
  
1 

 

 

 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 

 

 

 

 

 
 

◆ 県民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） 

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 

5月特集 

「手応えを確かなものへ 第 2期産業振興計画をバージョンアップ」 

・ 県政策トピックス URL：http://www.pref.kochi.lg.jp/chiji/ 

「飛躍への挑戦！ 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 URL：http://www.pref.kochi.lg.jp/~seisui/keikaku/index.html 

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 

地域アクションプラン実践者紹介ページを拡充。取材による事例紹介記事 12事例を

掲載中。 URL:http://www.pref.kochi.lg.jp/~seisui/keikaku/action.html 

QRコード 

 

 

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

高知県の特産品やイベント情報などを紹介  
 

◆ 産業振興計画への民間事業者の参画促進 

 高知の将来のために頑張ろうという志のある民間のプランを「土佐の産業おこし参加 

プラン」として募集（4/15現在応募 44件） 

募集対象：県内の民間事業者（個人事業者を含む） 

        県外の民間事業者の場合、県内で事業化しようとする場合は応募可能 

   応募の要件：新たな事業展開に挑戦する事業者の取り組みであること 

募集期間：随時 

応募プランの取扱い：県ホームページ等を通じた公表（準備が整った 25件を公表中）、 

県の各種支援策の紹介 

  公表ページ< http://www.pref.kochi.lg.jp/~seisui/keikaku/private_pp.html#plan > 

第 2期高知県産業振興計画の成功イメージを共有するとともにより多くの方に参画し 

ていただき、官民協働で取り組んでいくため、高知を元気にするために何ができるかを 

考えるシンポジウムを開催 

【物部川地域】グレース浜すし（5/13） 

【嶺北地域】 本山町プラチナセンター（5/14） 

H25.4.30 

【広報紙】 

【ホームページ】 

【「土佐の産業おこし参加プラン」の募集】 

【産業振興計画シンポジウムの開催】 

http://www.pref.kochi.lg.jp/~seisui/keikaku/action.html
http://www.kochi-marugoto.com/
http://www.pref.kochi.lg.jp/~seisui/keikaku/private_pp.html#plan
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【仁淀川地域】すこやかセンター伊野（5/24） 

【高幡地域】 酒蔵ホール 葉山の蔵（6/7） 

＜内容＞知事講演、実践者の事例発表、 

パネルディスカッション（事例発表者＋知事） 

＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9334） 

 

◆ 推進本部（産業振興推進本部） 

 4/10 第１回推進本部会議 

議題：平成 25年度の重点取り組みの進め方について など 

◆ 外商推進本部 

各分野の戦略の共有及び総合的かつ具体的な外商活動の推進に向けた会議 

1/28 第 4回外商推進本部会議 

外商推進本部会議の展開、平成 25年度の戦略品目の設定と具体的な取り組み 

などを協議 

5月上旬 第 5回外商推進本部会議 

平成 25 年度の戦略品目のプロモーション計画の決定 

◆ 地域本部（産業振興推進地域本部） 

地域アクションプラン（230件）ごとに実行支援チームを設置するなど、支援を実施 

＜H25 年度地域本部会議＞プランの進捗上の課題解決等に向けた会議 

安芸地域 （4/12） 

高知市地域  （4/26） 

嶺北地域    （5/2） 

仁淀川地域 （4/16） 

高幡地域 （4/19） 

幡多地域 （4/11） 

◆ 高知県産業振興計画フォローアップ委員会等 

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 

・フォローアップ委員会 9 月,H26.1,3月開催予定 

＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9049） 

◆ 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」を促進するための総合相談窓口 

TEL：088-845-7110  URL：http://www.joho-kochi.or.jp/mono/mono_index.html 

・ 相談件数：400件（3月末現在） 

・ 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） 

「ものづくりの地産地消」の推進を図るため、関係課や試験研究機関で構成する庁内

推進体制            ＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9049） 

平成 24年度ものづくり地産地消推進事業費補助金 

【ものづくり地産地消センターの相談活動】 

【ものづくり地産地消推進プロジェクトチーム】 

【ものづくり地産地消推進事業】 
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・第 4次募集  2/5（火）～2/22（金） 

 応募数 10（試作開発 10）  採択数 8（試作開発 8） 

 ※ 平成 24年度 32件採択 （防災枠含む） 

＜お問合せ＞工業振興課（TEL：088-823-9720） 

◆ 移住促進による経済活性化 

移住促進による経済活性化の検討を行うため、関係部で構成する庁内推進体制 

4/11 開催 

官民協働による「高知県移住推進協議会」を設立 

4/19 第 1回 高知県移住推進協議会 

議題：移住促進に取り組むことの意義について 

移住の推進に向けた官民協働の取り組みのイメージについて 

◆ 地域の取り組みのステップアップへの支援 

・平成 24年度採択実績：27件（3月末日時点） 

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/ 

・平成 25年度採択状況 

4/1 時点：117 件（うち地域 AP 25件） 雇用者 243人（うち地域 AP 69人） 

＜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 

・首都圏における地産外商の拠点、アンテナショップ「まるごと高知」の運営 

「まるごと高知」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 

・プロモーション部門の増員及びプロモーション戦略局の新設（H25 年度～） 

・外商部門の増員及び外商事務所の開設（H25年度～） 

 外商事務所 〒104-0061 東京都中央区銀座 1-5-2 西勢ビル 5階 

             TEL 03-5524-2790 FAX 03-5524-2791 

・「まるごと高知お取り寄せ・贈り物カタログ 2012－2013 秋冬号」注文受付中（H24.11/1 

～5/31） 

・新規提案商品検討会の開催 

「まるごと高知」店頭での販売や外商で取り扱う新規商品の提案会を随時開催 

・「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 

・「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 

【産業振興推進総合支援事業】 

【産業振興推進ふるさと雇用事業】 

【一般財団法人 高知県地産外商公社～トレード・サポート KOCHI～】 

【移住促進による経済活性化検討プロジェクトチーム会議】 

【高知県移住推進協議会の開催】 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/120801/
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《仕入機能の強化による商品ラインアップの充実》 

・県内事業者が商品の提案をよりしやすくなる仕組み 

まず、商品の概要等の情報を連絡していただき、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 

・県民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＞高知県地産外商公社高知事務所(TEL：088-855-4330 FAX：088-823-9262) 

