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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 

 

 

 

 

 
 

◆ 県民参画に向けた県広報 

  ・H25.10 月  特集「豊かな森林資源をダイナミックに活用するこれからの林業」 

土佐の志 「梼原千百年の歴史を生かした観光交流の拠点づくり」 

梼原観光案内所代表（地域移住サポーター） 田村 俊夫さん 

・H25.11月  土佐の志 

「世界に羽ばたけ！北川村のユズ」 

 北川村ゆず王国株式会社 取締役 加藤 忍さん 

・H25.12月  県政ピックアップ 

高知家のいい物おいしい物発見コンクール入賞賞品決定 

情報ひろば 

 「高知家は、ひとつの大家族やき。」みんなで歌おう「高知家の唄」 

  ・特別番組 サクセス産業振興計画 ― 飛躍への挑戦 ― 

     高知県出身の作家、山本一力さんと尾﨑知事による対談形式で、第 2期計画 ver.2

の改定ポイントごとに具体的な事例を見せながら紹介 

    放送日：6/16（日）16:30～17:25 【再放送：7/20（土）16:00～16:55】 

    放送局：RKC高知放送 

  ・特別番組 高知家～みんなぁひとつの大家族やき～ 

    「高知家」のコンセプトのもとに展開する地産外商、観光振興、移住促進の取り組

みや、12/25 から実施される「高知家の食卓」県民総選挙などを紹介 

    放送日：12/22（日）16:30～17:00 【再放送：12/28（土）17:00～17:30】 

    放送局：KUTVテレビ高知 

・ 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 

・ 第 2期産業振興計画オフィシャルサイト 

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

 第 2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。また、新たな紹介事例を取材中で、記事が完成次第、順次掲載予定 

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

                  ※上記ページ URLの 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  

 

H25.12.27 

【ホームページ】 

【広報テレビ番組】 

 

【県広報誌「さんＳＵＮ高知」（産業振興計画関連記事）】 
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 高知県産業振興推進部 計画推進課 

 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 

 電子メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

・第 2期産業振興計画 ver.2 PR版パンフレットの作成・配布 

     第 2期産業振興計画の全体像や取り組み内容等をまとめた PR版パンフレットを 

     約 20,000 部作成し配布中 

    ・高知県産業振興計画における民間事業者の取組事例紹介 

      県の各種支援策を活用した、民間事業者の皆様の取組事例を紹介したパンフレット 

     を 5,000部作成し配布中 

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

◆ さらなる官民協働の推進に向けた取り組み 

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（12/13 現在、応募 48 件（H24 からの累計）） 

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 22 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 〉 

＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9334） 

◆ さらなる市町村との連携協調に向けた取り組み 

県と市町村職員を対象とした、支援に必要な知識やスキル、マインドを実践的かつ体 

系的に修得する研修を開催（平成 25年度新規事業） 

   実施期間：5～11月（全 6回） 県地域支援企画員、市町村職員等 67 名が修了 

        （5/30（第 1回）、7/4（第 2回）、10/1～2（第 3回）、 

         10/22（第 4 回）、11/5（第 5回）、11/26（第 6回）） 

   講師：高知短期大学 梅村 仁 教授、高崎経済大学 河藤 佳彦 教授ほか 

＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9742） 

 

◆ 産業振興計画の推進体制 

 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 

7/26･29    第 2回推進本部会議 

議題：各産業分野の 4年後の目標を達成するための要素、到達点の設定 

等について ほか 

8/30･9/2    第 3回推進本部会議 

議題：第２期計画 ver.2の進捗状況等について ほか 

11/13・14    第 4回推進本部会議 

議題：施策連携の確認、第２期計画 ver.2 の進捗状況等バージョンアッ

プに向けた重点項目について ほか 

【産業振興推進本部（推進本部）】 

【土佐の産業おこし参加プランの募集】 

【ＰＲ版パンフレット等】 

【産業振興のための行政職員の育成研修「土佐まるごと立志塾」】 
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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 

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 

5/8   平成 25年度 第 1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と今年度の展開などを 

協議 

   7/4   平成 25年度 第 2回外商推進本部会議 

        平成 25年度の「高知家」を活用した事業展開などを協議 

   10/29  平成 25年度 第 3回外商推進本部会議 

        平成 25年度上半期の実績と下半期の予定を共有し、事業展開などを協議 

12/25  平成 25年度 第 4回外商推進本部会議 

        平成 26年度の戦略品目とプロモーション施策の展開方針などを協議 

 

 

