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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） 
 H23.4/4 第 1 回推進本部会議 

東日本大震災による県内経済に係る被害への対応について経過報告 
 H23.4/19 第 2 回推進本部会議 

東日本大震災による県内経済への影響に対する高知県の対応について協議 
 H23.7/28,29,8/3 第 3 回推進本部会議 

産業成長戦略の取り組み、市町村との意見交換の中間報告、東日本大震災

による県内経済への影響に対する高知県の対応等について協議 
 H23.8/19 第 4 回推進本部会議 

産業成長戦略の実行2年半の取り組みの総括及び各産業分野の地域団体

との意見交換の状況、産業成長戦略の追加項目、東日本大震災による県

内経済への影響に対する高知県の対応等について協議 
 H23.9/5 第 5 回推進本部会議 

産業振興計画の実行 2 年半の取り組みの総括等について協議 
 H23.12/22,27 第 6 回推進本部会議 

第 2 期産業振興計画のポイント等について協議 
 1/18 第 7 回推進本部会議 

高知県産業振興計画の推進によって実現を目指す本県産業の姿等について

協議 
 2/9 第 8 回推進本部会議 

第 2 期産業振興計画地域アクションプラン（案）等について協議 
 3/21 第 9 回推進本部会議 

第 2 期産業振興計画（案）等について協議 
 

◆ 地域本部（産業振興推進地域本部） 
地域アクションプラン（227 件）ごとに実⾏⽀援チームを設置するなど、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 （H23.4/27,8/22,10/27,12/14,1/17）、 
物部川地域 （H23.4/25,8/22,12/13,1/25）、 
⾼知市地域 （H23.4/28,8/9,11/9,12/14,3/22）、 
嶺北地域 （H23.4/14,6/29,8/26,11/18,12/22,1/26）、 
仁淀川地域 （H23.4/27,7/15,11/11,12/16,1/5）、 
⾼幡地域 （H23.4/22,8/18,10/3,12/16,1/16）、 
幡多地域 （H23.4/12,7/14,9/30,11/16,12/21,1/25,3/22） 

  

H24.3.28 
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◆ 地域資源活⽤共有会議 
地域資源や事業者の情報共有、マッチングや商品作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 （H23.8/30,11/21,2/9）、 
嶺北地域 （H23.7/1,8/3,9/16,9/30,10/21,11/5,12/16,3/27）、 
仁淀川地域 （1/30,2/28,3/19）、 
⾼幡地域 （H23.9/6,11/29,1/21,2/2,3/19） 

 
◆ 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 

【連携テーマ部会】H23.8/29,1/13 
【専⾨部会】農業 H23.8/23,1/11,3/13、林業 H23.8/31,1/11,3/12、 

水産業 H23.8/23,1/16、商工業 H23.8/23,1/11、 
観光 H23.8/24,9/1,22,11/10,1/13 

【地産外商推進協議会】H23.8/29,1/16 
【フォローアップ会議】 

平成 23 年度第 1 回フォローアップ会議 
安芸地域 H23.8/29、物部川地域 H23.8/26、高知市地域 H23.8/29、 
嶺北地域 H23.8/29、仁淀川地域 H23.8/22、高幡地域 H23.8/31、 
幡多地域 H23.8/25 

平成 23 年度第 2 回フォローアップ会議 
安芸地域 1/26、物部川地域 2/3、高知市地域 1/30、嶺北地域 2/1、 
仁淀川地域 1/25、高幡地域 1/25、幡多地域 2/2 

【フォローアップ委員会】 
平成 23 年度第 1 回フォローアップ委員会 H23.5/11 

※東日本大震災による県内経済への影響に対する高知県の対応、この 2 年間の 
産業振興計画の取り組み状況等について協議 

平成 23 年度第 2 回フォローアップ委員会 H23.9/12 
※産業振興計画の実行 2 年半の取り組みの総括等について協議 

平成 23 年度第 3 回フォローアップ委員会 1/24 
※第 2 期高知県産業振興計画について協議 

平成 23 年度第 4 回フォローアップ委員会 3/23 
※第 2 期高知県産業振興計画（案）について協議 

 
＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9334） 

 
◆ 産業振興計画意⾒交換会の開催 

住⺠、地域団体、市町村のみなさんから産業振興計画の取り組みについての評価や今後に向け
た提案等のご意⾒をいただき、これまでの総括を踏まえた次のステージの計画策定に反映 

○ 住民の方々との意見交換（平成 23 年実績） 
【安芸地域】 芸西村 H23.9/28、安芸市 H23.9/28、馬路村 H23.9/29、 

田野町 H23.10/5、北川村 H23.10/11、奈半利町 H23.10/13、 
安田町 H23.10/25、東洋町 H23.11/15、室戸市 H23.11/18 

【物部川地域】 南国市 H23.8/18、香南市 H23.8/19、香美市 H23.8/24 
【⾼知市地域】 高知市 H23.7/7 
【嶺北地域】 本山町 H23.7/20、大豊町 H23.7/29、土佐町 H23.8/2、大川村 H23.8/4 



3 
 

 
 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 

【仁淀川地域】 土佐市 H23.7/26、仁淀川町 H23.8/3、いの町 H23.8/11、 
越知町 H23.8/16、佐川町 H23.8/18、日高村 H23.8/19 

【⾼幡地域】 中土佐町 H23.6/22、津野町 H23.7/14、須崎市 H23.7/28、 
檮原町 H23.8/2、四万十町 H23.8/5 

【幡多地域】 三原村 H23.6/16、黒潮町 H23.6/21、大月町 H23.6/24、 
土佐清水市 H23.7/13、宿毛市 H23.7/27、四万十市 H23.8/1 

※ なお、市町村職員、地域団体の方々との意見交換もそれぞれ実施済 
 

＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9334） 
 

◆ 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）を備えるアンテナショップ「まるごと⾼知」の
運営 

・ 3/2 「まるごと⾼知レポート vol.6」を公表 
・ 「まるごと⾼知ギフトカタログ秋冬号」注⽂受付中（H23.10/20〜3/31） 

＜お問合せ＞地産外商公社商品開発課 TEL:088-855-4330 
http://www.simplestore2.com/marugoto/ 

・ 「まるごと⾼知」で実施するテストマーケティング商品を引き続き募集中 
販売を伴わない試作品のテストマーケティング、販売員による消費者アンケート
も受付開始（H23.12 ⽉〜） 

・ 「まるごと⾼知」での販売や仲介・あっせんで公社が県外に売り込む商品を引き続き 
募集中 

 
《仕⼊機能の強化による商品ラインアップの充実》 

・ 商品情報の効果的な収集を⾏うため県産品情報ネットワークを運営 
「まるごと高知」を積極的に応援してくださっている事業者の方々、高知県食品外販協

同組合、産業振興センターの協力を得てメーリングリストを活用し、「まるごと高知」から、

首都圏のお客様が望んでいる商品や季節に応じた商品などの情報をタイムリーにお

伝えし、それに対して県産品に関する情報を提供していただくネットワークを運営 
・ 県内事業者が商品の提案をよりしやすくなる仕組み 

地産外商公社に商品提案書を提出していただくことが商品応募の実質的なスタート

になっていたものを、まずは、商品の概要等の情報を連絡していただくことからスター

トし、協議等を経て地産外商公社が取り扱うこととなった場合に商品提案書を提出し

てもらうよう応募手順を改善し、商品募集を継続 
・ 県⺠の皆様からの商品紹介 

電子メール、FAX、電話で県民の皆様から商品情報を紹介していただく取り組みを継続 
 

＜お問合せ＞⾼知県アンテナショップ「まるごと⾼知」 
東京都中央区銀座 1-3-13 リープレックス銀座タワー 

TEL：03-3538-4367 FAX：03-3538-4368 
URL：http://www.marugotokochi.com/ 
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◆ ものづくりの地産地消 

県内の資源や技術を活⽤し、加⼯の⼯程や機械設備の製造などをできるだけ県内で⾏う
「ものづくりの地産地消」を促進するため、総合相談窓⼝を設置 

 H23.4/15 ものづくり地産地消推進プロジェクトチームを庁内で発⾜ 
  第 1 回ものづくり地産地消推進プロジェクトチーム会の開催 
 H23.6/3 総合相談窓⼝として、「ものづくり地産地消センター」を開設 

設置場所：(財)高知県産業振興センター内 
 H23.11/1,2 「⾷の⼤商談会」にものづくりの地産地消コーナーを設置 
 

ものづくり地産地消センター （TEL：088-845-7110） 
URL：http://www.joho-kochi.or.jp/mono/mono_index.html 