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/  

＜首都圏＞ 

3/9,10    ニシザワでの「四国フェア」 

3/23～29  紀ノ国屋での「まるごと高知フェア」 

4/1～5/31  京王プラザホテル八王子での「高知フェア」 

4/19～21   エコピアでの「四国フェア」 

4/24～30   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「四国フェア」 

5/1～31  京王プラザホテル新宿での「高知フェア」 

5/11～6/9  東京エアポートレストランでの「高知食材フェア」 

5/16～19  シミズヤでの「四国フェア」 

5/22～28  オオノヤでの「高知フェア」 

5/29～6/2  京王ストアでの「高知フェア」 

6/13～16  三徳での「高知フェア」 

＜関西＞ 

3/7～13 近鉄百貨店での「四国四県 味と技めぐり」 

4/1～30   ワインバー&レストラン ブルディガラでの「土佐の恵みフェア」 

4/10～16   阪急百貨店うめだ本店での「元気四国物産展」 

4/10～16 阪神百貨店梅田本店での「高知畜産フェア」 

4/12～14 イオン東近畿エリア（３店舗）での「高知フェア」 

4/26～5/6  '13食博覧会・大阪（インテックス大阪） 

5/3,4    アスピア明石（商業施設）での「高知フェア」 

5/10～31   ウェスティン都ホテル京都「高知フェア」 

5/22～28   阪急百貨店うめだ本店での「高知青果フェア」 

5/26     「第１回四国＝酒国（しこくはしゅこく）2013」（梅田スカイビル） 

6/5～11 阪神百貨店梅田本店での「四国物産展」 

6/19～25 JR大阪三越伊勢丹での「高知フェア」 

＜中部＞ 

3/14～17   アピタ千代田橋店での「高知フェア」 

3/16,17   旅まつり（名古屋市久屋大通公園） 

3/30,31   小牧⇔高知線就航記念「高知フェア」 

4/4～7    イオン各務原店での「高知フェア」 

【高知フェア等】 

http://www.marugotokochi.com/
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4/22～26   第 47回全国センター合同物産観光展「春のふるさとフェア」 

4/25～30   アピタ名古屋空港店での「高知フェア」 

5/4,5    第 7回よさこい夢まつり（名古屋港ガーデン埠頭公園） 

＜その他＞ 

2/19～    ローソン「柚子かおるカンパチ漬焼」（おにぎり）全国販売 

3/16,17  岡山マルイ「まるごと高知祭」 

3/20～24   マルナカ「高知フェア」（四国内 146 店舗） 

5/4,5    アルク（山口県㈱丸久）での「高知フェア」（45店舗） 

 
・ FOODEX JAPAN2013 

開 催 日：3/5（火）～8（金） 

会 場：幕張メッセ 

主 催：日本能率協会 

内 容：四国銀行、高知銀行と協働で出展し、首都圏を中心とした県外市場への販 

路開拓・販売拡大につなげる。 

出展者：20社 

「土佐せれくとしょっぷ てんこす」 

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 

4,080アイテム（店内販売は約 1,600アイテム(4/1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などを実施 

※営業時間 物販:9:00～21:00  飲食:11:00～18:00(金土 20:00) 

《最近の主な実績と今後の予定》 

中心商店街支援事業 

・1/12～（毎月第二土曜日実施）タウンモビリティ事業 

高齢者や障害者への車いすの貸し出しやボランティアによる介助により、外出機 

会の創出と商店街の新たな顧客の囲い込みを図る 

外商活動事業 

・食博覧会・大阪の高知県ブース運営（4/26～5/6 インテックス大阪） 

4年に一度開催。高知県の物産を販売し、県の外商活動の強化につなげる 

＜お問合せ＞てんこす （TEL：088-855-5411） 
 

・ 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 

・ 「高知貿易人材育成研修」（全 3回の研修講座のべ 143名／海外実地研修 6名）の開催 

・ 3/22 海外実地研修報告会及び貿易人材育成セミナー開催 35名参加 

※土佐まるごとビジネスアカデミー基礎編⑤貿易実務に位置付け 

・ 台湾「裕毛屋」第 2回高知県物産展 12月→2月（2/22～28 15社）開催延期 

・ 2/20～26 香港そごう四国フェア 出展企業 四国 17 社 うち高知 7社 

・ 5/17 平成 25年度貿易人材研修第 1回開催 

・ 5/24～6/2 2013 伊勢丹シンガポール四国フェア 

・ 6/30～7/2 米国食品見本市「59 th Summer Fancy Food Show」出展 

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

  

【海外への地産外商に挑戦】 

【商談会等】 

【高知市内のアンテナショップ】 
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・ 高知カタログギフト「結」販売中 

結婚披露宴の引出物等に活用できる県産品のカタログギフトの販売 

販売期間：H24.9/28から概ね 1年間 

掲載商品：43社 57商品 

販売価格：3,800 円（カタログ自体の送料別途） 

・ 地域産品商談会 

県内量販店等と事業者による商談会を開催し、事業者の販路開拓・販売拡大の機会 

を提供する。 

開催日程  5/20（月）西部：新ロイヤルホテル四万十 

5/28（火）中央：ザ クラウンパレス新阪急高知 

＜お問合せ＞地産地消・外商課地産外商担当（TEL：088－823-9753） 

・ 農産物加工相談会（上記 地域産品商談会と同日開催） 

加工用農産物の生産販売に取り組もうとする生産者と県産農産物を活用したい食品

加工業者との相談会 

開催日程  5/20（月）西部：新ロイヤルホテル四万十 

5/28（火）中央：ザ クラウンパレス新阪急高知 

＜お問合せ＞地域農業推進課 （TEL：088-821-4537） 

・ 地場産物学習教材の活用による、食育の推進「高知県の食べ物探検記」 

高知県の地場産物や郷土料理などについて学べる学習教材を関係する会議や研修会 

等で紹介し、活用を促進する。 

＜お問合せ＞スポーツ健康教育課 （TEL:088-821-4928） 

・ 高知県スーパーバイザーの委嘱（再任） 

「課題解決先進県」を目指した取り組みに対するアドバイスや国内外への県の情報発 

信を依頼 

梅原 真 氏 （梅原デザイン事務所 代表）    期間：4/1～H26.3/31 

・ 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  < URL：http://www.kochi-marugoto.com/ > 

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 
 

＜H24年度＞ 

 ・ マーケットイン型商品づくり支援事業 

   首都圏の高品質系スーパー3社（パートナー店）の協力を得て、実需に基づいた商品 

づくりを支援 

・京北スーパー：面談を経てテスト販売（9～3月：26社 60 商品） 

2/8～14：まるごと高知フェア 

第 3 回目の面談及び事業者へのフィードバック：3/26～27 

・三浦屋：都内での試食及び審査を経てテスト販売（12～3月：23社 40商品） 

     2/14～20：愛媛・高知味めぐり 

・福島屋：試食・面談審査を経てテスト販売（11～2月：11社 22商品） 

【全国への情報発信】 

【地産地消の推進】 

【食品加工の推進、生産管理の高度化】 

http://www.kochi-marugoto.com/
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     第 3回目の面談及び事業者へのフィードバック：3/14 