地域アクションプラン（236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、8/26） 

物部川地域 （5/31、8/19） 

高知市地域  （4/26、8/22） 

嶺北地域    （5/2、8/6、12/5） 

仁淀川地域 （4/16、8/27） 

高幡地域 （4/19、8/29） 

幡多地域 （4/11、8/22、12/10） 

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 

  9/13（金）14:00～17:00 第１回フォローアップ委員会 

            （会場：高知サンライズホテル）  

    ※第２回は H26.1/27（月）、第３回は 3月下旬に開催予定 

◆専門部会等 

    9/2（月） 14:00～17:00 第１回商工業部会（会場：高知会館） 

      9/4（水）  9:00～12:00 第１回連携テーマ部会（会場：高知共済会館） 

      9/5（木） 13:00～16:00 第１回水産業部会（会場：高知会館） 

      9/9（月）  9:00～12:00 第１回観光部会（会場：高知共済会館） 

      9/9（月） 13:30～16:30 第１回農業部会（会場：高知共済会館） 

      9/11（火）  9:30～12:00 第１回林業部会（会場：高知城ホール） 

 ＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9049） 

◆地域アクションプランフォローアップ会議 

    第１回 

     8/29（木） 14:00～16:30 嶺北（会場：土佐町保健福祉センター） 

   8/29（木） 14:00～16:30 幡多（会場：幡多クリーンセンター） 

   8/30（金） 14:00～16:30 物部川（会場：香美農林合同庁舎） 

   9/2 （月） 14:00～16:30 高知市（会場：高知県工業技術センター） 

計画 

【外商推進本部】 

【産業振興推進地域本部（地域本部）】  

【高知県産業振興計画フォローアップ委員会等】 
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 高知県産業振興推進部 計画推進課 

 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 

 電子メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

   9/3 （火） 14:00～16:30 安芸（会場：安芸広域メルトセンター） 

   ※9/4 （水） 仁淀川地域は、台風接近のため取り止め 

   9/5 （木） 14:00～16:30 高幡（会場：須崎総合庁舎） 

  第２回 

   2/4 （木） 14:00～16:30 仁淀川（会場：日高村社会福祉センター） 

2/5 （水） 14:00～16:30 嶺北（会場：本山町プラチナセンター） 

2/10（月） 14:00～16:30 高知市（会場：高知県工業技術センター） 

2/10（月） 14:00～16:30 高幡（会場：須崎市総合保健福祉センター） 

2/12（水） 14:00～16:30 幡多（会場：幡多クリーンセンター） 

2/13（木） 14:00～16:30 安芸（会場：安芸広域メルトセンター） 

2/14（金） 14:00～16:30 物部川（会場：香美農林合同庁舎） 

 ＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9334） 

 

 

 

◆ 地域の取り組みへの支援 

・平成 25年度交付実績：14件（11 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 

12/1 時点：117件（うち地域 AP 86件） 雇用者 241人（うち地域 AP 173 人） 

＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9333） 

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  採択件数：39件（11月末日時点） 

＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9334） 

 

 

◆ 移住促進による経済活性化（担い手等を含む） 

6/4  高知県全体をイメージするコンセプトコピー「高知家」の発表 

特設サイト URL:http://www.kochike.pref.kochi.lg.jp/~top/ 

   7/29 四国銀行 共同記者会見（移住特使） 

8/1 「高知家」ロゴマーク説明会開催 

   「高知家」ロゴマーク使用届出受付開始 

高知県地産外商公社 高知事務所 

   「高知家」ファミリー募金受付開始 

   ・高知観光情報発信館 とさてらす 

   ・高知空港ビル株式会社 

   ・土佐せれくとしょっぷ てんこす 

計画 

【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】 

【産業振興アドバイザーの派遣】 

【高知県プロモーションの実施】 

http://www.kochike.pref.kochi.lg.jp/~top/
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 高知県産業振興推進部 計画推進課 