・ 相談件数：209 件（2 ⽉末現在） 
※ センターでの対応が困難な場合は、各試験研究機関等全庁で対応中 

・ ものづくりに関する情報収集活動 
 

＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9049） 
 

⾼知県の強みである⾷を中⼼に県内⾷品加⼯業者や関連機器製造業者の技術⼒を、第
⼀次産品の⽣産者や加⼯製造事業者等にアピールし、商談を促す場を提供 

⽇時：H23.6/3（⾦）,6/4（⼟） 10:00〜16:00 
場所：⾼知ぢばさんセンター1F 多⽬的ホール 

・ オープニングセレモニー（知事出席）H23.6/3（金）9:45～ 
・ 県工業技術センター食品加工研究棟にて、食品加工機器のデモンストレーション・

研究成果の紹介（各日 10:30～、14:00～） 
・ 展示会場に「ものづくり地産地消センター」の相談コーナーを開設 

(1) 入場者数 
4,300 人（H23.6/3 2,500 人、6/4 1,800 人） 

(2) 出展事業者数 
29 事業者（加工機器 13、製品委託 13、包装資材 3） 

(3) 商談件数（出展事業者アンケート結果） 
131 件（包装資材関係の事業者を除くと 83 件） 

 
＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9049） 

平成 23 年度ものづくり地産地消推進事業費補助⾦採択状況 19 件 
（農業 6 件、林業 1 件、⽔産業 1 件、防災 5 件、⾷品加⼯ 2 件、その他 4 件） 

 1/5 ものづくり地産地消推進事業費補助金採択 3 件 
（防災 1 件、食品加工 1 件、その他 1 件） 

 
＜お問合せ＞⼯業振興課（TEL：088-823-9724） 

  

【ものづくり地産地消センターの開設】

【⾼知県ものづくり技術展⽰会の開催】

【ものづくり地産地消推進事業】
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◆ 県⺠参画に向けた県広報（広報紙、新聞、テレビ、ラジオ、ホームページ） 

・ 「さんＳＵＮ⾼知」（産業振興計画関連記事） 
H23.4 月～毎月：「土佐の志」 

（県内で地域おこしや特産品開発などで活躍している団体や人を紹介） 
H23.2 月号 特集「地産外商戦略をさらに加速します」 
H23.4 月号 特集「地力を伸ばす『産業振興計画』！」 

・ ⾼知県産業振興計画 Ver.3（PR 版）配布中 
産業振興計画の取り組みや改定の 5 つの柱など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、東京・大阪・名古屋各高知県事務所、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 
 

・ 産業振興計画広報番組「加速する産業振興計画〜あなたの⼀歩で⾼知を変える！〜」 
高知さんさんテレビ H23.6/26（日） 13:00～13:55 再放送 7/3（日） 15:00～15:55 

・ ⿓⾺ふるさと博広報番組「おもてなしの國、再発⾒！〜⿓⾺ふるさと博を⾏く〜」 
高知放送 H23.7/24（日） 16:00～16:55 再放送 7/30（土） 16:30～17:25 

・ 産業振興計画広報番組「地⼒を伸ばす産振計画〜地域を⽀える⼒強い産業づくり〜」 
高知さんさんテレビ H23.8/20（土） 16:30～17:00 再放送 8/27（土） 15:00～15:30 

 

・ 県政策トピックス URL：http://www.pref.kochi.lg.jp/chiji/ 
「正念場！ 産業振興計画」にて産業成長戦略、地域アクションプランの取り組みを随時

掲載 
・ 産業振興計画ホームページ 

産業振興計画に関するニュースや話題、計画の改定の動きなどの情報を随時掲載 
URL：http://www.pref.kochi.lg.jp/~seisui/keikaku/keikaku.html 

・ ⾼知まるごとネット 
高知県の特産品やイベント情報などを紹介 

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

◆ 地域の取り組みのステップアップ 

・ 平成 22 年度採択：56 件（うちステップアップ事業 9 件） 
・ 平成 23 年度採択：38 件（うちステップアップ事業 11 件）（3 ⽉末現在） 

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） 

【広報紙】 

【ホームページ】

【総合補助⾦】 

【テレビ】 
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◆ 地産地消・外商戦略 

《最近の主な実績》 
＜⾸都圏＞ 

 1/7～15 第 4 回「ふるさと祭り東京」（東京ドーム） 
「土佐のいい物・おいしい物発見コンクール」入賞事業者出展（10 社） 

 1/9~2/29 「SHARI THE TOKYO SUSHI BAR」での高知フェア（「まるごと高知」とのコラ

ボレーション企画） 
 2/11,12 「土佐のいい物・おいしい物発見コンクール」入賞商品（10 社）「まるごと高知」

で展示販売会 
 2/16～3/15 「日本の御馳走 えん」での高知フェア 
 2/24~3/1 京北スーパー（8 店舗）での「まるごと高知フェア」 
 3/3 「ビストロぺるしい」での「土佐の食材フェア」 
 3/21～27 紀ノ国屋 8 店舗での「高知フェア」 
 3/29～4/3 「丸井溝口店」での「まるごと高知フェア」 
＜関⻄＞ 

 2/1～5/31 「ラマダホテル」春の宴会メニューで高知フェア 
 2/9,10 「静岡・岡山・高知出張市」3 県の大阪事務所が共同で物産展を各事務所内

にて開催 
 2/15,16 「四国 4 県物産フェア」四国 4 県の大阪事務所が共同で物産展を各事務所

内にて開催 
 3/1~31 「味楽座グループ高知フェア」（近鉄リテールサービス味楽座グループ 6 店舗） 
 3/1～5/31 「ホテル大阪ベイタワー」春の歓送迎会メニューで四国フェア 
＜その他＞ 
 1/10~30 ファミリーマート「かつおの竜田揚げとしらす飯弁当」販売 
 2/21～3/5 ローソン「四国うまいもんめぐり」販売 
 3/1～3/31 「京王プラザホテル札幌（レストラン 1 店舗）」での高知フェア 
 3/24,25 「まるごと高知フェア」（マルイウエストランド店ほか（岡山県）） 
 3/26 「高知県観光プロモーション：高知フェア」（札幌駅前通地下広場） 
 3/22～28 「さっぽろ東急百貨店」での「高知のうまいもの市」  

《今後の開催予定》 
＜⾸都圏＞ 
 4/1～5/31 「京王プラザホテル八王子」での「土佐の味フェア」 
 4/18～25 「阪急百貨店大井食品館」での「まるごと高知フェア」 
 4/25～5/1 「銀座三越」での「高知フェア」 
 5/1～31 「京王プラザホテル多摩」での「高知フェア」 
＜関⻄＞ 
 4/18～24 「四国の味と技めぐり」（阪神百貨店梅田本店） 
＜中部＞ 
 4/4～10 「名古屋三越 誕生祭 高知フェア」（名古屋三越栄店） 
 4/23～27 「第 46 回全国センター合同物産展」（中日ビル） 
 4/23～5/1 「カツオのタタキまつり（仮称）」（アピタ 46 店舗） 
 4/26～5/1 「あったか高知フェア」（アピタ名古屋空港店） 
 5/4,5 「第 6 回よさこい夢まつり」（名古屋港ガーデン埠頭公園） 

【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＞ 
 3/30～4/1 「ニシザワ伊那店（長野県）」での「高知フェア」 
 5/4～7 「高知フェア（仮称）」（マルキュウ 50 店舗（山口県））  

《最近の主な実績》 
・ 「JA グループ・JF グループ⾼知商談会」 

開催日:1/23（月） 
会 場:品川プリンスホテル 
主 催:JA バンク高知、JF 高知県、農林中央金庫 
後 援:高知県、高知県地産外商公社 
内 容:高知県の事業者と首都圏を中心とした量販店・流通業者等との商談会 
出展者:35 者 

・ 第 46 回「スーパーマーケット・トレードショー2012」 
開催日：2/1（水）～2/3（金） 
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などを含む業界関係者が多数来場する国内最

大級の展示・商談会への県内事業者の出展を支援 
地産外商公社のブースで 15 社出展（県全体で 35 社出展） 

・ ⼟佐の宴 
開催日：2/27（月） 
会 場：大阪新阪急ホテル 
内 容：関西地区のオーナーシェフ向けの試食商談会と同時に、生鮮品・加工品等の

展示・商談会を開催 
出展者：28 者（県内事業者、生産者）  

《今後の開催予定》 
・ 「セブンネットショッピング商談会」 

開催日:4/13（金） 
会 場：高知ぢばさんセンター 
主 催：イトーヨーカドー 
内 容：セブンネットショッピングへの高知の出展商品発掘のための商談会  

「⼟佐せれくとしょっぷ てんこす」 
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 3,300アイテム（店内販売は約 1,500 アイテム(3/1 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 9:00～22:00（通常）/9:00～18:00（水）/9:00～23:00（土・祝前） 

《最近の主な実績》 
 2/11～2/19 てんこす 2 周年こじゃんと感謝祭 

2 周年を迎えたてんこす感謝祭。テント市や福引などの企画の他、

期間中、人気のコミュニティ講座を開催 
《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⽕曜⽇ 11:00〜13:00） 

 4/24 高知の機能性食材を知って免疫力アップ 
 5/22 スタイルアップで出かけよう ダイエット講座 

【商談会等】 

【⾼知市内のアンテナショップ】
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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 

ママ友つくって離乳⾷を学ぼう【mama’s café】 
（毎⽉第３⾦曜⽇ 13:00〜15:00） 

 4/20 フリージングを活用した離乳食 
 5/18 びっくり！野菜の大変身 
 

＜お問合せ＞てんこす （TEL：088-855-5411） 
 

・ ⼟佐産直サテライトセンター「とさ千⾥」 
米粉パン・菓子の製造・販売など、嶺北地域はもとより、高知県内の特産品、野菜、海産

物等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展開中 
※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 
 