 ・ 生産管理高度化研修の開催 

   ・商品仕様書と表示の作成方法：2/21（高知市） 

   ・品質管理・製造管理責任者向けセミナー「実践編」：H24.7 月～3 月（10 社で実施） 

＜H25年度＞ 

・  4/1 高知県立大学と高知県との間で生産管理高度化講座開設に関する協定締結 

〈高知県食品産業協議会〉 

 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：延べ 479件（H24 年度） 

＜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） 

〈工業技術センター〉 

・県内で開発された減圧蒸留抽出装置や搾汁装置など、12種類の食品加工機械を「食 

品加工研究棟」に設置 

・加工品の試作開発や加工、品質管理の実践的な実習を支援 

（機械の使用は有料） 

・機器の利用状況  計 143回 （3月末現在） 

・商品化 48件（水産物加工商品、調味料、飲料等） 

＜お問合せ＞工業技術センター （TEL：088-846-1111） 

◆ 「リョーマの休日」の推進 

わざわざ行こう！志国高知へ をキャッチフレーズに、高知県観光キャンペーン「リョー

マの休日」が H24.4月スタート 

高知の幅広い魅力を「ロマン」「やすらぎ」「おいしい」「学び」「アクティブ」といった

5つのテーマで、わざわざ高知に来られたお客様にご提供。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、

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」申請受付中（H24.4/1～） 

・ H25.4月から、対象施設が 360から 410に拡大するとともに、黒パスポートのプレ

ミアム特典もさらに充実。 

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

URL：http://www.attaka.or.jp/ryoma-holiday/ 

・ JAL×リョーマの休日（高知県）合同企画 

H24.10/1～3/31   JAL版リョーマの休日キャンペーン秋・冬版 

4/1～9/30  JAL 版リョーマの休日キャンペーン 2013 春・夏版 

・ エリアキャンペーンの実施 

平成 24年度 四万十・あしずりエリアキャンペーン（H24.12/1～3/31） 

平成 25年度 嶺北エリアキャンペーン（4/1～9/30） 

  仁淀川エリアキャンペーン（4/1～9/30） 

  高知市エリアキャンペーン（4/1～9/30） 

・ 土佐の「おきゃく」2013（3/2～10 高知市中心街ほかで開催） 

・ 東京スカイツリーでの観光 PR（4/20、21） 

【ＰＲ活動】 
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・ 旅行会社向けセールスキャラバンの実施（東京・名古屋 5/13～14、福岡・広島 6/4 

～5、大阪・岡山 6/20～21） 

・ JR四国商品説明会での PR（大阪 5/21） 

◆ 地域観光の推進 

・ 観光人材育成塾「とさ旅セミナー」 

県内 3 地域（東部、中部、西部）で開催（5 月～） 

・ 高知・西南地域観光キャンペーン”楽しまんと！”はた博 

オープニングセレモニー（6/29、30 四万十市） 

・ エリアキャンペーンの実施 

平成 24年度 四万十・あしずりエリアキャンペーン（H24.12/1～3/31） 

平成 25年度 嶺北エリアキャンペーン（4/1～9/30） 

       仁淀川エリアキャンペーン（4/1～9/30） 

             高知市エリアキャンペーン（4/1～9/30） 

・ 観光客への満足度調査 

観光客への満足度調査（アンケート）及びフィードバックの実施 

    1～3 月：幡多（サンリバー四万十）、高知龍馬マラソン、プレシーズンマッチ 

4～5月：外国客船、高知城周辺、映画「県庁おもてなし課」ロケセット 

・ 観光ガイド研修 

観光ガイド西部地区研修（3/13） 

観光ガイド研修（個別勉強会）（20 回実施） 

・ おもてなしトイレ認定事業 

おもてなしトイレ認定 500件達成（3/27） 

おもてなしトイレ募集中（4/1～H26.3/31） 

・ おもてなしタクシーの広報（4/1～） 

・ タクシーの接客向上に向けたアンケート調査（4/1～） 

・ おもてなし活動実施（1月～3月仁淀川地域での美化活動） 

・ 臨時観光案内所設置（2/23、24高知龍馬マラソン、3/2～3四万十・足摺無限大チャレ 

ンジライド、3/2～3プロ野球プレシーズンマッチ、3/15～17PRGR レディスカップ） 

・ ゴールデンウィークの対応 

4月下旬～5月上旬 渋滞対策及びサービスエリアでの観光情報の提供 

  ＜渋滞対策＞ 

  桂浜周辺 

高知競馬場駐車場に臨時駐車場（約 1000台収容）を設け、無料シャトルバスで観光 

客を送迎する 

   日程：4/28、5/3～5の 4日間 

  高知城及び県庁周辺 

   高知中心部駐車場マップの配布による民間駐車場等への誘導 

   日程：4/27～29、5/3～5の 6日間（県庁前は 5/6も実施） 

  ＜観光情報提供＞ 

  南国 SA（下り） 

臨時観光案内所を開設し、パンフレット等を配布。また、桂浜周辺の渋滞対策とし 

   て臨時駐車場及び無料シャトルバスの利用を呼びかける 

   日程：4/27～5/5の 9日間 

  淡路 SA（下り） 

◆ おもてなしの向上 
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   パンフレット等を配布し、本県への誘導を図る 

   日程：4/27、28、5/3～5の 5日間 

・ 高知県内のアクセス情報 

   URL：http://www.attaka.or.jp/kanko/kotsu.php（よさこいネット） 

・ 高知市「MY 遊バス」 

   毎日運行中（H21.11/1～） 

   ※パスポートを提示した本人のみ半額となる外国人観光客割引を開始(H24.1/1～) 

   ※停留所を増設(H24.4/1～) 

   ＜お問合せ＞(公財)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/kanko/taxi.php 

  ※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 ｶ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 13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-odekake.net/navi/kantakun/ 

   ＜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 

・ 周遊観光バス しまんと・あしずり号 

  中村駅発着：四万十川沈下橋、足摺岬などを巡る 

  コース：Aコース（2日間）・Bコース（半日）・Cコース（1日） 

  運航日：4/1～9/30の金・土・日・祝日、4/26～5/6、7/19～9/30は毎日 

  運休日：全コース 12/25～1/6 

   ※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＞高知西南交通(株) （TEL：0880-34-6221） 

◆ 国際観光の推進（インバウンド対策） 

  2/24 台湾ランタンフェスティバルへの参加（よさこいチーム派遣） 

  3/8～11  韓国旅行会社ファムツアー（ジンエアー利用） 

  3/9～13  台湾訪日教育旅行促進事業視察ツアー 

  3/12～14 クルーズ・シッピング・マイアミへの参加 

毎年マイアミで開催される世界最大規模のクルーズコンベンションにブース 

出展し、外国クルーズ船社に対して誘致活動を行う。 

  3/26  クルーズ・シンポジウム in大阪 「世界・アジアのクルーズの魅力を探る」 

14:30～17:30 大阪商工会議所 7階 国際会議ホール 

高知港のアピールとしてブース出展を行う 

4/12～15  シンガポール四国ドライブツアー 

4/18  四国４県インバウンド実務者会議 

4/20～  韓国・順天湾国際庭園博観光ブース出展 

  4/23  クルーズ客船サン･プリンセス高知新港入港 

  4/25  日華親善協会高知県支部総会 

  4/29  ジンエアーチャーター便（第１便）就航  
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◆ 観光分野のその他の取り組み 