 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 

 電子メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

   ・高知県アンテナショップ まるごと高知 

   ・高知県地産外商公社 高知事務所 

＜ロゴマーク・ファミリー募金に関するお問合せ＞ 

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

8/5 「高知家」プロジェクト第 2弾 発表記者会見 

    「高知家の唄」プロジェクトのスタート、「幸せ移住パッケージシステム」 

稼働の発表 

11/12「高知家の唄」完成記者会見 

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 

  6/11  第 1回 移住推進協議会民間サポート部会 

  8/7   第 2回 移住推進協議会民間サポート部会 

8/20  第 2回 高知県移住推進協議会 

12/27  第 3回 移住推進協議会民間サポート部会 

◆フォローアップ 

  ・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 

※H25から、4 名から 6名に増員し、きめ細かな相談対応と市町村や地域との連携

をより強化 

     ＜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/ 

    ・ウェブ面談 

     東京、大阪、名古屋の各県外事務所及びまるごと高知に配置した携帯情報端末か 

     らスカイプで移住・交流コンシェルジュと面談が可能 

     12/9から、自宅からでも面談が可能（完全予約制） 

   ・「地域移住サポーター」 

     地域で移住希望者等の身近な相談相手として協力していただく「地域移住サポー 

    ター」を委嘱（11月末現在 7市町 27人） 

   ・「高知県移住支援特使」 

     都市部に在住し、県と連携して移住に関する情報提供や相談活動にご協力いただ 

く方を「移住支援特使」として委嘱（12/25 現在 8社 28人） 

   ・「高知で暮らし隊会員」対象の割引制度を開始 

     12/1から、高知で暮らし隊会員の方が、移住に向けての情報収集などのため、高 

    知に来られる際に利用するレンタカーの割引制度を開始 

◆情報発信 

   ・「幸せ移住パッケージシステム」 

【移住促進策】 

【高知県移住推進協議会の開催】 
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 高知県産業振興推進部 計画推進課 

 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 

 電子メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

     ホームページで「仕事」、「住む場所」、「趣味」の情報が探せる「幸せ移住パッケー 

    ジシステム」8/5 から稼働開始 

   ・「幸せ移住プランコンテスト」 

    「幸せ移住パッケージシステム」を利用して、理想の移住プランを応募いただくプ 

ランコンテストを開催中。12/11まで応募受付。12月選考。１月以降、ツアー   

を開催予定 

   ・9/1   大阪  朝日 UIターン相談会へのブース出展 

   ・9/8  東京、9/21 大阪 ふるさと回帰フェアへのブース出展 

   ・10/12 東京 四国暮らしフェア in 東京 2013 の共同開催 

   ・10/26 大阪 中国四国もうひとつのふるさと探しフェア in大阪 2013 の共同開催 

   ・11/9  東京、11/10 大阪 高知県移住笑談会の開催 

   ・11/23・24  高知暮らし体感ツアーの開催 

   ・1/18  東京、1/25 大阪、高知暮らし大相談会の開催  

◆担い手の確保・育成 

・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：511件、遊休ハウス情報：1件（11月末現在） 

結び付実績(H25.4 月～11 月末実績)  

農地情報：34件 523a、遊休ハウス情報：2件 28a 

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を募集しています。 

農地情報の提供を希望する方は登録していただくと新着情報をメール等で提供

します。 

＜お問合せ＞（公財）高知県農業公社 

                  （TEL：088-823-8618    E-Mail：info@kochi-apc.or.jp） 

・新・農業人フェアでの就農相談会 

  U・Iターンで高知で就農を希望される方に就農までの流れを説明。研修受け入れ

先や、法人での雇用就農等の情報を提供します。 

（東京会場 10/26 池袋サンシャインシティーワールドインポートビル） 

【相談実績】10名の相談 

【今後の予定】2/2 東京国際フォーラム 

   ・農業経営法人化セミナー 

     農業経営の法人化について、基礎的な知識が学べます 

１ 個別コンサルティング 参加者 10名 

２ 先進地視察研修 三重県内５法人を視察 参加者 16名      

    ＜お問い合わせ＞高知県農業会議 

（TEL：088-824-8555 E-Mail：gkouti@bronze.ne.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

会場において、農業の基礎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（定員：各会場 40名） 

    〈主な進捗状況と今後の予定〉 

    ○H25年度研修生の確保 

    ・東京会場の研修生応募者数 43名 

    ・大阪会場の研修生応募者数 31名 

○こうちアグリスクール開講（東京 7/13～10/5、大阪 8/24～11/16） 
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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 

 ＜お問合せ＞環境農業推進課 （TEL：088-821-4532） 

・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 

・「高知家お取り寄せ・贈り物カタログ 2014」取扱中（9/1（日）～） 

・「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 

《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」 

高知県地産外商公社（プロモーション戦略局、総務企画課） 

 〒104-0061 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 

高知県地産外商公社外商事務所  

 〒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 

 URL：http://www.marugotokochi.com/  

＜首都圏＞ 

10/28～11/29 センチュリーコート丸の内 レストラン「ロゼット」での高知フェア 

11/1～18   ナチュラルローソン 102店舗での「高知フェア」 

11/19       ホテルグレイスリー銀座での「第 3回土佐沖ノ島籠漁を楽しむ会」 

11/25～27   まるき「高知フェア」 

12/1～31    東急ハンズ横浜店での「高知・愛媛フェア」 

12/4～7     日本百貨店しょくひんかんでの「高知フェア」 

12/10       ホテルグレイスリー銀座での「第 4回土佐沖ノ島籠漁を楽しむ会」 

2/2～8      四国 4県特産品販売や観光 PRを行う「四国観光フェア inアゼリア」 

 