＜お問合せ＞とさ千⾥ （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〉 
《今後の予定》 

 4/13～22 台湾台中市裕⽑屋⾼知県物産店 11 社の商品（52 品⽬）が出展 
 

＜お問合せ＞地産地消・外商課貿易振興担当 （TEL：088-823-9752） 
 

・ 農林⽔産物直販所「魅せる店づくり」研修 
直販所の四季折々の棚の見せ方や商品の並べ方等について、アドバイザーを派遣した

実践研修を通じ、店舗担当者のスキルアップや販売形態の充実・強化を図る。 
 3 月 2 店舗 （土佐清水市・四万十市） 

・ 地場産物学習教材の活⽤による、⾷育の推進 
高知県の基幹 11 品目を中心に、高知県の地場産物や郷土料理などを、さまざまなクイ

ズに答え、読み進めながら学習できる内容の学習教材「高知県の食べ物探検記－さあ、世

界で一番おいしい食べ物を探しにいこう！」を作成 
 

・ 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 
（平成 22 年度に引き続き委嘱決定 期間：H23.4/1～3/31） 

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） 
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】

【地産地消の推進】 
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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（e-コマース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/  
・ 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〜」配信中！ 
※毎⽉ 10 名に⾼知の特産品などが当たります！（9 ⽉末登録分まで） 

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  

《最近の主な実績》 
・ ⽣産管理⾼度化研修「⾷品表⽰と⾷品関連法」 

 2/20 安芸市：安芸広域メルトセンター 13:30～16:30 
 2/21 高知市：工業技術センター 13:30～16:30  

〈⾼知県⾷品産業協議会〉 
 H22.7/9～ 県内⾷品企業への商品開発（改良）⽀援を実施中 

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、新商品の提案、新商品の販路展開についてのアドバイス 
H22,23 年度で 30 件の商品開発を予定 

（現在、試作・試験販売段階 23 件） 
 H22.9/1～ ⾷品表⽰アドバイス事業実施中（随時受付(無料)） 

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 
実 績：H22 年度：延べ 266 件、 H23.4 月～2 月：延べ 400 件 

 H23.6/6～ マーケット・イン型商品開発（改良）⽀援事業 
支援対象：高知県内で加工食品の開発・製造・販売に取り組んでいる企業・ 

組合・グループ等（ただし、県外へ販路を開拓しようとしている外商

意欲のある企業） 
支援内容：首都圏の高品質系スーパーへの販売をターゲットに見据えた商品

の開発・改良への助言及びトライアルテーブルでのテスト販売等

（対象商品は 20 社を予定） 
H23.9/9～ 一部商品のトライアル販売を実施中  

＜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/ 
 

【⾷品加⼯の推進、⽣産管理の⾼度化】
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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〉 
 H23.4/1～ ⾷品加⼯研究棟が稼動 

県内で開発された搾汁装置をはじめ、12 種類の食品加工機械を設置。 
加工品の試作開発や加工、品質管理の実践的な実習ができます。 

（機械の使用は有料） 
○ 機器の利用状況  計 142 回（2 月末現在） 

 
＜お問合せ＞⼯業技術センター （TEL：088-846-1111） 
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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 

◆ 志国
し こ く

⾼知 ⿓⾺ふるさと博（H23.3.5〜H24.3.31） 
⾼知の持つ「歴史（偉⼈）」「花」「⾷」「体験」という強みを⽣かした「志国⾼知 ⿓⾺
ふるさと博」、いよいよ終幕！  
3/31 クロージングイベント 

⼟佐おもてなし勤王党ステージショー 11:00〜、13:30〜、15:30〜 
よさこいおもてなし隊「いちむじん」 10:00〜、11:30〜、14:00〜、15:00〜 
⿓⾺ふるさと博キャラクター⼤集合 9:00〜、10:30〜、12:30〜、14:30〜 
プロレスラー武藤啓司⽒の握⼿会 13:00〜、16:00〜 
⼟佐の⾷１グランプリ（ご当地グルメ屋台村） 10:00〜17:00 
パレード 17:00〜17:30 

観光特使の白田久子さん、土佐おもてなし勤王党、よさこいおもてなし隊のメンバー

が、ひろめ市場前をスタートし、帯屋町アーケードを行進 
セレモニー 18:10〜18:55 

広末涼子さんを特別ゲストに迎え、よさこいおもてなし隊のファイナルステージ ほか  
⿓⾺ふるさと博のフィナーレからバトンタッチ 
昔はローマの休⽇、今やリョーマの休⽇ わざわざ⾏こう！ 志国⾼知へ 
2012 ⾼知観光キャンペーン「リョーマの休⽇」 4 ⽉スタート 

高知の幅広い魅力をテーマ別にご紹介。歴史や伝説、大自然とパワースポット、カツオ

のたたきやご当地グルメなど土佐の味、体験プログラムやスポーツなどなど、楽しさ盛りだく

さん 

使えば使うほどお得になる「龍馬パスポート」もスタート。  
＜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/ryoma-holiday/index.html 

平成 24 年度も継続！ ⼟佐おもてなし勤王党ステージ 
毎週⼟⽇祝⽇ 1 ⽇ 3 回公演予定 

龍馬や半平太、以蔵など幕末の志士に扮したメンバーが「おもてなし」の心を胸に秘

め、メイン会場を中心に熱いパフォーマンスを繰り広げる！  ※観覧無料  
こうち旅広場（JR ⾼知駅南⼝） H23.7/9 オープン 

日本全国に”龍馬ブーム”を巻き起こした『龍馬伝』 
撮影で使われた坂本龍馬の生家セットを高知に再現し、JR 高知駅南口に 
「『⿓⾺伝』幕末志⼠社中」としてオープン（とさてらすに併設） 
イベント会場等とあわせて、高知県観光の拠点となる「こうち旅広場」が完成 
坂本龍馬、武市半平太、中岡慎太郎の三志士像も設置！  

「⿓⾺伝」幕末志⼠社中（H23.7/9〜） 
営業時間 8:30～18:00（最終入館時間 17:30 年中無休） 
入 場 料 大人 500 円  子供 250 円 

コンビニ、チケットぴあ、TSUTAYA の各店舗などでも販売  
「⿓⾺伝」幕末志⼠社中の夜間特別利⽤のご案内 

閉館後の 18:00 から 21:00 を貸し切りでご提供 
料金：1 時間あたり 5,000 円（入館料が別途必要。駐車代は 2 時間無料） 

＜お問合せ＞⾼知県観光コンベンション協会 （TEL：088-823-1434） 

【こうち旅広場】
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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 

【⿓⾺のふるさと 志の偉⼈伝】 
坂本⿓⾺脱藩 150 年記念イベント 

・ ⿓⾺⾶騰ウォーク 
高知市コース（3/24）、佐川町～津野町コース（3/25）、檮原町コース（3/26） 

ウォーキングゲスト 勅使河原郁恵さん 
・ 座談会「『⿓⾺伝』で描きたかった⿓⾺」（3/24 18:00〜19:30 ⾼新 RKC ホール） 

出演者 脚本家 福田靖氏、NHK チーフ・プロデューサー 鈴木圭氏 
・ 記念講演「⿓⾺ 33 年の⾜跡」（3/25 17:00〜18:00 ゆすはら・夢・未来館） 

講師 フリーアナウンサー 松平定知氏  
【⿓⾺のふるさと 花絵巻】 

・ 県⽴牧野植物園「五台⼭花絵巻」 参の巻〜春の彩り・花⽫鉢〜（3/3〜6/10） 
・ 北川村「モネの庭」マルモッタン 3/1〜春の開園 
・ 四万⼗川花絵巻 菜の花の巻(3/1〜4/8） 3/17※ 〜25 熱気球イベントを開催 

など 
【⿓⾺のふるさと ⾷まつり】 

・ ⼟佐の「おきゃく」2012（3/3〜11） 
・ ご当地グルメ屋台村（3/3,4,10,11） 
・ ⼟佐の⾷１グランプリ（3/31,4/1） 

こうち旅広場（20 店舗）、岡豊山さくらまつり会場（23 店舗）の 2 会場で同時開催 
など  

【⿓⾺のふるさと まるごと体験】 
・ 数ある体験プログラムの中から、集客⼒のあるものや地域おすすめのものをセレク

トし、効果的な PR を展開中  
【その他関連イベント】 

・ ⾼知ガールズレボリューションとのコラボレーション 
「⿓⾺伝」幕末志⼠社中夜間イベント【Nadeshiko】〜レトロファッションショー〜 

龍馬の生家セットで、現代風和服でファッションショーを開催（1/28,2,25,3,24） 
・ 四万⼗・⾜摺 無限⼤チャレンジライド・プレ⼤会（2/25〜26） 

早春の四万十・足摺を楽しむサイクリング大会 
足摺コース（2/25）、四万十コース（2/26）、無限大コース（2/25～26） 
参加人数 150 人 

・ 熱気球イベント （3/17〜25 四万⼗市うきうき広場） 
四万十川花絵巻の特別イベントとして開催 
四万十川の河川敷に一面に咲く菜の花を上空から一望 
1 回の搭乗時間 約 5 分、各日 6:30～9:30、有料 
※ 3/17 雨天により中止、3/18 降雨により途中で中止、 