 ・スポーツツーリズム 

3/2～3  四万十・足摺無限大チャレンジライド（幡多地域） 

3/2～3  プロ野球プレシーズンマッチ（春野・東部・安芸球場） 

3/15～17  PRGP レディスカップ（土佐カントリークラブ） 

4/1～11  女子プロ野球合宿（室戸市、土佐清水市） 

4/7    高知ファイティングドッグス開幕戦（高知球場） 

4/7    南国高知 FC開幕戦（春野球技場） 

4/13,14   女子プロ野球公式戦ティアラカップ（高知球場） 

4/21    徳島ヴォルティス四国ダービー（鳴門市） 

4/25～5/2 NTTドコモレッドハリケーンズラグビー合宿（春野陸上競技場） 

5/21～22  ウエスタンリーグ公式戦オリックス対福岡ソフトバンク（高知市営球場） 

 ・首都圏マスメディア情報発信 

5/10 首都圏マスメディアとの情報交換会（まるごと高知） 

・県立のいち動物公園 

3/1～ のいち動物公園 動物サポーター家族会員制受付開始 

4/14  11:00～ ふたごのチンパンジー「ダイヤ＆サクラ」の誕生日会 

4/27～5/31 写真展 KID ZOO （動物写真家「田井基文氏」が世界各国の動物園で撮影し 

た「子どもと動物園」の写真展）※5/19 13:00～ 講演とサイン会 

5/1～7/31 写真コンテスト、携帯電話写真コンテスト作品募集 

5/19 9:35～12:00 撮影会 （講師：岩崎 勇(写真家)・園長） 

6/11～30 サマースクール生募集（対象：小学校 1～6年生） 

動物園の一日飼育係として世話をしながら動物たちと親しみ、接し方や観察方法な

どを学んでもらう（実施日：7/20，21 の 2日間。募集人数：2日間で 80名） 

・高知港・高知新港・宿毛湾港客船（護衛艦）寄港 

3/24 クルーズ客船「飛鳥Ⅱ」【陽春の南国土佐と鹿児島・奄美チャータークルーズ】 

11:00入港～17:00 出港（前港：横浜、次港：鹿児島） 

4/23 大型外国客船「サン・プリンセス」【中国と日本 8日間】 

8:00入港～18:00 出港 高知新港 

    県民向け船内見学会（限定 50名 応募終了） 

受付 13:30～14:00 船内見学 14:00～15:30 

4/25 クルーズ客船「にっぽん丸」【春の屋久島・四万十クルーズ】  

8:00入港～18:30 出港 宿毛湾港 

5/9   大型外国客船「コスタ・ビクトリア」【横浜発着コスタビクトリアで行くデラック 

スクルーズの旅 7日間】 13:00入港～20:00 出港 高知新港 

5/11～13 海上自衛隊訓練支援艦「くろべ」「てんりゅう」  

入港 5/11 9:00 出港 5/13 9:00高知港 

5/15 クルーズ客船「ふじ丸」【日本一周クルーズ】 7:00 入港～12:00出港 高知新港 

5/31 クルーズ客船「にっぽん丸」【初夏の南紀白浜・高知クルーズ】  

10:00入港～18:00 出港 高知新港 

6/7   大型外国客船「サン・プリンセス」【横浜発着龍馬ゆかりの地と韓国・世界遺産ク 

ルーズ】7:00 入港～17:00 出港 高知新港  
・県立牧野植物園 

・ 第 7回ラン展（2/2～2/17） 12,571 人 

・ 「五台山花絵巻 四ノ巻 土佐國の春」（3/2～5/12）36,410 人（4/14 時点） 
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・ 企画展「牧野植物図の継承者たち Ⅰ 川崎哲也桜図譜展」（3/23～6/9） 

こうちの旅の始まりは「こうち旅広場」から！ 

 高知県観光情報発信館 とさてらす 

   県内の観光スポットや旬のグルメ、特産品情報が満載 

    営業時間 8:30～18:00（年中無休） 

    入 館 料 無料 

 「龍馬伝」幕末志士社中 

  大河ドラマ「龍馬伝」の撮影で使用された、龍馬の「生家」セットの再現のほか、

幕末の志士紹介コーナー、龍馬とお龍の衣装を着て無料で記念撮影ができるコー

ナーなど、幕末の時代を体感できる施設 

    営業時間 8:30～18:00（最終入館 17:30 年中無休） 

    入 館 料 大人 500円 小人 250 円 

イベント広場 

  季節ごとに工夫を凝らしたイベントを開催 

  ご当地アイドルグループ「土佐おもてなし勤王党」によるステージパフォーマン

ス（公演：土日祝日 １日 3回公演） 

  よさこい祭りで活躍するチームによるよさこい鳴子踊り（演舞：土日祝日 1日 2

回公演） 

  3 志士像（坂本龍馬、武市半平太、中岡慎太郎）前は記念撮影スポット 

＜3月のイベント＞ 

・龍馬の生家で土佐のひな祭り（2/23（土）、3/10（日）） 

・ミュージックフェスティバル（矢野絢子（3/9（土）、いちむじん（3/10（日）） 

・“もて勤”から一足早いホワイトデー（3/9（土）、10（日）） 

・こうち deＨｏｔピアッツァ（3/10（日）） 

・こうち旅広場 de遊園地（3/24（日）） 

・大道芸人フェスティバル（3/24（日）） 

＜4・5月（GW）のイベント＞ 

・土佐おもてなし勤王党 

スペシャルステージ 新ステージショー Love Letter－恋文―（4/27（土） 

スタート） 

・プロジェクションマッピング（NEW イベント） 

毎日上映：10:30～、12:30～、14:30～（上映時間８分） 

・こども学遊ラリー（5/3（金・祝）～5（日）） 

・復活！龍馬の部屋にご案内（5/3（金・祝）～5（日）） 

・龍馬パスポート特典（4/27（土）～29（月・祝）、5/3（金・祝）～5（日）） 

・高知名物 カツオの藁焼きタタキ体験・試食（5/4（土）～5（日）） 

・巨大ふかふかドームがやってくる（5/3（金・祝）～5（日）） 

・兜の展示・撮影（5/3（金・祝）～5（日）） 

・土佐茶のおもてなし（4/27（土）～29（月・祝）、5/3（金・祝）～5（日）） 

   ＜お問合せ＞高知県観光情報発信館 とさてらす （TEL：088-879-6400） 

高知県出身のベストセラー作家・有川浩さんによる同名小説が原作。映画全編のほとんどが

【こうち旅広場】 

【映画「県庁おもてなし課」】 
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高知県で撮影されており、高知県の雄大な自然や地元ならではの食など、高知の魅力がたっぷ

