなくなり次第終了 
            11/15 龍馬座像除幕式、ライスカレー・長次郎まんじゅう提供、記念品プレゼント

（なくなり次第終了） など 
                    《お問合せ：龍馬の生まれたまち記念館 TEL 088-820-1115》 
    ・⾵になった⿓⾺ vol.2 シンポジウム 

（11/14 19:00〜 場所：⾼知市⽂化プラザかるぽーと） 
      21:00 からのトークショーに尾﨑知事がパネラーとして参加 

    ・上川隆也さんトークショー（11/16 場所：北川村村民会館） 
       タイトル「中岡慎太郎を語る」 

        受付期間：10/8～30（村内 200 名、村外 150 名先着順） 
        申込方法：往復はがき（インターネット、電話、当日受付不可） 

お問合せ：中岡慎太郎先生顕彰会事務所 TEL 0887-38-2413   
・キャンドルナイト 2010 ⼟佐ゆめ灯り（11/20〜12/25） 

高知会場 高知城（12/17～25）  
 メイン会場（12/18） 

安芸会場（12/11～12） 
梼原会場（11/27） 
土佐清水会場（11/20～23） 

・来場者プレゼント 
12/1〜 メイン会場の⼊場者、先着 3 万⼈に記念品（ストラップ）をプレゼント 

      「龍馬伝」放送終了後、「龍馬博」終幕に向けたプレゼント企画 
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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

博関連事業の推進等について、精力的に検討中 
9/17  第 5 回ポスト龍馬博推進委員会 

10/22  第 6 回ポスト龍馬博推進委員会 
 
   ・「志国⾼知（しこくこうち） ⿓⾺ふるさと博」の開催が決定 
           期間：H23.3/5～H24.3/31（予定） 
                ＪＲ高知駅前に新パビリオンをオープン（とさてらすに併設） 
           主なイベント（予定） ・龍馬のふるさと志の偉人伝 
                        ・龍馬のふるさと花絵巻 
                              ・龍馬のふるさと食まつり 
                        ・龍馬のふるさとまるごと体験 
    ・「志国⾼知 ⿓⾺ふるさと博」⽂字デザインの募集 
        受付期間：10/22～11/1 
        賞金    ：最優秀賞 30 万円、優秀賞 3 万円 

お問合せ：観光政策課「志国高知 龍馬ふるさと博」ロゴマーク係 
                  TEL 088-823-9708  FAX 088-823-9256 
                  URL http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/020101/ 
 

《今後の主な予定》 
11/18  第 7 回ポスト龍馬博推進委員会 

 
◆ 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 
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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 

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/ 

10/1～H23.3/31  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 
  金・土・日・祝日 （12/27～1/6 は除く。3/18～3/31 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） 
 

◆ 国際観光の推進(インバウンド対策)
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） 
10/8〜10  韓国⼥性ファッション雑誌の取材（天狗⾼原ほか） 

10/15  タイ公共放送局の⿓⾺関連施設の取材（⿓⾺伝放送のプロモーション 
    番組制作、坂本⿓⾺記念館ほか） 

 
  ・⼤河ドラマ「⿓⾺伝」台湾・韓国・タイでの放送決定 
         放送予定日:台湾 11/15～、韓国 2011.1 月～、タイ 2011.2 月～ 
 
《今後の主な予定》 

11/25  国際観光受⼊フォーラム・分科会の開催 
12/15〜17  台湾へのプロモーション活動 

            台北、台中での商談会及び航空会社、マスコミ等への訪問活動 
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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 

◆ その他の取り組み 
   ・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」 

（前期募集 8/6～9/30、後期募集 10/28～12/12） 
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 

10/28～11 月中旬  前期応募分の一般投票 
11/26  前期審査結果公表 

URL http://www.kochi100kei.jp/ 
  ・⾜摺海洋館 35 周年 シンボルマークの募集 

 受付期間：10/1～11/30 
 賞金    ：10 万円（副賞として土佐清水産品 35 品） 
 お問合せ：高知県立足摺海洋館 
           TEL 0880-85-0635  FAX 0880-85-0650 
            URL http://www.kaiyoukan.jp/ 
 