3/19～25 危険事案発生により中止 
・ ⾼知・ 志

こころざし
 5 館セット券の発売（H23.11/1〜3/31） 

「龍馬伝」幕末志士社中、坂本龍馬記念館、龍馬の生まれたまち記念館、牧野植物園、

高知城の 5 館の入場券をセットにして、通常 2,400 円を 1,600 円で販売 
販売：とさてらす、チケットぴあ、コンビニ、JTB 各店舗など  

＜お問合せ＞(財)⾼知県観光コンベンション協会 （TEL：088-823-1434） 
・ フリーペーパー「トサコレ」を iPhone・iPad の無料アプリケーションとして配信開始 

（H23.3/24） 

【各会場の企画】

【ＰＲ活動】 

【再掲】 
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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 

・ 観光ガイド「こうちじん」（H24.3/12 改定） 
・ 旅⾏会社へのセールス活動 

H22 年度～23 年度 計 23 回 旅行会社訪問数 109 件 
・ PR キャラバン隊派遣（イベント・該当での PR 活動） 

H22 年度～23 年度 訪問都道府県数 25  延べ 88 日  
H22.8/13〜 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〜」配信中！ 
※毎⽉ 10 名に⾼知の特産品などが当たります！（9 ⽉末登録分まで） 

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 

 2/10 観光ガイド地区別研修会（西部地区） 
 2/20 観光ガイド地区別研修会（東部地区） 
 3/16 おもてなし県民会議 

藤澤観光アドバイザー研修は H24 年度も実施予定  

 3/19 第 13 回龍馬ふるさと博運営委員会 
 3/22 第 4 回龍馬ふるさと博推進協議会  

◆ ⼆次交通の整備 
⾼知県内のアクセス情報 

URL：http://www.attaka.or.jp/stay_access/index.html（よさこいネット） 
・ ⾼知市「MY 遊バス」 毎⽇運⾏中（H21.11/1～）  

＜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（観光ガイドタクシー） 

（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） 

URL：http://www.attaka.or.jp/guide-taxi/guide-taxi2011.pdf 
※高知市中心部のホテル・旅館、駅などから発着できる「坂本龍馬・長宗我部元親の 

史跡や土佐遍路 4 ヵ寺を巡るタクシープラン」を追加（H22.11～）  
＜お問合せ＞(財)⾼知県観光コンベンション協会 （TEL：088-823-1434）  

・ JR 四国「駅から観タクン⾼知エリア 17 コース（H21.10～） 
（のいち駅、後免駅、高知駅、伊野駅、佐川駅、須崎駅、窪川駅、土佐大正駅） 

URL：http://www.jr-eki.com/kantakun/kantakun.htm 
※H23.7/9～海洋堂ホビー館四万十を巡るコースを追加 

http://www.jr-shikoku.co.jp/03_news/press/11-06-08/01.htm  
＜お問合せ＞JR 四国の主な駅のみどりの窓⼝、ワープ⽀店、駅ワーププラザ 

・ ガイド付き観光周遊バス 
 【⾼知東海岸観光周遊バス（H22.1/16〜）】 

岩崎彌太郎生家、土居廓中、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）  

【受⼊態勢の充実】 

【再掲】 

【⿓⾺ふるさと博推進協議会等の開催状況】
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 【しまんと・あしずり号（H22.7.2〜）】H24 年度も継続運航 
中村駅発着：四万十川沈下橋、足摺岬などを巡る 
運行日：金～日曜・祝日 （H24.4/1～9/30、4/27～5/6 と 7/20～9/2 は毎日運行） 

※乗車希望日の 4 日前までに予約が必要 
URL：http://www.shimizu-kankou.com/  

＜お問合せ＞⾼知⻄南交通㈱ （TEL：0880-34-6221）  
◆ 国際観光の推進（インバウンド対策） 

 2/1,2/9 国際観光受入研修会（四万十市及び高知市） 
 2/6 台湾ランタンフェスティバルでのよさこい鳴子踊り PR（台湾彰化県鹿港） 
 2/7 台湾政府及び航空会社へのプロモーション活動（台湾台北市） 
 2/24～26 四国四県合同観光プロモーション事業（上海） 

上海旅行会社へのプロモーション活動 
「元気な日本」展示会 in 上海ブース出展 

 3/11～13 ビジット・ジャパン「訪日旅行促進プログラム事業」による台湾、韓国メディア招請、 
テレビ、雑誌を通じた海外への情報発信 

 4/4,8,12 復興航空チャーター便就航  
◆ 観光分野のその他の取り組み 

・ 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」 
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 H22 年度に一般公募により選定 
2 月から「よさこいネット」でリニューアル公開 
URL：http://www.attaka.or.jp/photolib/  

・ 県⽴のいち動物公園 
 2/5 動物たちに恵方巻をプレゼント 
 3/17 どうぶつ科学館リニューアルオープン 
 3/18 ごめんなはり線ゴトゴト着ぐるみ隊ダンスショー 
 3/20 淀家萬月のおもしろ動物バルーンアートショー  

・ 県⽴春野総合運動公園 
 3/24 ちびっこ広場遊具リニューアル完成記念イベント  

・ 室⼾ジオパーク 
 H23.9/18 「室戸ジオパーク」の世界ジオパークネットワークへの加盟認定が決定 
 H23.12/4 室戸ジオパーク世界認定記念イベント（室戸市） 
 3/22～24 観光コンベンション協会主催モニターツアー  

・ 仁淀川特集 
NHK ⾼知放送局開局 80 周年記念ドラマ「カゲロウの⽻」 

 3/16 20:00～20:48 総合テレビ（四国 4 県） 
 3/18 13:05～13:53 総合テレビ（四国 4 県）【再放送】 
 3/25 12:00～12:48 BS プレミアム（全国放送） 

NHK スペシャル「仁淀川〜⻘の神秘〜」 
 3/25 21:00～21:49 総合テレビ（全国放送） 
 2/28〜3/1 2012 プロ野球プレシーズンマッチ 6 試合で 11,050 ⼈来場 
 3/3 観光特使！ちくと⼀杯（⼟佐のおきゃく 2012 関連イベント） 
 3/9〜11 第 5 回 ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGR レディスカップ 
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 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 
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◆ 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 23 年度事業化プラン認定件数 17 件 
（食品 7 件、天然素材 5 件、環境 3 件、健康福祉 2 件） 

 1/19 平成 23 年度第 5 回食品産業研究会（高知市） 
 1/20 平成 23 年度第 7 回天然素材産業研究会（高知市） 
 2/6 平成 23 年度第 7 回環境産業研究会（高知市） 
 2/9 平成 23 年度第 6 回食品産業研究会（高知市） 
 3/1 食品産業研究会事業化プラン審査会（高知市） 
 3/8 平成 24 年度成長分野育成支援研究会会員募集開始（随時受付）  

《今後の主な予定》 
 3/22 平成 23 年度高知県成長分野育成支援事業成果発表会  

＜お問合せ＞⾷品・天然素材：⼯業振興課 （TEL：088-823-9691） 
環境・健康福祉：新産業推進課 （TEL：088-823-9750）  

・ 「平成 23 年度⾼知県産学官連携産業創出研究推進事業」企画提案書の公募 
 H23.6/10 公募開始 
 H23.6/20,24 公募説明会 
 H23.7/29 企画提案書の第 1 次募集提出締切 
 H23.8/12,30 第 1 次募集審査会 
 H23.9/30 企画提案書の第 2 次募集提出締切 
 H23.10/11 第 1 次募集採択案件 2 件の共同研究開始 
 H23.10/17,26 第 2 次募集審査会 
 H23.12.8 第 2 次募集採択案件 1 件の共同研究開始  

・ 平成 23 年度産学官連携会議 
 H23.9/14 平成 23 年度第 3 回産学官連携会議開催 

産業振興や地域活性化に向け、関係者が情報共有と意見交換を図る「高知

県産学官連携会議」の第 3 回会議を開催 
「産学官連携産業人材育成プログラム（案）」を検討 

 H23.12/5 平成 23 年度第 4 回産学官連携会議開催 
「産学官連携産業人材育成プログラム（案）」を検討 
「産学官連携共同研究テーマ」を検討 

 3/13 平成 23 年度第 5 回産学官連携会議開催 
「産学官連携産業人材育成プログラム（案）」を検討 
「分野別テーマ部会の設置」を検討 
「平成 24 年度日程（案）」を検討  

・ コンテンツ産業の事業化⽀援 
 H23.4/1 高知県ソーシャルゲーム企画コンテスト募集 

募集期間：H23.4/1～10/31 ※第 1 回締切：H23.5/9⇒応募作品数：14 作品  
＜お問合せ＞⾼知コンテンツビジネス創出育成協議会事務局 

「⾼知県ソーシャルゲーム企画コンテスト」係 
TEL：088-823-9711 
E-Mail：141701@ken.pref.kochi.lg.jp 

 H23.4/1 高知コンテンツビジネス起業研究会会員募集 
第 1 回締切： H23.4/22（ソーシャルゲーム分野） ⇒応募企業数：6 企業 
 H23.5/31（その他のコンテンツ分野）⇒応募企業等数：5 団体 