りと織り込まれた作品。 

5/11（土）～全国東宝系ロードショー 

＜映画「県庁おもてなし課」ロケセット＞ 

 県庁内に設置。パネルや撮影で使った小物等の展示や常駐する観光ガイドによりロケセッ

トの解説や県内観光地の紹介により観光客の周遊を促す。 

  公開期間：4/20（土）～9/23（月・祝） 

時  間：9:00～16:30（最終入場 16:00） 

  入場無料（県庁駐車場への駐車不可、県庁前に有料駐車場あり） 

・関係者内覧会（4/19（金）） 

＜イベント等＞ 

・伝説の元県庁職員 清遠和政役 船越英一郎さんに、高知県観光特使に委嘱（4/19（金）） 

・有川浩のセカイとコトバ展（県立文学館（4/20（土）～7/15（月・祝）9:00～17:00） 

◆ 新たな産業の創出 

・成長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 24年度事業化プラン認定件数 13件 

（食品 5件、天然素材 4件、環境 4件、健康福祉なし） 

3/11 食品産業研究会セミナー（高知市）販路拡大支援 

3/5～4/5 H25研究会の会員募集（H24会員数：293） 

4/18 第 1回成長分野育成支援研究会(4分野合同開催)（高知市） 

5/29 食品・天然素材産業研究会（高知市） 

5/30 成長支援プログラム審査会（高知市） 

＜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） 

・産学官連携会議 

2/19 平成 25 年度高知県産学官連携産業創出研究推進事業（継続事業）審査委員会 

   Ｈ23 採択分 3件、Ｈ24 採択分 2件を継続事業の候補として選定 

2月～3月 部会 「新エネルギー部会」（2/18）「防災部会」（3/1）「食品部会」（3/4） 

3/25  第 3回産学官連携会議 

4/1   平成 25 年度高知県産学官連携産業創出研究推進事業（新規事業）募集開始 

テーマ別部会成果・・短期的に取り組める共同研究テーマ「機能性を持った防災食 

品の開発」などは、H25年度からの実施を目指すこととした 

産学官連携産業創出研究推進事業（H23 採択分）・・・化粧品などの試作品づくりや 

特許出願準備など具体的研究成果が生まれつつある 

＜お問合せ＞新産業推進課 （TEL：088-823-9750）  
・コンテンツ産業の事業化支援 

2/19  「まんが王国・土佐推進協議会」第 3回総会（高知会館） 

2/23  ソーシャルゲーム産業創出事業に関する講習会（高知情報ビジネス専門学校） 

                          参加者：6社 12 名 

   3/22  高知コンテンツビジネス創出育成協議会総会（職員能力開発センター） 

4/8  高知県ソーシャルゲーム企画コンテスト 作品募集開始 

              URL： http://www.pref.kochi.lg.jp/~contents/game/ 

4/8  高知コンテンツビジネス起業研究会 会員募集開始 

・防災関連産業の振興 

2/4 高知県防災関連製品認定制度に基づく防災関連製品や技術の認定 42件 

2/4 新たな公的調達制度に基づく防災関連の物品等の認定 13件 
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2/5～22 ものづくり地産地消推進事業費補助金（防災枠）第 4次募集（2ヶ年事業） 

2/7～8 第 17 回震災対策技術展の高知県ブースの出展 

（会場：パシフィコ横浜）＊6小間 7社の出展 

2/12～17 巡回展示会「防災ものづくりフェスタ（四万十市会場）」の開催 

パネル展（2/12～17 フジグラン四万十 2F フードコート前） 52 製品 

製品展示会（2/17 フジグラン四万十 駐車場横） 13社出展 

3/4 防災見本市（中部・東海エリア）の高知県ブースへの出展企業の決定 10社 

     中部ライフガード TEC：5社（4小間）、EE東北'13：5社（4小間） 

3/14 ものづくり地産地消推進事業費補助金(防災枠)の第 4次採択結果の発表 

     採択件数：5件（平成 24年度延べ 22件の申請で 16件採択） 

3/17 ぼうさいカフェ in高知への「防災グッズコーナー」設置 3社出展 

5/9  防災関連製品認定制度の募集開始 

5月中旬 危機管理産業展 2013、防犯防災総合展 in KANSAI 2013、第 18 回震災対策 

技術展への出展企業募集開始 

5月中旬  防災関連産業交流会の開催 

5/24～25  中部ライフガード TEC 2013 出展企業 5社（4小間） 

6/2  地域防災フェスティバル（奈半利町）での防災関連製品展示コーナーの設置 

6/5～6   ＥＥ東北’13 出展企業 5社（4小間） 

6月中旬  防災関連製品認定制度の審査会 

6月下旬  防災関連産業交流会意見交換会の開催 

6月下旬  危機管理産業展 2013、防犯防災総合展 in KANSAI 2013、第 18 回震災対策

技術展への出展企業審査会 

＜お問合せ＞工業振興課 （TEL：088-823-9724） 

・ 専門家派遣（無料） 

平成 24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 

特許や商標などの取得や活用に関する助言を行うため、弁理士を派遣や、案件の

フォローアップに努める。 

地域アクションプランにかかる地域団体商標、商標の取得、活用に関する相談 8

件のうち、1 件が商標登録出願を行い、3件が出願準備中 

・ 2/20 知財セミナー及び弁理士相談会（無料） 

「商標を活用した自社ブランドの展開について」（工業技術センター） 

（※土佐まるごとビジネスアカデミーと連携して開催） 

13:00～15:00 講演（受講者 22人） 

15:00～17:00 個別相談会（相談 4件） 

＜お問合せ＞新産業推進課（TEL：088-823-9643）  
◆ 人材育成  

＜産業人材育成プログラム「土佐まるごとビジネスアカデミー」＞ 

県内の産業界や高等教育機関の皆様と協力し、昨年度に引き続き開講 

平成 25 年度は、トップレクチャー、現場研修、出前講座の科目を加えるなどカリキュラム

をバージョンアップ 

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

【知的財産の保護と活用に向けた支援】 
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ホームページ等で事前面談（5月に高知市、安芸市、四万十市で合計 7回開催）への参加 

者募集中（募集期間 4/10～5/7） 

◆ガイダンス・入門編、基礎編 

講師：民間企業の実務者ほか 

対象：産業に関わる全ての方 

実施期間：6月下旬～H26.2月（予定） 

◆応用・実践編 

・目指せ！弥太郎 商人
あきんど

塾 

講師：川村 明子氏（（有）ダブルオーエイト、（有）カフェエイト 取締役  

テーマ：新商品の開発） 

臼井 純子氏（（株）富士通総研 理事 テーマ：農商工連携プランの実践） 

対象：新商品の開発や異業種と連携したビジネスプランの構築を目指す 20 事業者 

実施期間：7月～H26.2月（3日間×6回） 募集期間：4/10～5/31 

・土佐経営塾 

   講師：竹内 伸一氏（慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 特任教授） 

   対象：県内で事業を営む経営者及び次世代経営者、県内で起業をお考えの方等 20 名 

   実施期間：7月～11月（全 12セッション） 募集期間：4/10～5/31 

  ・土佐 FBC（フードビジネスクリエーター人材創出） ※高知県寄付講座 

講師：高知大学教授、県内外民間企業代表者ほか 

対象：食品産業における基礎を学びたい方、プロを目指したい方等 

 実施期間：5月～H26.2 月 募集期間：3/15～4/26 

・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・実践できる能力 

を身につける研修 

5/31 農業創造セミナースタートアップセミナー 

場所：高知市内 

内容：アドバイザーによる講演等  

＜お問合せ＞地域農業推進課 （TEL：088-821-4537） 
 
＜産業振興アドバイザーの派遣＞ 

市町村や事業者等の申請により、観光や食、商品づくりなどのアドバイザーを随時派遣 

 
    