 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 
 9/1 ANA グループ機内誌「翼の王国」9 ⽉号 路⾯電⾞すごろく散歩第 5 回に、 

「⼟佐電氣鐡鉄道」掲載 
 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 
 9/18,19 ふくこいアジア祭り 2010：福岡 
 9/20 ハシビロコウの命名式（県⽴のいち動物公園） 

      とと（オス）  ささ（メス） 

 9/27 JAL グループ機内誌「SKY WARD」10 ⽉号 「まるごと⾼知」紹介記事掲載 
 

《今後の主な予定》 
 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 
 11/3 県⽴のいち動物公園開園記念イベント（19 周年）の実施 

   「青春アカペラ甲子園全国ハモネプリーグ」で優勝した人気アカペラグループ 

「Ａ－Ｚ（アズ）」によるコンサートや、土佐・龍馬であい博の人気キャラクター 

の着ぐるみによるパレードなど 

 12/19,23 県⽴のいち動物公園 動物園の Xmas デイ 
12/19（日）  動物たちに飼育員特製のクリスマスケーキをプレゼント 
12/23（木）  サンタとトナカイに扮したポニーがパレードし、子どもたちにプレ

ゼントを配る 
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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 

◆ 全国⽣涯学習フォーラム⾼知⼤会 まなびピア２０１０          
キャッチフレーズ：〜まなび愛 つなげ⿓⾺の「志」〜   

期間：11/20〜22（3 ⽇間） 
⼤会期間中、県下各会場で「まなび」に関する各種イベントを開催 
※市町村主催事業・広域事業実施期間 6 月～11 月末（約 6 ヶ月） 

  詳細は、下記ホームページ参照 

11/20  総合開会式 会場：高知市文化プラザかるぽーと 

11/20〜21  全国⽣涯学習情報発信市、体験ひろば、地産外商・⾷育展 
団体・企業の多彩な学習情報、学びの成果のブース展示や実際に体験す

るコーナーを設け、全国の方々との交流を図る。また、地元食材を使った料

理を味わいながら高知の食文化を学んでいただく   
会場：高知ぢばさんセンター 

⽂化・芸術ライブステージ  
高知県高校総合文化祭とのコラボレーションによる高校生の舞台発表や県

内各地の伝統芸能などを披露 
会場：県立追手前高等学校多目的ホール 

11/20〜22 テーマ別フォーラム 
高知大会では、４つのテーマを設定。県内各地でフォーラムを開催し、本県

の取り組む姿勢を全国に発信 
○環境フォーラム：黒潮町 
○地域再生フォーラム：田野町 
○地域コミュニティフォーラム：高知市・南国市 
○人材育成・キャリア教育フォーラム：香美市・高知市 

11/22 閉会式 会場：県立美術館ホール  

 
《お問合せ：全国⽣涯学習フォーラム推進課 TEL 088-821-4661》 

URL http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/ 

 
◆ 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 15 件（食品 7 件、天然素材 2 件、 

健康福祉 4 件、 環境 2 件）   （10/25 現在）  
 9/2 平成 22 年度第 4 回環境産業研究会（高知市） 
 9/14 事業化プラン（天然素材分野）認定審査会：1 件認定 
 9/17 事業化プラン（食品分野）認定審査会：1 件認定 
 9/24 研究会発事業化支援事業費補助金審査会 
 10/4 平成 22 年度第 4 回天然素材研究会（高知市） 
 10/14 平成 22 年度第 4 回食品産業研究会（高知市） 
 10/15 平成 22 年度第 5 回健康福祉産業研究会（高知市） 
 10/20 事業化プラン（食品分野）認定審査会：1 件認定 
 10/28 研究会発事業化支援事業費補助金審査会 
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《今後の主な予定》 
 11/4 平成 22 年度第 6 回健康福祉産業研究会（高知市） 