随時募集中 （現在は 12 団体） 
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 H23.4/4 第 2 回高知コンテンツコンテスト募集 
締切： H23.6/27 ⇒応募作品数：53 作品 

※ 上記 3 つの募集に関しては、「まんが・コンテンツ課」ホームページ 
URL：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141701/  

 H23.6/9 コンテンツビジネスに関する著作権セミナー 13:30～17:00高知会館 
申込者数：82 名 参加者数：67 名 

 H23.6/27 ソーシャルゲーム開発企業決定 
 H23.6/30 高知県ソーシャルゲーム企画コンテスト第 1 回入賞作品発表 
 H23.7/22 第 2 回高知コンテンツコンテスト最終審査委員会 

優秀賞 2 作品、TSUTAYA 賞 1 作品、奨励賞 4 作品を選定 
優秀賞 2 作品は、10/27,28 に東京で開催されるデジタルコンテンツ最大級

の見本市である Creative Market Tokyo2011 への出展枠を獲得 
 H23.8/6 第 2 回高知コンテンツコンテスト表彰式 14:00～15:00 かるぽーと 7 階 

（まんが甲子園会場） 
 H23.8/19 第 1 回ソーシャルゲーム入賞作のゲーム開発企業への補助金交付決定 
 H23.10/27,28 「Creative Market Tokyo2011」高知コンテンツビジネスブースに、第 2 回 

高知コンテンツコンテストの優秀賞受賞者 2 名の作品を出展 
六本木ヒルズ森タワー40 階 

 H23.10/31 ソーシャルゲーム企画コンテスト 最終締切 ⇒ 応募作品数：36 作品 
 H23.11/8 著作権セミナー 主催:高知県・文化庁 高知城ホール 

参加者数：98 名 
 H23.12/6 第 2 回県内クリエイター見本市 

主催：高知県・土佐クリエイターズギルド 高知会館 
参加者数：出展者 14 事業者 来場者 63 名 

 H23.12/19 ソーシャルゲーム開発企業決定 
 H23.12/20 ソーシャルゲーム企画コンテスト最終締切分入賞作品発表 
 H23.12/28 第 2 回ソーシャルゲーム入賞作のゲーム開発企業への補助金交付決定 
 1/23 ソーシャルゲーム第 1 回入賞作品「小悪魔の条件」ゲーム化に関する記者発表 

（知事、開発会社、高知コンテンツビジネス創出育成協議会会長、植松伸夫氏）及

びゲームのリリース開始 
 2/25 ソーシャルゲーム産業創出事業に関する講習会 

主催：高知コンテンツビジネス創出育成協議会 
参加者：7 社 13 名  

《今後の主な予定》 
 4/2 高知県ソーシャルゲーム企画コンテスト 作品募集開始 9/28 まで 
 4/2 高知コンテンツビジネス起業研究会 会員募集開始 

（ソーシャルゲーム分野、その他のコンテンツ分野） 
 4/6 第 3 回高知コンテンツコンテスト 作品募集開始 6/25 まで  

・ 専⾨家派遣 
平成 23 年度知的財産専⾨家派遣事業 

URL：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151901/senmonkahaken-yoko-yoryo.html 
第 1 次採択（派遣先）：1 件（四万十市） 
第 2 次採択（派遣先）：2 件（(財)奥物部開発公社べふ峡温泉、仁淀川地域観光協議会） 
第 3 次採択（派遣先）：3 件（全国農業協同組合連合会高知県本部、中土佐町商工会、 

佐川町商工会） 
  

【知的財産の保護と活⽤に向けた⽀援】
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・ 知的財産セミナー 
知的財産の活用を通じて産業・文化の振興を図るため、県内 3 ヵ所でセミナーと相談会

を同時開催 
 H23.7/15 知的財産セミナーIN 四万十市（四万十市立中央公民館）⇒参加者数：29 名 
 H23.9/22 知的財産セミナーIN 高知市（高知市立自由民権記念館）⇒参加者数：36 名 
 H23.11/21 知的財産セミナーIN 安芸市（安芸市民会館）⇒参加者数：20 名  

◆ ⼈材育成  
＜産業⼈材育成プログラム＞ 

平成 24 年度から、県内の産業界や⾼等教育機関の皆様と協⼒し、「⼟佐まるごとビジネ
スアカデミー」を開講 

この研修は、産業に関わる全ての⽅が、ビジネスの基礎知識から応⽤・実践⼒に⾄るま
で、それぞれのニーズやレベルに応じたて習得いただけるようなプログラム 

 4/27 オープニングセミナー（場所：高知大学永国寺キャンパス） 
5/12～17、5/24～26 事前面談（希望者のみ） 

開講⽇程や募集の詳細は、順次県の広報誌やホームページでお知らせ予定 
 

＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9742） 
 
＜⽬指せ！弥太郎 商⼈

あきんど
塾＞ 

◆ 応⽤・実践研修の開催 
講師： 玉沖 仁美氏（㈱タマノワ 代表取締役 テーマ：商品の開発） 
 臼井 純子氏（㈱富士通総研 理事 テーマ：農商工連携プランの実践） 
受講者：農業者、水産加工業者等 20 事業者 
実施時期：H23.7 月～2 月（3 日間×6 回） 

H23.12/8 中間報告会開催 
3/14 成果報告会開催  

＜こうち地域産業振興⼈材育成塾＞ 
◆ 研修会の開催 

事業期間：H23.6 月～2 月の間に 6 回開催（各回 1 泊 2 日） 受講者：10 名 
事業概要 

日程 会場 概 要 

H23.6/1,2 高知市 開校式・オリエンテーション 等 

H23.7/7,8 島根県 島根県中山間地域研究センターの見学 等 

H23.9/12,13 仁淀川流域 仁淀川流域地域見学等 

H23.10/27,28 檮原町 檮原町役場、町内企業等見学等 

H23.12/1,2 黒潮町 幡多地域見学等 

2/3 高知市 修了式・報告会 
 
＜異業種交流＆研修会＞ 

◆ 研修会の開催 
日時：H23.10/24（月） 於：高知城ホール 4 階 多目的ホール 
概要：トークセッション・参加者同士の意見交換 
テーマ：産業間連携 参加者数：85 名  
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＜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 18 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等を実施（H23.6 ⽉〜11 ⽉）  

＜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 
アドバイザー数 59 ⼈を、延べ 188 回に渡って派遣（2/29 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 

 H23 年度実績：54 社・団体、133 件（2 月末現在） 
・ 機械⾦属加⼯特別技術⽀援員による技術指導 

 H23 年度実績：31 社、43 件（2 月末現在） 
・ 技術指導アドバイザーによる技術指導 

 H23 年度実績（工業技術センター）：18 回（2 月末現在） 
・ 技術研修開催 

 H23 年度実績：22 コース、515 名参加（2 月末現在） 
（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 
 H23 年度実績（紙産業技術センター）：5 回（2 月末現在） 
 
＜かみわざひとづくり事業（紙産業技術センター）＞ 

かみわざひとづくり事業では、食品包材、医療衛生、環境エコの分科会でそれぞれ専門化に

よる講演会開催や、見本市、先進大学での情報収集を図るとともに、大型プラントの有効活用に

よるシーズ開発や企業と一体となったものづくり、人材育成を実施 
 H23.9/8 総会  参加者 43 人 
 H23.11/22 新規導入設備説明会 参加者 32 人 
 H23.12/15 医療衛生分科会 参加者 2 人 
 1/20 医療衛生分科会 参加者 12 人 
 1/26 食品包材・環境エコ合同分科会 参加者 17 人 

《今後の主な予定》 
 3/30 「不織布の最新動向及び新技術に関する講演」  
＜⼈材育成研修事業＞ 

◆ 研修会の開催 
従業員に対する研修を実施する余裕がない企業等に代わって研修を実施 

開催状況 H23 年度 セミナー8 回 参加企業 58 社 受講者延 229 名 
◆ 講師の派遣 

自ら企画した研修を行う企業等に対し講師を派遣して研修の実施を支援 
派遣状況 H23 年度 派遣企業 13 社 受講者 266 名 

 
 
 

 

上記の各事業に関する詳細とお問合せ 
県庁計画推進課ホームページ URL：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 

上記の事業に関する詳細とお問合せ 
雇用労働政策課ホームページ URL：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151301 

雇用労働政策課 能力開発担当 TEL：088-823-9765
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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 

＜農業創造セミナー（農業創造⼈材育成事業 研修会）＞ 
◆ 講 師 

・ 総合アドバイザー 金丸 弘美 氏（総務省地域力創造アドバイザー等） 
・ 専門アドバイザー 東谷 望史 氏（馬路村農業協同組合代表理事組合長） 
・  〃 畦地 履正 氏（四万十ドラマ代表取締役社長） 
・  〃 山口 成美 氏（シュシュ代表取締役） 
(1) 活性化計画作成研修 