＜各種技術指導等＞ 

（工業技術センター） 

・ 特別技術支援員による技術支援 

3名の特別技術支援員（食品加工、機械金属加工、資源利用加工）が県内企業の研

究開発、技術指導、商品開発などの支援を実施 

・ 技術指導アドバイザーによる技術指導 

食品加工や機械金属などの専門家を技術指導アドバイザーとして企業へ派遣し、現

上記の各事業に関する詳細とお問合せ   計画推進課 

URL：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/120801/     TEL：088-823-9334 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/120801/
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場の技術者とともに課題を解決する 

溶接、鋳造、金属材料など 16件実施（3月末現在） 

・ 技術研修開催 

県内企業の技術者の方を対象として、機械・金属、電子・情報、分析化学、食品加

工などの技術研修を開催する 

33コース 121日間 584 名参加（3月末現在） 

・ 3/15 研究、支援活動成果報告会開催（13:30～17:00 工業技術センター） 

H24年度に工業技術センターが行った技術指導や研究成果を報告。（参加者 74人） 

・ 技術研修では目標を大きく超える受講者数が得られ、中でも溶接実践講習受講者の

試験合格率は 75%で県平均の 66.4％を上回る成果が得られた。 

（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 

5Sや製紙技術全般の専門家を技術指導アドバイザーとして企業へ派遣し、現場の技 

術者とともに課題を解決する 

抄紙技術に関する指導等 4件実施(3月末現在)  

・ 紙産業技術初任者研修会 

第 5回：2/8 講演会及びディスカッション 

・ 開放試験設備利用研修 

第 2回：2/ 7 繊維分析計 

第 3回：2/22 極微弱発光検出分光システム 

第 4回：3/15 フーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR） 

・ 分析機器アプリケーションセミナー 

第 1回：2/28 機能紙分析機器（FT-IR） 

・ 紙質研究会 

2/1、3/6開催 

＜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

家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、人材育成を実施する 

・2/1  プラント運転実習 大型懸垂短網抄紙機「断熱材入り壁紙」 

・2/22 講演会「最新の不織布情報」（参加者 16人） 

・3/27 講演会及び分科会（13:30～16:15 紙産業技術センター）（参加者 23人） 

演題 1「紙・シート製品の機能化と新規日用品分野開拓」 

講師 花王株式会社ビューティケア事業ユニット 開発部長 西條宏之氏 

演題 2「機能性紙・シート基材を応用したスキンケア製品の動向」 

講師 花王株式会社ビューティケア事業ユニット 

           プレミアム・スキンケア開発マネジャー 高鍋英信氏 

    食品包材、医療衛生、環境エコ分科会（参加者 7人） 

・5/10 講演会「EV 用電池動向とセパレータに要求される課題」及び合同分科会 

依頼試験で得られた知見を企業に提供した結果、企業ニーズに基づく新たな研究（ト 

イレに流せる製品評価システムの構築）につながる事業成果が得られた。 

＜人材育成研修事業＞ 

企業にとって必要な人材の育成と確保を支援するため、従業員に対するキャリア研修会 

の開催や講師の派遣を行う 

◆ 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 
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開催予定:セミナー13回  

時 間：13:30～16:30（予定） 定 員：30 名 

受講料：無 料        申込期限：各回初日の１週間前 

◆ 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 

派遣予定企業 15社（うち介護福祉関係事業所優先枠 5社） 
       
＜高等学校における人材育成事業＞ 

・ 生徒の企業見学（企業を知ろう事業）  H24.5月～3月  

 3 月末現在 16校 1,553名実施 

・ 保護者対象進路講演会（企業を知ろう事業）  H24.5月～3月  

 3 月末現在 12校実施 478 名参加 

・ インターンシップ（仕事を知ろう事業）  H24.7月～3月  

 3 月末現在 16校 528名実施 

・ 農林業インターンシップ（仕事を知ろう事業）  H24.6月～3月  

 アグリサポート（専門高校で学ぶ生徒が、農家等で農林業の実践的な体験をする） 

 3月末現在 2校 190名実施 

 アグリリサーチ（農業コース等で学ぶ生徒が先進農家等で実践的技術指導） 

 3月末現在 5校 120 名実施  

2/3 梼原高校が園芸連や植物園での体験 

2/12 春野高校が南国市の 4～5企業で体験学習 

アグリウオッチング（普通科等で学ぶ生徒が先進農家や企業・大学で農林業の体験） 

第 2回：3/16 高知工科大学・芸西村 JA集荷場及びハウス園芸農家で体験  

3校 18 名参加 

・ スキルアップ講習会（社会人基礎力の育成事業）  H24.6 月～3月  

28校 2,772 名実施 

＜小中学校における人材育成事業＞ 

・中学生用キャリア教育副読本の作成と配付（3月) 

   対象：市町村（学校組合）教育委員会及び公立中学校等（特別支援学校含む） 
 

◆ 若年者等の県内企業への就職促進 

・ ジョブカフェこうちでは若者の就職を支援します！ 

就職相談、履歴書・面接のアドバイス、就活セミナー、しごと体験、学校出前 

講座、職業紹介等を実施中  < URL: http://www.jobcafe-kochi.jp/ > 

ジョブカフェこうち （高知市帯屋町 2丁目 1-35 片岡ビル） 

運営日：年中無休（年末年始を除く） 

時間：10:00～19:00 

ジョブカフェこうち幡多サテライト（四万十市右山五月町8-13アピアさつき1F） 

運営日：月、水、金、土（年末年始を除く） 

時間：11:00～19:00 

○ジョブカフェ特別セミナー 

3/16 林業の担い手 間伐現場でチェーンソー丸太切り体験 

 場所：県立森林研修センター 参加者：14名 

上記の事業に関する詳細とお問合せ   雇用労働政策課 就業支援担当 

URL：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151301   TEL：088-823-9766 

http://www.jobcafe-kochi.jp/
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151301
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○ジョブカフェによる学校出前講座 