 11/25 研究会発事業化支援事業費補助金審査会 

 12/9 事業化プラン（食品分野）認定審査会 

 12/20 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」 
 8/31 第１次研究会発事業化プラン（コンテンツ）募集締切 
 9/8～9/15 研究会発事業化プラン（コンテンツ）認定審査   
 9/30 研究会発事業化プラン（コンテンツ）第 1 号認定 

 ※募集要領を一部改正し、随時募集中 

募集要項等 URL  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141701/ 
                             
 9/10 第 1 回⾼知コンテンツコンテスト TSUTAYA 賞作品のブックカバー 

配布開始（県内 TSUTAYA 全店舗（書籍販売を⾏っていない店舗を除 
く）） 
 TSUTAYA 賞 「ひかるもの」（作者：徳平瑤子） 

 10/13～15 東京コンテンツマーケット（東京ビッグサイト）に「第１回⾼知コン 
  テンツコンテスト」優秀作品（３作品）の出展 
            商談成立に向け、県がサポート 

 
《今後の主な予定》 

 11/12 「平成 22 年度著作権セミナー」（参加申込締切済）  
場所：高知電気ビル本館 8 階ホール 
内容：「著作権基礎講座」 

「コンテンツビジネスにおける知的財産の活用」 
 

・ 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 

 第 1 次採択（派遣先）：3 件（四万十農業協同組合、高知はた農業協同組合十和支所、 

高知県漁業協同組合） 

専門家の派遣を希望する市町村や団体を募集 

（第 2 次募集  応募締切 10/25、11 月下旬頃に第 3 次募集を開始予定） 
詳細は、新産業推進課ホームページに掲載 

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

【知的財産の保護と活⽤に向けた⽀援】
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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 

◆ 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 
10/13 からステップ 1（基礎編）後期の募集開始（内容は前期と同じ） 
 

テーマ 講  師 ⽇  程 

第 1 回 
ものづくりの 

イロハ 

株式会社タマノワ 

代表取締役 玉沖仁美氏

12 月 1 日 高知市 春野文化ホールピアステージ 

12 月 2 日 四万十市 四万十市立中央公民館 

12 月 3 日 香南市 夜須中央公民館 

第 2 回 
21 世紀の 

産地づくり 

株式会社富士通総研 

理事 臼井純子氏 

12 月 8 日 高知市 春野文化ホールピアステージ 

12 月 9 日 四万十市 四万十市立中央公民館 

12 月 10 日 香南市 夜須中央公民館 

第 3 回 
ビジネス基礎力

養成講座 

寺本経営コンサルタント

事務所 

代表 寺本毅彦氏 

平成 23 年 1 月 13 日 高知市 春野文化ホールピアステージ

平成 23 年 1 月 19 日 四万十市 四万十市立中央公民館 

平成 23 年 1 月 20 日 香南市 夜須中央公民館 

※ 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 URL  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/ 
 

・ステップ 2（応⽤・実践編） 募集終了 
9/6 開講式  全 5 回開催 18 事業者が 2 クラスに分かれて受講 

・「商品の開発」  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 
 

＜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（募集終了） 
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 10/12,13  場所：高知共済会館      
 ・第 2 回 （11/17,18）以降  県内外の実際の現場における研修 

    
＜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（5/29～10/16：参加者 20 名） 
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＜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 
毎回、講演とグループディスカッションの２部構成 
講師は、産業振興スーパーバイザー等、各界の最前線で活躍される方が担当 
《実施済み》 
・第 1 回 8/27   産業振興計画の概要説明、テーマ別説明会＆意見交換会 など 
・第 2 回 9/24   テーマ：食品加工  講師：熊谷喜八氏（産業振興スーパーバイザー） 
・第 3 回 10/21  テーマ：地産地消・外商 

 講師：山本謙治氏、梅原真氏（産業振興スーパーバイザー） 

    《今後の予定》  

・第 4 回 11/19  場所： 高知共済会館（申込受付中） 

        テーマ：（仮）観光 講師：沢登次彦氏（㈱リクルートじゃらんリサーチセンター長） 

・第 5 回 H23.1/17  場所：高知城ホール（申込受付中） 

         テーマ：（仮）新産業創出 講師：藤井雅俊氏（産業振興スーパーバイザー） 

 