時期：H23.10/18（火）,19（水） 
場所：農業技術センター（南国市） 参加者数 37 名（うち研修生 22 名） 

(2) 成果発表会 
時期：H23.11/29（火） 
場所：こうち男女共同参画センター「ソーレ」（高知市） 参加者数約 70 名（うち研修生 30 名） 

(3) フォローアップ研修 
〈平成 23 年度受講生対象〉 

① 第 1 回（津野町） 直販所編 ：2/21（火） 

② 第 2 回（香南市） 加工品編 ： 3/7（水）,8（木） 

(4) 平成 23 年度実績 
参加 11 グループ中 8 グループが地域アクションプランに位置付けられました 

 
＜お問合せ＞環境農業推進課 （TEL：088-821-4532） 

 
※ 県内で開催予定の「⼈材育成セミナー情報」⼀覧表を掲載 

高知県産業振興センターホームページ  URL：http://www.joho-kochi.or.jp/   
＜⾼等学校における⼈材育成事業＞ 

・ 3 ⽉公⽴⾼校卒業⽣の就職状況（2 ⽉末現在就職対策連絡協議会調べ、全定計） 
就職希望者 1,126 名（前年度比 21 名増）、就職内定者 1,019 名（前年度比 36 名増）、 
就職内定率 90.5％（前年度比 1.5％増） 

・ ⾼校⽣スキルアップ講習会の実施 
○ ビジネスマナー講座 

： マナーアップや面接指導など 24 校実施（前年度 21 校実施） 
○ 就職試験対策 

： 就職適性検査（SPI）対策講座など15 校実施（前年度フォローアップ事業として 7 校実施） 
・ インターンシップの実施 
○ 就業体験：H23.7/12～2 月末までに、18 校実施（前年度 19 校実施） 
○ 職場見学：H23.5/24～2 月末までに、14 校実施（前年度 13 校実施） 

・ 農林業インターンシップの実施 
○ アグリサポート（専門的な学習内容を活用し、農家等で農林業の実践的な体験をする） 

： 高知農業高校、幡多農業高校の専門高校 2 校で実施 
○ アグリリサーチ（先進農家や農林業関連企業の現場で実践的な技術指導を受ける） 

： 春野高校、嶺北高校、高知追手前高校吾北分校、窪川高校、四万十高校、檮原高校

の農業に関するコース・系列設置校 6 校で実施 
○ アグリウオッチング（先進農家や企業・大学で農林業を体験し、興味関心を深める） 

： 3/17（土） 会場 高知大学農学部、芸西村ハウス園芸 
参加生徒 33 名予定（安芸高校、高知農業高校、高知小津高校、大方高校） 
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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 

・ 保護者対象進路講演会の実施 
保護者の進路意識を啓発し、学校と家庭が一体となり、高校生の就職を支援 
○ 12 校実施、保護者 352 名参加 

（前年度 9 校実施、保護者 269 名参加） 
 

◆ 若年者等の県内企業への就職促進 
・ 新規⾼等学校卒業（卒業後 3 年以内）の未就職者への職業訓練を修了後の就職⽀援

を実施中 
・ ⼤学⽣のＵターン就職相談会 

 2/4 高知就職ガイダンス in 東京 参加県内企業 9 社 参加者 19 名 
・ ジョブカフェ特別セミナー 

 1/28 就活応援セミナー 場所：高知市内  参加者：19 名 
 2/4 就活応援セミナー 場所：四万十市内  参加者：10 名 

・ 地域の就職⾯接会 
 1/25 あき就職面接会 参加企業：14 社 参加者：47 名 
 2/7 土佐清水市就職面接会 参加企業：8 社 参加者：37 名 
 2/14 四万十町就職面接会 参加企業：16 社 参加者：42 名 
 2/22 高知就職フェア 2012 参加企業：45 社 参加者：133 名 

・ 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/ 

 
◆ 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 126 社、求職者 266 人（2 月末現在） 

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

 
◆ 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を募集中 

URL：http://www.kochi-seizou.jp/ 
加入企業：92 社（2 月末現在） 

・ 機械系ものづくりの商談会・⾒本市 
 2/2,3 商談会（高知市、南国市、香南市） 【参加】発注企業 1 社 県内企業 9 社 
 2/13,14 商談会（高知市、南国市、香南市） 【参加】発注企業 1 社 県内企業 6 社 
 2/23,24 近畿・四国合同緊急広域商談会（京都府） 
 【参加】発注企業 122 社 県内企業 7 社 
 3/7,8 商談会（高知市、南国市、香南市） 【参加】発注企業 1 社 県内企業 7 社 

・ ⾼知県モデル発注制度 
 2/15 高知県モデル発注制度審査会 

・ 海洋深層⽔の販路拡⼤ 
H23.11/22～1 月初旬 高知空港（2 階 ANA 出発ロビー）での深層水紹介 DVD の放映 
 H23.12/9～1/5 室戸ジオパーク応援キャンペーン実施 

高知空港での海洋深層水商品物販コーナー3 ヵ所設置 8 社 34 品目 
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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 

 2/18,19 てんこす 2 周年こじゃんと感謝祭 
海洋深層水ブース設置 関連企業：3 社参加 
深層水商品の展示・PR、深層水紹介 DVD の放映、室戸ジオパーク・ 
深層水パンフレット配布等 

・ ⾼知県地場産業⼤賞 
 1/12 第 26 回高知県地場産業大賞審査委員会 
 2/14 第 26 回高知県地場産業大賞表彰式  

＜お問合せ＞⼯業振興課 （TEL：088-823-9724） 
 

◆ 新エネルギーの利⽤促進 
・ 第 3 回新エネルギー導⼊促進協議会及び講演の開催（3/19） 

演題：「北海道グリーンファンドの実践と市民風車事業」 
講師：鈴木亨 氏（NPO 法人北海道グリーンファンド理事長） 

・ 平成 23 年度地域産学官連携⽀援公開セミナー「⾃然エネルギーと先進的技術を導⼊
した新施設園芸システム」の開催（H23.11/29） 

・ こうち新施設園芸システム研究会（第 2 回）の開催（1/25） 
場所：農業技術センター3 階会議室、研修棟 
内容： (1) こうち新施設園芸システム関連研究課題の進捗状況について 
 (2) 施設園芸に関する情報交換 
 (3) オランダ施設園芸技術研修の報告 
 (4) こうち新施設園芸システム関連研究課題の圃場見学 

 
◆ 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が建設業者を順次訪問し、情報提供・収集等を実施 
・ 建設業新分野進出実態調査を実施（H23.1 ⽉〜3 ⽉） 

県の入札参加資格を持つ建設業者 1,542 社にアンケートを行い 1,227 社から回答 
進出済：160 社、検討中：60 社 
→検討中の企業に対しては、新分野進出アドバイザー等を通じて情報提供を行い、

新分野進出を支援 
・ 新分野進出セミナーを県内 4 会場（⾼知、⾼幡、幡多、安芸）で開催 

 H23.10/5 高知会場 参加企業 41 社 参加者 65 名 
 H23.10/7 高幡会場 参加企業 12 社 参加者 29 名 
 H23.10/11 幡多会場 参加企業 14 社 参加者 29 名 
 H23.10/12 安芸会場 参加企業 14 社 参加者 29 名 
 

◆ 移住・担い⼿対策 
・ 「⾼知で暮らす。お家を探すねっと」（移住希望者に向けて空き家情報等を提供する

専⽤ホームページ）の開設（H23.7/1） 
URL：http://www.pref.kochi.lg.jp/~chiiki/iju/ 

（高知で暮らす。ポータルサイトからリンク） 
・ 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：485 件、遊休ハウス情報：15 件、求人情報：40 件（3/2 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 E-Mail：info@kochi-apc.or.jp） 
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 電⼦メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

・ U・I ターン就職相談会での PR （H23.11/12 TKP 渋⾕カンファレンスセンター） 
・ 四国暮しフェア in東京2011 （H23.11/12 東京都⽴産業貿易センター浜松町館2F） 
・ JOIN 移住・交流イベント （H23.11/23 東京都⽴産業貿易センター台東館 5F） 
・ 新・農業⼈フェアでの PR （1/21 池袋サンシャインワールドインポートマート 4F） 
・ 笑談会（⾼知で暮らし隊会員による座談会）での PR （H23.12/3 シティプラザ⼤阪） 
・ ふるさと暮し情報センター（銀座）での移住相談会（1/27 七⼗七ビル 3F） 
・ 笑談会（⾼知で暮らし隊会員による座談会）での PR（2/4 シティプラザ⼤阪） 
・ 笑談会（⾼知で暮らし隊会員による座談会）での PR（2/18 ⼋重洲富⼠屋ホテル） 
・ 新・農業⼈フェアでの PR（2/18 ⼤阪梅⽥スカイビル） 
・ 笑談会（⾼知で暮らし隊会員による座談会）での PR（3/3 シティプラザ⼤阪） 
・ 「こうちアグリスクール（都会で学ぶこうち農業技術研修）」 

本県農業の担い手を確保し、産地や農村の発展を図ることを目的に、大阪と東京を会

場に、農業の基礎的な内容の講義や先輩就農者の体験談、高知県での農業体験（スクー

リング）等を通じて就農を支援する。 
内 容： U・I ターン者の就農体験談、高知県農業の特徴、野菜・花き・果樹栽培の基礎 
◆ 大阪会場 H23.7/23～10/29 研修生：13 名 （10 回の講義） 
◆ 東京会場 H23.9/3～11/26 研修生：18 名 （10 回の講義） 
◆ スクーリング H23.12/9～11 参加者：7 名（東京会場 3 名 大阪会場 4 名） 
  場 所：高知県立農業大学校研修課 