高校、専門学校、大学等へ出向き各種セミナーや相談等を実施 

実施校：延べ 60校、2,740 人参加（2月末現在） 

・ 就職支援協定に基づく県内企業の会社説明会への参加及び相談ブース設置 

高知での仕事さがしのポータルサイト「高知しごとネット」情報提供中 

県内の様々な求人情報取扱機関等を集約して、求人情報、資格取得や企業面接会な

どの情報を提供 < URL：http://www.pref.kochi.lg.jp/~shigoto/ > 

《今後の主な予定》 

 ・ジョブカフェ特別セミナー 

4/27 自己アピール力を磨くトレーニング 

   場所：高知会館 

5/11 就活のプレゼンを高める「好感度アップマナー・面接マナー」 

   場所：四万十市社会福祉センター 

5/18 コミュニケーション力スキルアップ 

   場所：高知市 

6/1  ビジネスマナー 

   場所：高知市 

6/15 園芸農業一日体験 

   場所：未定 

 ・5/17 経済 4団体等及び高知県工業会に対して、新規高等学校卒業予定者の 

     求人要請（知事、教育長、労働局長の連名） 
 

◆ 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 155社、求職者 330 人（3 月末現在） 

URL：http://ui-turn.pref.kochi.lg.jp 

・ジョブセンターはりまやの「U・Iターン就職相談コーナー」の開設日を増設 

高知県へ UI ターン就職を希望する既卒者の方とそのご家族からの相談窓口 

所在地：高知市はりまや町 1丁目 5-1 デンテツターミナルビル 4F 

高知県地域共同就職支援センタージョブセンターはりまや内 

開設日時：ジョブセンターはりまやの開庁日時のうち毎週水曜日の 9:00～16:00 

・ 高知県 U・Iターン無料職業紹介所による就職斡旋 

高知県 U・Iターン企業就職等支援センター 

高知市丸ノ内 1-2-20 雇用労働政策課内 

休日：土日祝日、年末年始  時間：9:00～16:00 
 

◆ 地場企業の振興 

・ 機械系ものづくり企業外商支援会議の開催(第 8回 2/18、第 9回 3/29) 

高知県産業振興センターが重点的に支援を行う機械系ものづくり企業の選定や支援

の方法など総合的な支援策について助言（構成メンバー：2社 8団体） 

・ 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：130社 

・ 機械系等ものづくりの見本市、商談会 

2/21～22 近畿・四国合同商談会（京都パルスプラザ）参加企業数 9社 

http://www.pref.kochi.lg.jp/~shigoto/
http://ui-turn.pref.kochi.lg.jp/
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5/21～24 2013NEW 環境展（東京ビッグサイト）参加企業数 5社 

・ 高知県新商品生産による新事業分野開拓者認定制度・高知県モデル発注制度 認定

製品の公表（2/4） 

◆新事業分野開拓者認定制度 （対象製品：物品） 

応募:23件 → 認定:15 件（一般製品:3件、防災関連製品:12件） 

◆モデル発注制度 （対象製品：サービス（役務の提供）、土木建築関連の技術・工

法等） 

応募:7件 → 認定:1件（土木建築関連の技術・工法等（防災関連）） 

・ 海洋深層水の販路拡大 

スーパーマーケット・トレードショー（2/13～15） 

他の取水地と連携した商品ＰＲ等 

参加取水地：4カ所 

高知城花回廊への出展支援(4/5～7 高知城) 

海洋深層水企業クラブによる商品 PR等(14社、33品目予定） 

＜お問合せ＞工業振興課 （TEL：088-823-9691） 
 
◆ 新エネルギーの利用促進 

・ こうち再生可能エネルギー事業化検討協議会風力発電検討部会（2/26） 

・ こうち再生可能エネルギー事業化検討協議会太陽光発電検討部会（2/26） 

・ こうち再生可能エネルギー事業化検討協議会小水力発電検討部会（2/27） 

・ こうち再生可能エネルギー事業化検討協議会（2/28） 

・ 高知県・安芸市地域還流メガソーラー発電事業プロポーザル審査委員会（3/26） 

・ 第 3回新エネルギー産業交流会 ～小水力発電特集～ （3/28） 

・ 高知県・安芸市地域還流メガソーラー発電事業 3者協定締結（5/2 予定） 
 

◆ 建設業の新分野進出 

・ 建設業経営革新支援事業による支援（平成 25 年度 新規 2件採択） 

・ 新分野進出セミナーの開催（県内 2会場（高知、幡多） 6月上旬予定） 

・ 先進地の視察勉強会の実施（3回予定） 

・ 建設業新分野進出実態調査の実施（6月～8月予定） 

＜お問合せ＞商工政策課 （TEL：088-823-9789） 
 

◆ 移住・担い手対策 

・ 高知県庁（本庁）3階に移住促進室を開設 

移住・交流コンシェルジュが常駐し移住相談等に対応 

     ＜移住相談窓口＞ 

      高知県地域づくり支援課内 移住・交流コンシェルジュ 

      電話：088-823-9336 FAX：088-823-9258 

      E-mail:iju@ken3.pref.kochi.lg.jp 

        ＜高知で暮らす。ポータルサイト＞ 

      http://www.pref.kochi.lg.jp/~chiiki/iju/ 

・ 高知暮らしフェア 

5/19 東京 東京交通会館 

5/25 大阪 シティプラザ大阪 

・ 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：436件、遊休ハウス情報：2件 

結び付実績(H24.4～3月末)  
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農地情報：88件 937a、遊休ハウス情報：13件 168a 

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） 

・ 「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 

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 

    〈主な進捗状況と今後の予定〉 

    ○H25年度研修生の確保 

    ・大阪・東京会場の研修生の募集開始（4/22～） 

    ・情報誌「いなか暮らしの本」への掲載（6/3） 

・インターネット（Yahoo!検索サイト）での PR開始 

   ＜お問合せ＞環境農業推進課 （TEL：088-821-4532）  

◆ まとまりのある園芸産地の育成 
・野菜の産地強化計画説明会（3/5 高知市） 

・燃油高騰緊急対策説明会（3/11 高知市） 

・トマト生産者交流会（3/22 南国市） 

・ニラ生産者交流会（3/26 香南市） 

・ユズ生産者交流会（4/18 高知市）  
◆ 新需要開拓マーケティング 

・ 東急ストア、セイミヤ、富士シティオ、阪急百貨店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社の店舗において高知フェアを順次開催（H24.4～3月 計 46 回、H25.4月計 3回） 

高知野菜フェア 

セイミヤ鹿島東店他（3/23～24） 

富士シティオ上大岡店他（3/9） 

東急ストア大森店他（3/21～23、4/9,17～19、5/23～25、6/6～8） 

阪急百貨店西宮阪急他（3/6～12、4/17～23、5/22～28） 

・ 花き出前授業：大阪鶴見花き地方卸売市場(3/13) 

・ 第 4回土佐・ぶんたん祭 in高知：中央公園北口(3/3)  
◆ 県産園芸品のイメージアップと消費拡大 

・ 県産園芸品のイメージアップと消費拡大（PRイベント） 

◆ 県特産物の認知度向上と販売拡大 

＜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/~ tiikinou/tosacya/ 

・ 「土佐茶カフェ」での土佐茶販売・PR 

土佐茶カフェ annex もっと茶 

１Ｆ「土佐茶カフェ」 （営業時間 11月～ 11:00～19:00） 

県産食材を使った軽食メニュー・スウィーツメニュー・ドリンクメニュー 

２Ｆ「土佐茶カフェａｎｎｅｘ もっと茶」 （営業時間 12:00～18:00） 
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土佐茶と土佐茶を使った甘味の専門店 

土佐茶カフェセミナー（3/12、18、23） 

土佐茶をおいしく楽しく飲んでいただくセミナーの開催 

＜お問合せ＞ひだまり小路 土佐茶カフェ （TEL：088-855-7753） 

・ 新茶まつり(5/5) 