＜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 

事業者等の申請延べ 43 件に対して、延べ 83 回アドバイザーを派遣（10/20 現在） 
 
 
 
 
 

 
＜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 

 78 社 103 件（10/13 現在） 

・機械⾦属加⼯特別技術⽀援員による技術指導 
 20 社 21 件（10/13 現在） 

・技術指導アドバイザーによる技術指導  

 22 回（10/13 現在） 
・技術研修開催 

 18 コース、480 名参加（10/13 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 

 3 回（10/13 現在） 
 
 
 

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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＜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（定員：約 20 名）   

 8/23 高知市（参加人数 24 名） 
 9/10 高知市（参加人数 26 名） 
 10/13 安芸市（参加人数 5 名） 
 10/26 安芸市（参加人数 10 名） 
 12/7 四万十市 

・企業が実施する研修への講師派遣   

8 月：2 社、9 月：2 社 
 

＜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  高知市文化プラザかるぽーと 

第 2～3 回   「ものづくりから地域のブランド力」（先進地事例調査+ワークショップ研修） 
8/3,4  馬路村農業協同組合 

第 4～5 回   「食・環境を生かした住民力の発揮」（先進地事例調査+ワークショップ研修） 
9/8,9  道の駅 四万十とおわ 

第 6～7 回   「農と食を生かす 6 次産業化と地産地消」（先進地事例調査+ワークショップ研修）   
9/21,22  長崎県おおむら夢ファーム シュシュ 

第 8～9 回   「活性化計画作成研修」 
10/18,19  南国市農業技術センター 

第 10 回   「成果発表会」（成果報告+講演） 
11/18  高知市高新文化ホール 

《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 

  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 

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（21 名 10/12 現在） 
     ・⾼校⽣のフォローアップ講習会の実施 

外部講師を招へいして、ビジネスマナーなどの講義や個別実習等を継続的に行い、企

業が求める人材育成を図るとともに、早期の就職内定を目指す 

 対象：主に３年生の就職未内定者及び１・２年生の生徒 

         10/4～12/17      高知会場① （22 回で構成） 
         10/2～12/11      高知会場② （11 回で構成）、中村会場 （11 回で構成） 
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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 

・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 
        10/3  インターンシップ事後セミナー 場所：高知城ホール 

（参加：大学生 83 名、企業 15 社） 
10/25  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 

※DM（就職説明会、ＨＰなどの紹介チラシ・クリアファイル）発送 
・新卒者就職応援本部会議   

10/12  第 1 回開催  場所：高知労働局 

新卒者等の就職支援に関係機関・団体が連携して取り組むことを確認  
・地域産業担い⼿⼈材育成連携推進委員会   

10/14  第 2 回開催  場所:こうち勤労センター 

事業の進捗状況の確認、次年度に向けた課題の検討 
 
《今後の主な予定》 

・第 1 回⾼校⽣就職⾯談会（11/15） 
・⼤学⽣の U ターン就職セミナー  

大阪（梅田スカイビル）11/27, 12/11 
東京（竹橋パレスサイドビル）11/28 
東京（秋葉原コンベンションホール）12/12 
 

◆ 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 125 社、登録求職者 176 人（9/30 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 

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 

9/11  大阪（TPK ゲートタワービル） （参加者 29 名） 
10/23  東京（TPK 大手町カンファレンスセンター） （参加者 32 名） 

    《今後の予定》   

11/6  大阪（TPK ゲートタワービル）  
11/7  名古屋（アパホテル名古屋錦） 

H23.1/15   東京（TPK 大手町カンファレンスセンター）  
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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 
・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/ 
・商談会・展⽰会 