＜関西＞ 

10/10～1/30  和食さとでの「高知フェア」 

10/18～11/4  グランフロント大阪で旬の食材を使った「Umekiki～とくべつを味わう

18日間～」 

◆ 地産地消・外商戦略 

【高知フェア等】 

【一般財団法人 高知県地産外商公社 ～トレード・サポート KOCHI～ 】 
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11/13～19    阪急百貨店での「高知青果フェア」 

11/16・17    阪急宝塚駅モール inソリオでの「高知県観光物産展」 

12/4～10    阪急百貨店阪急川西での「高知青果フェア」 

12/11～17  阪急百貨店うめだ本店外 3店舗での「高知青果フェア」 

12/11～17  阪急百貨店うめだ本店での「うめだマルシェ」 

12/16～1/17 「高知おらんくのうまいもん」キャンペーン(とさの店 29店舗) 

2/3～16    クロスホテル大阪での「高知フェア」 

2/4・5     四国 4県事務所が連携した「四国うまいもの市」 

＜中部＞ 

11/25～29    全国物産観光センターでの「全国センター干支民芸展」 

12/2～6      全国物産観光センターでの「全国センター合同物産展」 

＜その他＞ 

11/1～30   札幌グランドホテルでの「高知フェア」 

11/2         コープかがわでの「高知フェア」 

11/2・3      フレスタ横川店（広島県）での「高知フェア」 

11/4～    四国コカ・コーラボトリング「ファンタゆず」全国販売(期間限定) 

11/9・10     高知家のいい物・おいしい物発見コンクール入賞商品展示販売会 

11/9・10   サンライフ（大分県）での「高知フェア」 

11/16～12/1  サークル Kサンクス「高知家の大家族弁当」(高知県内) 

11/17・18    フレスタ 60店舗（広島県）での「四国フェア」 

11/19～2/28  カゴメ「野菜生活 100ゆずミックス」全国販売 

1/15～2/15   ホテルポールスター札幌での「高知フェア」 

2/1～3/31    函館国際ホテルでの「高知フェア」 

・ 第１回四国産品外商ネットワーク会議 

開催日：10/30（水） 

会 場：ザ クラウンパレス新阪急高知 

内 容：首都圏等での四国産品の認知度向上、販路開拓・販売拡大を目指して四国

4県が連携して外商活動を展開するため、各県の担当部長で構成

するネットワーク会議を設立 

       ・大阪連絡会 開催日 11/20（水） 

            ・東京連絡会 開催日 11/26（火）・12/19（木） 

・ 高知家のいい物・おいしい物発見コンクール 

高知のいい物・おいしい物をコンクール形式で発掘し、販路開拓・拡大を支援する 

     一次審査：9/2（月） 高知市中央卸売市場 

     二次審査（バイヤーズ見本市と同時開催）：9/20（金） かるぽーと 

            ・加工食品部門大賞：土佐の清水さば漁師漬け（株式会社土佐清水元気プロジ 

クト） 

      ・非食品部門大賞：りぐる不織布ロール「美活クッキング」（株式会社三彩） 

      ・発見賞：美丈夫ゆずしゅわっ！！（有限会社濵川商店） 

ほか優秀賞 7商品 

     入賞商品展示販売会、表彰式：11/9（土）・10（日） ひろめ市場 

・ 伊藤忠食品社内商談会 

開 催日：11/14（木） 

会 場：伊藤忠食品株式会社本社 

【商談会等】 

【四国産品外商ネットワーク会議】 
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主 催：伊藤忠食品株式会社 

内 容：伊藤忠食品の社内商談会に高知県地産外商公社が出展 

      出展者：29社 

・ 「まるごと高知・食の商談会」 

開 催日：11/15（金） 

会 場：東武ホテルレバント東京 

主 催：（一財）高知県地産外商公社 

内 容：地産外商公社がこれまでに開拓できた外商先（首都圏の飲食店、小売店、

卸業者など）との商談会を開催 

      出展者：66社 

・ JA バンク四国ブロック商談会 

開 催日：1/22（水） 

会 場：東京交通会館 

主 催：JAバンク徳島、JAバンク香川、JA バンクえひめ、JAバンク高知 

     農林中央金庫 

後 援：高知県、高知県地産外商公社 

内 容：四国の農林水産物等の首都圏への地産外商の促進 

出展者：52社(高知県 12社) 