（窪川アグリ体験塾） 
内 容：トラクター運転、作物管理、U･I ターン農家

訪問等 
◆ 平成 23 年度実績 

研修参加者 31 名のうち、13 名が高知県で就農を希望 
・ 高知県での就農予定者 6 名（東京 3 名、大阪 3 名） 
・ 農業大学校研修課にて長期研修予定 7 名（東京 4 名、大阪 3 名） 

＜お問合せ＞環境農業推進課 （TEL：088-821-4532） 
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◆ まとまりのある園芸産地の育成 
 1/11 高知県大葉サミット（四万十市） 
 1/24 シシトウ生産者交流会（土佐市） 
 1/26 ショウガ生産者交流会（須崎市） 
 2/9 ニラ生産者交流会（四万十町） 
 2/10 ゆず生産者交流会（高知市） 
 3/21 トマト生産者交流会（南国市）  

◆ 環境保全型農業の先進的な取り組み 
 2/17 シンポジウム「高知-オランダウェストラント市友好園芸農業交流を活かした 

明日の高知農業」 
場 所：県民文化ホール グリーンホール 
時 間：13:00～17:00 
内 容：①これまでの交流の足取りと成果 

訪問団参加者等による取り組み発表 
②オランダの農業教育について 

特別講師 レンティス校副校長 ピートゥ・ハルトッフ氏 
③パネルディスカッション 

「友好園芸交流を活かした明日の高知農業」 
参加者：157 名 

 2/22 農業大学校とレンティス校との交流に関する覚書き調印  
≪今後の予定≫ 
・ オランダウェストラント市技術交流訪問団派遣 

フロリアード 2012 研修（時期：4~10 月） 
・ 農業技術センター研究員（2 名）のオランダ長期研修（時期：5~8 月のうち 3 ヵ月） 
・ 農業大学校生のレンティス校留学研修（時期：11 月、期間：約 2 週間）  

◆ 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、阪急百貨店、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を継続、消費宣伝等を実施 
4 社 1 ⽣協の店舗において⾼知フェアを順次開催 

 H23.4 月～3 月 計 63 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、シシトウ（1 ⽉追加）、

⼟佐鷹ナス、⻯⾺ナス（1 ⽉追加）） 
 H22.11 月～ 東急ストア 
 2.1 「高知青果フェア」トップセールス阪急阪神百貨店西宮阪急  

◆ 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など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 
 2/4,5 高知県ぢばさんセンター「第 3 回 高知のやさい・くだもの・花フェスタ」 
 2/9～2/12 横浜赤レンガ倉庫「高知野菜フェア in 赤レンガ倉庫」 
 3/9 大阪市八幡屋小学校 

・ 県産園芸品のイメージアップと消費拡⼤（県後援イベント） 
 3.3～3.4 「トマトサミット 2012」 

県内の 20 ブランドのフルーツトマトを PR.販売 
 3.16～3.18 スローフードジャパン全国大会 in 高知 

県内の環境保全型農業の取り組みや物産展を紹介 
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◆ 県特産物の認知度向上と販売拡⼤ 
＜ゆず＞ 

・ 2/14〜15 アグリフードエキスポ⼤阪への出展  
＜⼟佐⽂旦＞ 

・ 2/25〜26 ⼟佐・ぶんたん祭 in 東京（「まるごと⾼知」での販促フェア） 
・ 3/4 第 3 回⼟佐・ぶんたん祭  

＜⼟佐茶＞ 
・ ⼟佐茶の PR 

土佐茶ホームページ公開中 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、茶パウダーなどを新商品として開発 
新規取扱店の増加 80 店（H21.9 月末）→289 店（H23.3 月末） 

・ 「⼟佐茶カフェ」での⼟佐茶販売・PR 
営業時間 11:00～18:00 軽食メニュー、ひるごはん（12:00～14:00）、 
 スウィーツメニュー、ドリンクメニュー、お持ち帰りメニュー 
 18:00～22:00 夜メニュー、よるごはん、スウィーツメニュー、 
 ドリンクメニュー、お持ち帰りメニュー 
定 休 日 水曜日  

＜お問合せ＞ひだまり⼩路 ⼟佐茶カフェ （TEL：088-855-7753）  
・ 「アンパンマンカップ（四国近県交歓⼩学⽣バレーボール⼤会）」⼟佐茶 PR（1/7,8） 
・ 「ふるさと祭り東京」での県⽴⼤「CHARARA」出展（1/7〜15） 
・ 「⼟佐の料理伝承⼈」が伝える⾼知の⾷⽂化で⼟佐茶を PR（2/8,9） 
・ 「アグリフード EXPO ⼤阪 2012」での商談・PR（2/14,15） 
・ 「スローフードジャパン 2012 全国⼤会 in ⾼知」での PR（3/16,17）  

＜畜産＞ 
・ 特産畜産物の PR 

食べ歩きマップやドライブマップの配布 
観光特使はちきんガールズによる「土佐あかうし」「土佐はちきん地鶏」の応援歌披露とPR
 （H23.4/17 から通年実施。東京・大阪のイベントステージで PR） 

・ 「アンパンマンカップ（四国近県交歓⼩学⽣バレーボール⼤会）」 
⼟佐ジロー、⼟佐はちきん地鶏 PR （1/7,8） 

・ 「⾼知商談会（東京）」⼟佐ジロー、⼟佐はちきん地鶏 （1/23） 
・ 「スーパーマーケット・トレードショー2012（東京）」⼟佐はちきん地鶏（2/1〜3） 
・ 「⼟佐の宴（⾼知県⾷品・試⾷商談会・⼤阪）」⼟佐あかうし （2/27） 
・ 「⼟佐のおきゃく 春の豊穣祭」⼟佐あかうし、⼟佐ジロー、⼟佐はちきん地鶏 

（3/10,11） 
・ 「元気な志国の畜産＆競⾺まつり」 （3/20） 
・ 「マルイ（岡⼭県）まるごと⾼知祭」⼟佐和⽜、県内産豚、⼟佐ジロー、 

⼟佐はちきん地鶏 （3/23〜25） 
・ 「フ―デリー（宮崎県）⾼知フェア」⼟佐あかうし （3/24,25） 
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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 
H23 年度：3 月末までに約 7,000ha の認定見込み 

 
◆ 担い⼿の確保 

・ 林業体験教室の開催（2/16,17、⾹美市：森林研修センター研修館ほか） 
・ 林業就業相談会の開催（1/28 四万⼗市⽴中央公⺠館、2/18 ⾼知城ホール） 

 
◆ 副業型林家の育成⽀援 

・ H23.9 ⽉から 3 ⽉まで、18 名が安全講習、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 

・ ⼤型製材⼯場の誘致 
企業進出協定書締結（銘建工業・大豊町・高知県）H23.9/20 
高知おおとよ製材株式会社設立（1/24） 

・ 製材品の品質の向上 
JAS 認定工場の拡大に向けた普及及び JAS 等性能表示木材の流通促進 
H23 年度：性能表示木材を 10,220 ㎥出荷予定 

 
◆ 県産⽊材の需要拡⼤ 

・ 県産⽊造住宅への助成事業 
申込件数：350 戸（2 月末現在） 

・ ⽊の⾹るまちづくり推進事業の申込件数 
公共的建築物の木質化（9 ヵ所） 
小中学校等で木製品の机や椅子等の導入（55 ヵ所） 
観光関連施設等での木材利用（3 ヵ所） 

・ 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ガイドラインの作成・公表（H23.4/1） 

・ 四万⼗ヒノキブランド化推進協議会の設⽴（H23.8/24） 
 

◆ 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（H23.4/26,6/8,7/12,8/2,9/8,10/11,12/22,1/17,2/1,3/7） 
ロット販売、展示会部会（H23.4/26,6/16,8/10,1/6） 
産業振興アドバイザー事業（外商）の実施（H23.7/21,12/26,27,2/21,22） 

・ 流通拠点の設置と活⽤ 
H22 年度に設置した流通拠点 8 ヵ所（関東 3、東海 1、関西 4）と継続して協定し、 

利用開始 
新規の拠点企業 2 社（九州 H23.8/18、関西 H23.9/16）と協定締結 

・ ⼟佐材セミナーの開催 
流通拠点連携型セミナーの実施：大阪（H23.7/15）、神戸（H23.10/1） 
個別商談型セミナーの実施：大阪（H23.7/21）、名古屋（H23.9/14） 
消費者向けセミナーの実施：東京（H23.9/19） 
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産地セミナーの実施： 関西から（H23.6/4 嶺北、H23.6/25,26 檮原、H23.9/6,7 檮原） 
関東・関西から（H23.9/9～10 嶺北） 
関東から（H23.10/14,15 四万十町、H23.10/16～18 県内各地、 

H23.10/18～20 馬路・嶺北・檮原、3/12～14 高知、 
檮原、四万十町） 

東海から（H23.11/27,28） 
・ ⼟佐材展⽰会の開催 

福岡（H23.10/13）、茨城（H23.11/25）、高知（2/22） 
・ ⼟佐材展の開催 

東京都新宿パークタワー1F（2/16～3/20） 
土佐材構造体や製品を展示、商談会・イベントを多数開催 
期間中 102 社 126 名と個別面談（3/6 現在） 