9/15   2010 ⾼知県取引情報交流会 in 岡⼭（岡山全日空ホテル） 
      参加企業数（県外発注企業：13 社  県内受注企業：24 社） 

10/6〜8  第 13 回関⻄機械要素技術展（インテックス大阪） ※高知市との共同出展 
11 社 2 団体が出展   

     10/27〜30  メッセナゴヤ 2010（ポートメッセなごや） 

6 社 1 団体が出展 
・ものづくりの地産地消 

         平成 22 年度ものづくり地産地消推進事業採択件数 10 件（10/12 現在） 
（ステップアップ事業：3 件、試作開発事業：7 件） 

9/30   第 2 次採択：4 件 
9/30   第 3 次募集開始（締切：10/20） 

10/26  第 3 次採択：2 件 
・モデル発注制度 

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          

9/21  公募締切 
10/15  審査会 

・海洋深層⽔の販路拡⼤ 
10/7  流通事業者向けパンフレットの発行  

                  全国のスーパーマーケット、コンビニ、ドラッグストア等約 2,000 ヶ所に 
配布 
 

 《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
 10/9,10 ⾃然エネルギーシンポジウム in KOCHI 
       主催：みるきぃ 後援：四国経済産業局、高知市、高知県ほか 

 
《今後の主な予定》 

・第 2 回策定委員会（10/30 開催） 場所：こうち勤労センター 

 産業振興に向けた新エネルギーの導入についての検討等 
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 電⼦メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

◆ 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 
幡多会場：21 社 48 名参加 
高幡会場：13 社 36 名参加 
高知会場：34 社 70 名参加  ※物部川、嶺北、高知市、仁淀川の 4 地域合同開催  

安芸会場：20 社 53 名参加 
 
 

◆ 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：184 件、遊休ハウス情報：10 件、求人情報：27 件（9/30 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 TEL088-823-8618  E-Mail：info@kochi-apc.or.jp ) 

 
      9/4  ふるさと回帰フェアＩＮ⼤阪（※9/3 前夜祭パネルディスカッションに知事参加） 

（大阪シティプラザホテル） 相談者数 10 名 
9/5  朝⽇Ｕ・Ｉターン相談会 

（梅田スカイビル） 相談者数 26 名 
9/11  ⾼知県Ｕ・Ｉターン就職相談会 

（TKP 大阪梅田ビジネスセンター） 相談者数 15 名 
9/23  ふるさと回帰フェアＩＮ東京 

（早稲田大学） 相談者数 10 名 
10/9  もうひとつのふるさと探しＩＮ⼤阪（対象：北海道、中国・四国）  

（梅田スカイビル） 相談者数 10 名 
10/10  北海道、中国・四国共同フェア 

（名古屋市中小企業振興会館） 相談者数 4 名 
10/23  ⾼知県Ｕ・Ｉターン就職相談会 

（TKP 大手町カンファレンスセンター） 相談者数 13 名 
10/28  移住ビジネス協議会 

（高知市内） 
 

・「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 
10/15（金）～10/17（日）：スクーリング（窪川アグリ体験塾） 

大阪会場：9/26（日）～12/5（日） 大阪大学中之島センター：16 名で開講 
 (お問合せ：環境農業推進課 TEL 088-821-4532) 
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・新・農業⼈フェア 
 9/25 池袋サンシャインワールドインポートマート 
 10/16 広島産業会館 

 

《今後の主な予定》    
 11/6 ⾼知県Ｕ・Ｉターン就職相談会（TKP 大阪梅田ビジネスセンター） 
 11/7 ⾼知県Ｕ・Ｉターン就職相談会（TKP 名古屋錦） 

 11/13 海外・国内ロングステイ＆移住フェア 2010（東京） 
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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 

◆ まとまりのある園芸産地の育成
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 

 
《今後の主な予定》 

    11 ⽉〜12 ⽉  まとまりのある産地づくり品⽬別推進会議（ナス、ショウガ、オクラ等 

8 品⽬）の開催 

品目ごとに県域の農家が一堂に会し、その品目の課題の共有と課題解決 

に向けた取り組み状況について意見交換 

 