・ フーデム 2014 

開 催日：1/23（木）～24（金） 

会 場：神戸国際展示場 

主 催：旭食品（株） 

内 容：旭食品(株)が行う展示商談会に出展 

     出展者：5社程度 

・ 土佐の宴～高知家の食卓～/高知のこだわり青果市 in 大阪 

開 催日：1/30（木） 

会 場：大阪新阪急ホテル 

主 催：大阪事務所 

内 容：関西・中部エリアの食に関わる企業との試食商談会 

     出展者：55社程度 

・ 第 48 回スーパーマーケット・トレードショー2014 

開 催日：2/12（水）～14（金） 

会 場：東京ビッグサイト 

主 催：(一社)新日本スーパーマーケット協会 

内 容：国内の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出展 

     出展者：地産外商公社のブース 28社出展(県全体で 6団体 58社出展) 

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

「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 

4,490アイテム（店内販売は約 1,600アイテム(11/30 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 

青果の販売・・・季節の果物を販売中 

※営業時間 物販:9:00～21:00  飲食:11:00～16:00 (火曜日定休) 

《最近の主な実績と今後の予定》 

飲食部門 

【高知市内のアンテナショップ】 
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 ・営業時間と運営形態の変更（10/2～） 

      ランチタイム（11:00～14:00）はセルフサービス化 

中心商店街支援事業 

・タウンモビリティ事業（毎月第二土曜日実施） 

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 

・7 月～（毎週水曜日）刺繍教室 

 高齢者の中心市街地への来街動機の創出に向けたコミュニティ事業として刺繍 

教室を開催 

     ＜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 

・ 10/12～26  欧州縦断ユズプロモーション（欧州 3ヵ国） 

・10/16（水）スペイン・バルセロナ 

・10/21（月）デンマーク・コペンハーゲン 

・10/24（木）ベルギー・ブリュッセル 

有名ｼｪﾌ・ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ等各会場 50 名程度招待 

・ 10/17～19  日本食総合見本市「Oishii JAPAN 2013」2社 

・ 1/24     第 4回貿易研修及び個別面談 

・ 2/11～17   南四国フェア in香港 YATA 百貨店 

・ 2/27     オーストラリア（メルボルン）ユズ賞味会 

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

・ 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 

掲載商品：43社 57商品 

販売価格：4,300 円（カタログ自体の送料別途） 

・ 高知県県産品 eコマースサイト「高知家のえいもん屋」（10/1～） 

Facebookによる情報発信と連動して中山間地域などの事業者の方々の商品を販売す

る eコマースサイトの展開 < URL：http://www.eimonya.com/ > 

掲載商品：9事業者 15商品 

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

・ 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 

【海外への地産外商に挑戦】 

【全国への情報発信】 

【地産地消の推進】 
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・ 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 

・マーケットイン型商品づくり支援事業 

  首都圏の高質系スーパー4店舗をパートナー店とし、流通先や消費者ニーズに基づい

た商品づくりを支援 

   パートナー店：紀ノ國屋、北野エース、京北スーパー、クイーンズ伊勢丹 

   参加企業：83 社 

テスト販売 

 第 1クール  8月～10月に各 1～2ヶ月間実施 

 第 2クール  紀ノ國屋 エキュート立川店  1/7～1/31 

      京北スーパー 新柏店     2/1～2/28 

      クイーンズ伊勢丹 錦糸町店  11/1～11/28 

      北野エース LAZONA川崎店   2月（予定） 

・業務用商品開発プロジェクト 

  高知県の優れた素材等を、こだわりを持つ本物志向の業務筋のニーズに対応した“業

務用商品”として仕上げる、小売商品とは異なるターゲットに向けた商品づくりを支援 

   参加企業：53 社 

・市場対応商品開発事業 

   マーケットイン型商品づくり支援事業等を通じて、商品の開発・改良等を支援する。 

6/20 交付要綱制定（随時受付） 

・生産管理高度化 

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 

生産管理高度化講座「実践編」 11社で 7月から H26.3月まで実施 

PRP 講座～衛生管理の体制作りのために～  11/8（高知県立大学） 

特別講座「（仮）食品加工施設の洗浄や除菌」 1/22（予定） 

食品表示研修（中級） 11/12（四万十市）、11/13（高知市） 

食品表示研修（上級） 1/29（四万十市・予定）、1/30（高知市・予定）  

〈高知県食品産業協議会〉 

・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 

・H25 年度実績：412 件（11月末現在） 

＜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」に設置し、企業の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 82回 （11 月末現在） 

・商品化 30件（調味料、清涼飲料水、菓子類等） 

【食品加工の推進、生産管理の高度化】 
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＜お問合せ＞工業技術センター （TEL：088-846-1111） 