・ ⼟佐の⽊の住まいづくり事業（県外消費地で⼟佐材住宅の PR） 
事業説明会の開催及び個別訪問による説明 

大阪 H23.4/27（説明会 8 社 8 名、個別訪問 10 社）、 
香川 H23.5/11（説明会 16 社 19 名） 

土佐材パートナー企業登録 33 社（関東 1、東海 1、関西 17、中国 1、香川 11、愛媛 1、

徳島 1）（3/8 現在） 
補助事業の申込件数 81 件（3/8 現在） 

 
◆ 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促進 
H22 年度までの累計：118 台（H23 年度への繰越を含む） 
H23 年度導入予定 26 台 

・ 県内関連事業者で構成する⽊質バイオマスエネルギー利⽤促進協議会の開催 
第 1 回協議会（H23.5/31） 
第 2 回協議会（H23.10/31） 
勉強会（H23.11.22） 
第 3 回協議会（2/1） 

 
◆ オフセット・クレジット（J-VER）の販売 

販売実績（3 ⽉までの累計） 6,042ｔ-CO2 （延べ 50 件） 
・ 日本百貨店協会が家電エコポイント交換商品の「全国百貨店共通商品券」を環境寄付とし

てカーボン･オフセットに活用（H23.3/15 契約） 
・ 高知エコ議連が統一地方選挙における選挙カーから排出された二酸化炭素を県のクレ

ジットを活用してオフセット（H23.3/18 契約） 
・ 富士通㈱がエコプロダクツ 2010 出展の際の電気使用で排出される二酸化炭素を県のクレ

ジットを活用してオフセット（H23.4/27 契約） 
・ ワタミ㈱が全国の店舗で販売するカーボン・オフセットカクテル 68,000 杯に 1 ㎏-CO2 を付

けて販売（H23.6/10 契約） 
・ カシオ電子工業㈱が、高知県内で販売した CASIO ページプリンターの回収トナーの消費

電力に係る排出量をオフセット（H23.6/13 契約） 
・ ㈱ワークウェイが作業服 10,000 点及び軍手（1 ダース）1,000 点の製造時に排出される

CO2 の一部をオフセットし、販売（H23.7/25） 
・ 布師田若衆会が第 18 回布師田納涼祭開催の際の会場設営、発電機及び来場者の自家

用車使用に係る CO2 排出量をオフセット（H23.7/28） 
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・ 公益社団法人高知県森と緑の会が平成 23 年度カーボン・オフセット年賀寄付金配分事業

により県のクレジットを購入しオフセット（H23.8/2） 
・ ㈱土佐龍が森の木端（木製積木）4,000 袋にそれぞれ 2.5kg-CO2 を付けて販売 

 （H23.9/27） 
・ プランタン「Felt Rich」（フェルト製のバッグ、ポシェット、インテリア小物）1,000 点に

1kg-CO2 を付けて販売（H23.10/7） 
・ 高知空港ビル㈱社員の自動車通勤に係る CO2 排出量及び高知龍馬空港の運行表示板 

（フライトインフォメーション）等の使用電力量に係る CO2 排出量の一部をオフセット

 （H23.10/11） 
・ 須崎青年会議所「エコール ド スサキ」サイクリングイベントにおける、県内外からの来場者

の車などの交通手段による排出量をオフセット（H23.10/12） 
・ 一般社団法人 全国林業改良普及協会月刊誌「現代林業」2012 年 1 月号から 6 月号ま

での印刷工程時における CO2 排出量をオフセットし販売（H23.10/20） 
・ カシオワールドオープンにおけるギャラリー送迎バスの CO2 排出量をオフセット 

（H23.10/31） 
・ ㈲アール・ティ・エスが運送時に使用する軽油 5,000 リットル分の CO2 排出量をオフセット 

（H23.12/1） 
・ 富士通グループによる環境展示会「エコプロダクツ 2011」（東京ビッグサイト）出展ブースに

おける電気使用量をオフセット（H23.12/2） 
・ 佐川急便㈱による環境展示会「エコプロダクツ2011」（東京ビッグサイト）出展ブースにおけ

る電気使用量をオフセット（H23.12/15） 
・ カルビー㈱カルネコ事業部が、自社の POP 広告事業の収益の一部を環境貢献型プラット

フォーム「EVI」を通じて森林保全活動へ資金を還流する社会貢献（2/20） 
・ スローフード高知が開催するスローフードジャパン 2012 全国大会 in 高知における会場の

電気使用量及びバスの CO2 排出量をオフセット（3/1） 
・ 日本百貨店協会が家電エコポイント交換商品の「全国百貨店共通商品券」を環境寄付とし

て、カーボン・オフセットに活用（3/21 契約） 
・ ㈲泉家の経営する県西庁舎地下にある鶴亀食堂において販売されるお弁当について、1

食分につき、本県の排出削減クレジットを 1kg-CO2 付け、オフセット商品として販売（3/22） 
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◆ ⽔産加⼯業の振興 
・ ㈱⼟佐清⽔元気プロジェクトの宗⽥節新製品（4 品⽬）が完成し、本格的な販促活

動に着⼿ 
・ ⾼知市の沖合底びき網漁業者（ニギス等の加⼯商品の開発と販路開拓）が、6 次産

業化法に基づく計画認定を取得（2/29） 
 

◆ 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または取り扱う飲食店や小売店を募集中（随時） 

（143 店舗登録(2 月末現在)） 
※ 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 
 

＜お問合せ＞合併・流通⽀援課 （TEL：088-821-4611） 
 

・ 「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 81 回(2 月末現在)） 

・ 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を継続（築地、名古屋、神⼾、⼤阪、京都） 

マリン・エコラベルジャパンの認証取得 
(1) テレビ CM による認証取得の PR 

（県内⺠放 3 社、合計 180 本 H23.11/29〜1/31） 
(2) ⾼知県漁協による PR 

・ 高知県漁協直販所での PR（2/4） 
・ 県内量販店 2 社（5 店舗）での試食・PR（1/29、2/23） 
※ 高知県漁協等がカツオ、キンメダイ、ゴマサバについて、5 漁業で認証取得 

（生産段階：H23.10/6、流通加工段階：H23.10/13） 
・ ⾸都圏での県産⽔産物の PR 

(1) ダイヤモンドダイニングでのフェアの開催 
・ 清水サバフェア（7 店舗 1/11～2/11） 
・ キンメダイフェア（9 店舗 2/22～3/15） 

(2) まるごと⾼知でのフェアの開催 
・ 土佐清水サバフェア（1/10～2/5） 
・ 金目鯛フェア（3/5～3/31） 

・ 県内での県産⽔産物の PR 
(1) 「⼟佐のたたき⽂化」の情報発信 

・ 県内の量販店、コンビニでリーフレットを配布 
・ 「土佐のたたきフェア」の開催（H23.9/1～3/31） 

県内飲食店 63 店舗参加 
(2) ⾼知市中央卸売市場と連携した親⼦料理教室の開催 

 1/7 8 組 24 名が参加 
平成 23 年度は H23.8 月～1 月に 6 回開催、延べ 45 組 134 名が参加 

(3) 第 2 回⼟佐のおさかなまつりの開催（1/22） 
来場者数：約 4,800 名、出展団体：22 団体（35 小間） 
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・ 消費地市場・産地交流会の開催 
関西・中四国の 9 市場関係者との合同会議を開催（1/21） 

消費地市場関係者 18 社(23 名)、産地市場関係者 15 社（19 名）参加 
・ ⾼知県⽔産物産地買受⼈連絡協議会の設⽴（3/24） 

 
◆ 「資源管理・漁業所得補償対策」の推進 

・ 県内漁業者が資源管理計画を策定し、所得補償制度へ参加（132 経営体(3/1 現在)） 
 

◆ 漁業の担い⼿確保 
・ 新規漁業就業の希望者 1 名が 4 ⽉から室⼾市での⻑期研修を開始予定、2 名について⻑期

研修の実施に向けた受⼊先を調整中 
 

◆カツオの県内⽔揚げの促進 
・ ⿊潮町佐賀地区で、1 ⽉〜3 ⽉に、⼤型カツオ⼀本釣り漁船 10 隻の今年の初出漁に向

けた活餌を供給 
 

◆養殖⽣産者グループの活動促進 
・ 須崎市のマダイ養殖グループ「⼤⾕タイ部会」が京都市の量販店で「⼤⾕漁協マダ

イフェア」を開催（2/15,16） 
・ すくも湾漁協養殖部会が東京の居酒屋チェーンと取引を開始し、同チェーンの全 10

店舗で「宿⽑湾産養殖カンパチフェア」を開催（3/15〜4/15） 
 

◆漁村における滞在型・体験型観光の推進
・ 県内漁村での滞在型・体験型観光を PR するホームページ「漁村感動体験！！タラッ

タ！こうち」で豊かな⾃然環境に恵まれた⾼知県内の漁村でのさまざまな体験活動
を情報発信 
※ 「タラッタ」とは、ギリシャ語で「海」「海の⼥神」の意味 

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