場所：中央公園北口前  内容：土佐の新茶の PR 
 

＜畜産＞ 

・ 特産畜産物の PR 

食べ歩きマップ（H24 改訂版）とドライブマップの配布（観光案内所、主要ホテル等） 

畜産振興アドバイザーによる各種イベント（赤肉サミット 2013 東京都など）の開催

や PR 

・ 出前授業 

（米豚） 室戸小：3/10 

・ 土佐のおきゃく 2013大謝肉祭（中央公園）：3/9～10 

・ マルイ高知まるごと祭（岡山県津山市）四万十黒毛和牛、四万十ポーク米豚、土佐ジ

ロー、土佐はちきん地鶏、四万十鶏：3/16～17 

・ 元気な志国の畜産＆競馬まつり（高知競馬場）：3/19 

・ 大阪阪神百貨店 土佐あかうしフェア：4/12～14 

・ 銀座三越 高知フェア（はちきん地鶏）：4/24～26 

・ サンシャイン四万十店 土佐あかうし特販：4/27～28 

◆ 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 

 H24年度末：10,493haを認定 
 
◆ 担い手の確保 

・ 林業体験教室の開催：2/14、15 香美市（森林技術センター研修館ほか）（延べ 38

人参加） 

・ 林業就業相談会の開催：2/16 高知市（高知城ホール）（30名参加） 
 

◆ 副業型林家の育成支援 

・ 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

(H24.9/22～3/22) （20名参加） 

◆ 木材加工基盤の強化 

・ 原木の安定供給を図る協定締結支援の拡充 

・ 県内事業者の加工力強化のための県産材加工力強化事業の実施 

・ 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 

H25年度：性能表示木材を 15,450m3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 

 H25受付開始（H25助成予定 500 戸） 

・ 木の香るまちづくり推進事業 

H25事業募集中 

・ 「県産材利用推進に向けた行動計画」の H24実績調査の実施 
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・ 木材利用ポイント説明会（4/12）高知市（四国森林管理局） 
 

◆ 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・商談会部会（4月下旬） 

・ 流通拠点の設置と活用 

既存の流通拠点 12ヵ所（関東 3、東海 2、関西 6、九州 1）と継続して協定 

・ 土佐材商談会の開催 

産地セミナーの実施： 大阪から 1社が来高（嶺北、高知市） 

・ 土佐材展示会の開催 

神戸（4/13） 

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） 

土佐材パートナー企業打ち合わせ会議 大阪（4/23） 
 

◆ 未利用森林資源の有効活用 

・ 木質ペレット等の供給体制の整備と木質バイオマスボイラーの普及促進 

H24年度までの累計：173 台 

H25年度導入予定：37台 

安芸地域をモデルに地域循環システムを実施・検証 

市町村、JA、農業利用者等との協議（6回予定） 

木質バイオマスボイラー利用者等との意見交換（2/22） 

・ 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（5月

末予定） 

◆ オフセット・クレジット（J-VER）の販売 

販売実績（4/1までの累計） 6,654ｔ-CO2 （延べ 82 件（委託 5件含む）） 

・ （有）泉家が運営する高知県庁西庁舎の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 1kg-CO2を付けて 4000 食分販売（3/5） 

・ （有）伊東組が県発注の治山工事「地すべり第 505 号葛地すべり防止工事」で排

出される 21t-CO2 をオフセット（4/1） 

・ 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） 

（223店舗登録(3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） 

・ 高知県漁協及び海の漁心市株式会社（販売子会社）による流通・販売の取組 

(1) 県産水産物の県内量販店への直接販売、県外消費地への出荷（築地、兵庫、

大阪、京都）、直販店舗での販売を継続 

(2) 東京の百貨店で清水サバフェアを開催（2/8～11、3店舗） 

(3) 東京の百貨店等でフェアを開催 (3/27～4/9：2店舗、4/20～21：20店舗程度

を予定、4/24～30：1店舗) 

◆ 土佐の魚
いお

の消費拡大 
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・ 県産水産物の PR 

(1)「土佐のたたき文化」の情報発信 

・「土佐のたたきフェア」の開催（H24.9～3月） 

県内のたたき料理を提供する 145店舗の飲食店を紹介したガイドブックをホテ

ル、道の駅、観光施設等で配布 

・「土佐のたたきガイドブック 2013 年度版」掲載店舗の募集（5～6月） 

(2)まるごと高知「TOSADINING おきゃく」でフェアを開催 

・キンメダイのフェア（3/15～18）メニューを提供 

・5月には 初ガツオフェアの開催を予定 

(3)マルイウエストランド店（岡山）で県産水産物を PR（3/16～17） 

カツオのたたき、宗田節加工品を PR 

(4)土佐のおきゃく「観光特使！ちくと一杯」で県産水産物を PR（3/9） 

キンメダイ、宗田節加工品を PR  

・ 築地、大阪へのチャーター便試験運行の実施(H24.6/27～3/13) 

◆ 水産加工業の振興 

・ 「宗田節をもっと知ってもらいたい委員会」による宗田節の PR活動 

(1) 土佐清水元気プロジェクトによる新商品のテストマーケティング（まるごと高

知、3/2,3） 

・ 水産加工業交流促進協議会の開催（3/18） 

・ 第 4回高知沖シラス検討委員会の開催（3/19） 

・ 第 9回「宗田節をもっと知ってもらいたい委員会」の開催（4/22） 

◆ 漁獲の増加に貢献する黒潮牧場の整備 

・ 室戸沖に設置していた鋼製浮魚礁「土佐黒潮牧場」10 号を更新(3/6) 

◆ カツオの地元水揚げの促進 

・ 黒潮町佐賀において、上りガツオ漁に向けた活餌供給実施中 

・ H24年度の佐賀へのカツオ水揚げ金額は 480,824千円（前年度比 156％） 

◆ 漁業の担い手確保 

・ 安芸市の就業希望者について、機船船びき網漁業等での長期研修の実施を調整中 
 

◆養殖生産者グループの活動促進 

・ 須崎市の養殖グループの生産したマダイとカンパチが、ならコープの店舗で開催さ

れる高知フェアに出品（4/28～28） 

・ (独)水産総合研究センター古満目事業場の協力を受け、すくも湾漁協と宿毛市の生

産者がゆずカンパチの生産を開始し、大手回転寿司チェーン店に出荷予定(5～6月) 

◆高品質なカンパチ種苗の県内での量産化 

・ 平成 24年度は、民間企業が(独)水産総合研究センター古満目事業場から提供を受け

た 20万粒の卵から全長 6cmの人工種苗 1万尾を生産、成長等の良い個体を選抜して

親魚候補とするため継続飼育中 

・ 民間企業が、人工種苗の周年出荷を目的に、親魚の早期成熟誘導試験を実施中 

・ 水産試験場が由来の異なる 3系統の人工種苗の性質を評価する試験を実施中 

◆漁村における滞在型・体験型観光の推進 

・ ホームページ「漁村感動体験！！タラッタ！こうち」

（http://www.kochi-marugoto.com/gyoko/）で、高知県内の漁村でのさまざまな体

験活動を情報発信中 

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