◆ 観光分野の取り組み 

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～） 

H25.9月から、対象施設が 460に拡大するとともに、おもてなしタクシーも参画 

龍馬パスポートの利用者数 62,021 人（11月末現在） 

＜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 

10/1～3/31  JAL 版リョーマの休日キャンペーン 2013 秋・冬版 

・ エリアキャンペーンの実施 

高幡エリアキャンペーン（7/1～12/31） 

四万十・足摺エリアキャンペーン（7/1～12/31） 

→高知・西南地域観光キャンペーン「“楽しまんと！”はた博」 

室戸ジオパーク・高知東海岸エリアキャンペーン（10/1～3/31） 

物部川エリアキャンペーン（10/1～3/31） 

・ 旅行会社向けセールスキャラバンの実施 

（福岡・広島 11/7・8） 

・ 「高知家の食卓」県民総選挙２０１４ 

旅先で“地元の人がお薦めするお店に行きたい”という観光客のニーズにしっかりと 

応えるため、全国初の県民参加型の取り組みとなる県民総選挙を実施 

12/5     総選挙告示セレモニー 

知事による趣旨説明、カツオ人間が『「高知家の食卓」県民総選挙

推進部長に就任、観光特使の島崎和歌子さんからの応援ビデオメッ

セージ上映 

12/5～1/20  県内ＰＲ活動 

三志士像がたすきを掛けてＰＲ、のぼり旗・ポスター掲示、選挙カー 

で県内全市町村を巡回（土佐おもてなし勤王党） 

12/25     投票開始 

高知県広報誌「さんＳＵＮ高知１月号」約 30万部に投票用紙を印

刷し、各世帯に配布。投票は、郵送（受取人払）又は各市町村役場

に設置する投票箱で投票可能 

1/20     投票終了 

3/9      結果発表 

『土佐の「おきゃく」2014』開催中の 3/9（日）に、高知市中央公

園ステージで発表 

 ・ 観光人材育成塾「とさ旅セミナー」 

【「リョーマの休日」の推進】 

【地域観光の推進】 
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県内 3地域（東部、中部、西部）で実施（6月～） 

・ 高知・西南地域観光キャンペーン「“楽しまんと！”はた博」（7月～12月） 

＜お問合せ＞一般社団法人 幡多広域観光協議会 （TEL:0880-31-0233） 

       URL: http://hata-kochi.jp/ 

・ エリアキャンペーンの実施 

高幡エリアキャンペーン（7/1～12/31） 

 四万十・足摺エリアキャンペーン（7/1～12/31） 

  →高知・西南地域観光キャンペーン「“楽しまんと！”はた博」 

室戸ジオパーク・高知東海岸エリアキャンペーン（10/1～3/31） 

 物部川エリアキャンペーン（10/1～3/31） 

・ 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 

11 月～2月：各エリアキャンペーン、冬のお城まつり、とさてらす 

・ 観光ガイド研修 

おもてなしセミナー（12/1） 

 講師：松尾諭氏 

 演題：おもてなされのススメ 

観光ガイド研修（個別勉強会）（8団体実施予定） 

・ おもてなしトイレ認定事業 

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～） 

・ おもてなしタクシー龍馬パスポート参加（9/1～） 

・ タクシーの接客向上に向けたアンケート調査（4/1～） 

・ おもてなしタクシーの新規認定（12/6） 

・ 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） 

・ 周遊タクシープラン（おもてなしタクシー） 

   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 月～） 

   ＜お問合せ＞(公財)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月～） 

   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/ kouchi/ 

   ＜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 

【おもてなしの向上】 
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   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） 

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

       ※乗車希望日の 4日前までに予約が必要 

   URL：http://www. kochi-seinan.co.jp/ 

   ＜お問合せ＞高知西南交通(株) （TEL：0880-34-1266） 

  2/8     t-way航空チャーター便就航 

  2/14    台湾ランタンフェスティバル    

 
11/1～29   プロ野球秋季キャンプ（阪神、オリックス、LG） 

11/10    2013 中土佐タッチエコトライアスロン 

11/23    第 2回高知県知事杯サーフィン大会 

11/28～12/1 カシオワールドオープンゴルフトーナメント 

2/1～28   プロ野球春季キャンプ（阪神、オリックス、西武） 

◆情報発信 

  ・近隣県でのテレビ CMによる週末イベント情報等の発信 

5/9～毎週木曜日放送（愛媛、香川、徳島、岡山各県） 

   ◆こうち旅広場 

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 

    屋内型プロジェクションマッピング  想い～龍馬の手紙より～ 

     毎日上映（10:30～、12:30～、14:30～） 

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 

＜年末年始のイベント＞ 

12月 

 ・それいけ！アンパンマンショー（12/22（日）） 

【国際観光の推進（インバウンド対策）】 

【その他の取り組み】 

【スポーツツーリズム】 
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 電子メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