《今後の主な予定》 
11/12  第 2 回こうち型集落営農代表者意⾒交換会（高知市内） 

こうち型集落営農の農家代表者等が一堂に会し、取り組み状況や課題に 

ついて意見交換 

 
◆ 環境保全型農業の先進的な取り組み

 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最先

端企業等を訪問し交流・研修を実施 
 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 
 9/30 有機のがっこう「⼟佐⾃然塾」新規就農⽀援有機農業夏野菜科 9 名の修了式 

9 名のうち 4 名は県内で就農、農業法人に就職、就農準備または農家での研

修を開始。3 名は有機のがっこうに残り研修を継続 

 10/11〜29 ⽣物多様性交流フェアへの出展 
2010年は、国連が定めた生物多様性年。愛知県で開催された 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：県民体育館〉 

11 ⽉  県⽴農業⼤学校⽣ 2 名を研修派遣（予定） 
 
 

◆ こうち型集落営農の推進 
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《今後の主な予定》 
11/2 GAP 講習会およびこうち環境・安全･安⼼ウォッチャー制度の説明会開催 
11/4 安全・安⼼プロジェクトチーム会の開催 

エコシステム栽培の推進について協議 
11/24〜26  有機農業実践講座の開催 

テーマ：「秋野菜の有機栽培」 
12/4 農林⽔産分野における排出権取引に関するセミナーを開催（農業技術センター） 

 
◆ 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 
4～9 月 計 32 回     

産地のこだわりを伝える販売の展開（特別栽培ピーマン、⼟佐鷹ナス） 
11 月～  東急ストア 

 
◆ 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 

10/16  足立区立「おいしい給食まつり」 
10/17  東京都国立「市場まつり」 
10/22  足立区立本木小学校 
 

《今後の主な予定》 
11/25～12/1  キッザニア甲⼦園で期間限定アクティビティ「⾼知やさいマルシェ」 

を開催 
11/26 には、佐藤弘道氏出演による「高知やさい体操ショー」を開催 

 

◆ 県特産物の認知度向上と販売拡⼤
  ＜ゆず＞ 

・ ⾼知県ゆず振興対策協議会による PR・販売拡⼤ 
「スーパーよさこい原宿表参道元気祭じまん市 2010」でのユズ⻘果加⼯品の PR
活動  8/28,29 

 「第 1 回うどん・そば産業展」へのブース出展（10/19～21、パシフィコ横浜） 
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  ＜⼟佐茶＞ 
・ 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）→319 店（H22.9 月末時点） 

・ 「フェスティバル⼟佐 第 39 回ふるさとまつり」を活⽤した⼟佐茶の PR 活動、利き茶
⼤会（10/29〜31） 

・ ⼟佐茶まつり（11/13） 
・ 「⾷の⼤商談会 2010」での⼟佐茶試飲 PR（11/25,26） 

 ＜⽶＞ 
・ 「農業振興フェア」における県産⽶ブランド化への取り組み紹介と新⽶試⾷（10/8） 

 ＜畜産＞ 
・ 県内外の展⽰・商談会等の取り組みによる販売拡⼤ 

「⼟佐和⽜」、「⼟佐はちきん地鶏」の出前授業の実施 
畜産物の試⾷販売会及び⾷材セミナー開催 

 9/10,11 量販店試食販売会（アツミフーズ：土佐あかうし、土佐はちきん地鶏） 
 9/19,20 県内食材セミナー（高知パレスホテル：土佐ジロー、土佐あかうし） 
 9/28 アンテナショップ食材セミナー（土佐はちきん地鶏） 
 11/27,28 元気な高知の牛乳＆畜産まつり（高知駅前とさてらす会場） 

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） 
       

《⾸都圏新アンテナショップ「まるごと⾼知」でのフェア》 
 9/4,5 ハスイモ試食宣伝 

 9/11,12 シシトウ試食宣伝 

 9/18,19 やっこねぎ試食宣伝 

 10/9,10 新高梨、四方竹試食宣伝 
 10/16,17 水晶文旦、新高梨試食宣伝 
 10/23,24 水晶文旦、新高梨試食宣伝 
 11/24 ゆず試食宣伝 
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◆ 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 
上半期までに 5,073ha の要望を掘り起こし 