 ・もて勤クリスマス SpecialStage（12/21（土）、23（月・祝）） 

 ・こうち旅広場からのクリスマスプレゼント 

   各日限定 200名様（12/21（土）～23（月・祝）） 

 ・クリスマスコンサート（12/21（土）、22（日）） 

 ・クリスマスデコレーション（12/1（日）～25（水）） 

 ・土佐茶のおもてなし（12/28（土）～1/3（金）） 

1月 

・餅つきパフォーマンス・振る舞い（1/1（水・祝）） 

・新春大書初め（1/1（水・祝）） 

・新春大福引き（1/1（水・祝）～3（金）） 

・新春 LIVE 学生ライブ（1/4（土））、駅前フォークジャンボリー（1/5（日）） 

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

◆映画「県庁おもてなし課」 

＜「県庁おもてなし課」ロビー展＞ 

県庁本庁舎１Ｆロビーに、映画のスチール写真等のパネルや小道具を展示。また、

ロケ地ガイドや観光パンフレットを配置し、県内観光地を紹介 

公開期間：9/25～H26.3/31（予定） 

＜「県庁おもてなし課」高知県庁ロケ地めぐり＞ 

 高知県庁内のロケ地をおもてなし課職員が案内（11/22、12/1） 

  ◆県立施設等 

・県立のいち動物公園 

10/13     夜の動物公園「のいち deナイト」 

9/1～11/4   第 22回のいち動物公園写真コンテスト表彰式＆作品展 ※9/1表彰式 

9/1～11/20  第 21回 写生コンテスト作品募集（735名応募、小学校 26校参加） 

11/2～4     開園記念イベント（開園記念日の 3日は、入園無料開放！） 

「うまいもの市」、「ダンちゃんマキコちゃんパレード＆記念撮影」、

「木の玉プールで遊ぼう！」を３日間開催 

11/2・3  バードショー＆記念撮影 

11/3・4  9：30～15：00 スタンプラリー 

11/4    11：30～ 野市吹奏楽団コンサート 

11/16     のいち de ZOO 婚（要参加申込み、男女各 20名まで） 

12/22     13：00～  動物たちにＸ'ｍａｓケーキプレゼント 

12/23     13：00～  サンタ＆トナカイ？からのプレゼント（先着 200 名、小

学生以下対象）  

 ※22、23 日 9：30～ 入口ゲートでオリジナルカレンダー配布（各

日 100枚限定） 

12/15～2/23  のいち動物公園写生コンテスト作品展 

1/2～5     お正月イベント 

2/2      11:00～ 動物たちに恵方巻き 

・県立美術館 

11/2～12/8   シャガール・コレクション展 オルジュヴァルの夜 

                   入場者数 5,810人 

11/2～1/13   草間彌生展 永遠の永遠の永遠 
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11/2～11/9   ドリームシンクスピーク 1980/2013  入場者数 386 人 