 

◆ 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
・ H22.5 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 
 

◆ 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 
  

◆ 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（9 ⽉補正予算で追加⽀援） 
・ 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の導⼊ 
・ 県県産⽊造住宅の⾼知県産材使⽤料に応じて、県が CO2 固定量を認証（温暖化対策

としての県産材利⽤を Co2 換算することで⾒える化する） 
    ・ 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） 
       ワーキング等の開催（5/6、6/2、6/22、8/5、9/13） 

 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、10/22） 

「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～） 
東海に流通拠点（邸別販売）を設置し、運用を開始（9/28～） 
関西に流通拠点（邸別販売）を 2 箇所設置し、運用を開始（10/19～） 
関東に流通拠点（ロット販売）を設置し、運用を開始（11 月～） 
⇒ 10 月末までに、計 6 棟分（邸別販売）を出荷 
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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（ＩＭＹビル：10/6） 

・ ⼟佐材展⽰会の開催 
茨城県下妻市（11/26 予定） 

 
◆ 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 
上半期までに 9 台のボイラーを整備 

    ・ 県内関連事業者でネットワークを設置           
 
◆ オフセット・クレジット（J-VER）の販売 

   販売実績（H22.10 ⽉までの累計） 3,135ｔ-CO2  （17 社+個⼈） 
・㈱フクハラが製造する機械装置商品のカーボン・オフセットに活用（8/30 契約） 
・須崎青年会議所が 「エコールド スサキ」サイクリングイベントのカーボン・オフセットに活用

（9/3 契約） 
・㈱ダイイチが 「2010 年日本 APEC 横浜」ボランティアユニフォームのカーボン・オフセットに

活用（10/15 契約） 
・㈱アドバンテックが提携先の山梨県南アルプス市が生産・販売する 「エコトマト」のカーボ

ン・オフセットに活用（10/18 契約） 
・カシオワールドオープン大会事務局が「2010 カシオワールドオープン」で使用するギャラ

リー送迎バスのカーボン・オフセットに活用（10/27 契約） 
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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 

◆ ⽔産加⼯業の振興 
・土佐清水市水産振興協議会が宗田節の認知度向上やブランド化、販路の開拓等に向けた

「宗田節加工業振興基本計画」を作成（9 月） 

 
◆ 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（9/30 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 45 回（9/30 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するとともに、県外消費地市
場への試験的な出荷に着⼿（築地、名古屋、神⼾） 

・ 県内での県産⽔産物の PR 
①⾼知市中央卸売市場との連携による PR 

市場開放デイに合わせた親子料理教室の開催（10/2、11/3、12/4、H23.1/8、2/5） 

市場開設 80 周年記念イベントでの PR（11/3） 

②「⼟佐のたたき⽂化」の情報発信  料理教室の開催（9/25）、リーフレットの配布等 
・ 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（10/23） 
大阪市場関係者 5 社（10 名）、県内市場関係者 8 社（13 名） 
 

◆ ⼟佐の⿂の消費拡⼤に向けたブランド化対策
・カツオ、キンメダイ、ゴマサバの３漁種を地産外商加速化品目に選定 

 

◆ カツオやマグロ類の漁獲効率を⾼める「⿊潮牧場」の整備
・土佐湾沖の新たな水域（高知灯台の南方約 53km）に黒潮牧場 13 基目（20 号）を設置

（10/13） 

・20 号以外に、今年度は新たな水域に 2 基（計 15 基）の設置を予定（室戸岬沖、足摺岬沖） 

 
◆ 漁業の担い⼿確保 

     ・10 月から新たに 2 名が漁業技術の習得に向けた研修を開始（現在、計 15 名が研修中） 

 

◆ 養殖⽣産者グループの活動促進
・10 月から須崎市の２グループ（マダイ、カンパチ）が販売促進に向けた活動を開始 

 （現在、５グループが経費削減や流通・販売の促進に向けて活動中） 