11/23・24  秋の定期上映会 ベルトルッチとイタリア名作選 

入場者数 333 人 

12/8     渋さ知らズオーケストラ ライブ及び多角的ワークショップ 

          入場者数 296 人 

12/10～1/13  シャガール・コレクション展 村の祭り 

1/19～3/1   石元泰博・フォトギャラリー「刻－moment」 

2/2～4/6   シャガール・コレクション展 花嫁の花束 

2/2～4/6   生誕 200年記念ボストン美術館所蔵「ミレー展」 

・県立歴史民俗資料館 

10/19～12/8  備前焼－薪と炎が織りなす土の美－ 入館者数 3,967人 

1/2～3/9   おもちゃの牧場－干支の馬－ 

2/2～3/12   おひなさま展 

・県立坂本龍馬記念館 

7/20～10/25  龍馬は小栗流「土佐の武術」展 入館者数 56,357 人 

10/26～1/24  古き良き江戸時代「外国人から見た日本」展 

・県立文学館 

  9/28～11/24  紀貫之と土佐日記展 入館者数 2,479 人 

  12/7～1/31   近代文学のあけぼの展 

・県立県民文化ホール 

    11/3      第三回土佐の伝統芸能～土佐のフレッシュ伝統芸祭～ 

入場者数 250人 

12/1      脇岡洋平ピアノリサイタル 入場者数 226 人 

1/11      新春土佐の農村歌舞伎合同公演 

1/16      ウィーンワルツ・オーケストラ ニューイヤーコンサート 

1/27      春風亭昇太 落語会と山城対談 

2/9       音楽の絵本クールブラス 

2/23      高知ジュニアオーケストラ定期公演 

2/23      喜劇 売らいでか！ －亭主売ります－ 

・県立牧野植物園 

   ・ハワイアンフラワーフェスティバル（9/14～10/20、19,340 人） 

   ・第 3回五台山観月会（9/21～23、3,917人） 

   ・世界の三大穀物展（10/5～2/2、26,554人 12/1 時点） 

   ・クリスマスウィーク（12/14～12/25）  

 ◆県内港湾への客船寄港 

10/5    クルーズ客船「飛鳥Ⅱ」高知新港寄港【名古屋発秋の土佐・大阪クルーズ】 

        10:00入港～17:00 出港 高知新港 

11/10        クルーズ客船「飛鳥Ⅱ」高知新港寄港【四国一周・瀬戸内海クルーズ】 

11:00 入港～17:00 出港 

1/1 フェリー「きそ」高知新港寄港【高知ニューイヤークルーズ】 

 8:00 入港～20:30 出港 

  ◆ものづくり地産地消センターの相談活動 

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

◆ 商工業分野の取り組み 

【ものづくりの地産地消】 
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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 

・平成 25年度相談件数：290件（11月末現在） 

・ものづくりに関する情報収集活動 

＜お問合せ＞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 

◆第２回ものづくり総合技術展＆INAP2013 アジアフェア 

    第２回ものづくり総合技術展には、県内 106 の事業所が「ものづくり」「防災」「食

品」「新エネルギー・環境」「産業教育」「屋外展示」の６ゾーンに分かれて出展し、県

内各地からのうまいもんも販売。また、INAP2013 アジアフェアでは、INAP（友好提携

港国際ネットワーク）会員港各国（6カ国 7港）の観光・物産・食をご紹介 

    日時：11/21（木）～23（土） 10 時～16時   

場所：高知ぢばさんセンター 

来場者：延べ約 14,400人 

  ◆ものづくり地産地消推進事業 

 平成 25年度ものづくり地産地消推進事業費補助金 

・第 3次募集  10/24（木）～ 11/20（水）  

応募件数：1件（試作開発） 審査会：12/2（月） 審査結果：採択 1件 

   ＜お問合せ＞工業振興課（TEL：088-823-9720） 

・ 機械系ものづくり企業外商支援会議の開催(第 7回 10/30、第 8回 11/28) 

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：137社 

・ 機械系等ものづくりの見本市、商談会 

10/2～4  関西機械要素技術展 参加企業数 4社 

10/24～26 びわ湖環境ビジネスメッセ 参加予定企業数 4社 

1/29～1/31 新機能性材料展 参加予定企業数 4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 

募集：12月～  審査会：2月 

・ 海洋深層水の販路拡大 

買いまっせ！(10/4 大阪府立体育会館） 

ねんりんピックよさこい高知２０１３ への出展支援 

 10/26 ふれあい広場、10/26～28 中央公園 

平成 25年度農林水産祭（11/8～9 東京 明治公園）への出展支援 

第 2回ものづくり総合技術展（11/21～23 高知ぢばさんセンター）への出展支援 

第 48回スーパーマーケット・トレードショー２０１４ 

（2/12～14 東京 東京ビッグサイト） 

＜お問合せ＞工業振興課 （TEL：088-823-9691） 

   ・高知県伝統的特産品振興協議会の開催（11/15） 

【地場企業の振興】 

【伝統的特産品産業の振興】 

http://www.joho-kochi.or.jp/mono/mono_index.html
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    高知県伝統的特産品の指定 

     品目    土佐備長炭  

     生産団体  室戸市木炭振興会（室戸市）、土佐備長炭生産組合（東洋町） 

   ＜お問合わせ＞工業振興課 (TEL：088-823-9720)  

・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 

11/8    成長支援研究会（高知市：２分野合同） 

11/22    天然素材研究会（高知市：事業セミナー） 

12/10    天然素材研究会（高知市：事業セミナー） 

12/6    健康福祉産業研究会（紙産業技術センター：講演会、主要設備見学） 

 参加者 32名 

2月     食品・天然素材産業研究会（高知市：事業セミナー） 

＜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） 

11/29       新エネルギー部会（高知市） 

        12/4        食品部会（高知市） 

        12/13       防災部会（高知市）  

12/25       産学官連携会議（高知市） 

＜お問合せ＞ 新産業推進課 （TEL：088-823-9750） 

    10/25    平成 24年度高知県ソーシャルゲーム企画コンテスト入賞作品「召喚紀

クロスファンタジア」配信開始 

        10/30       著作権セミナー（文化庁との共催、高知会館）参加者 118名 

    10/19・11/13・23 県内クリエイターの個別指導（人材育成） 

11/1     ソーシャルゲーム企画コンテスト企画部門入賞作品（1作品）、ゲーム 

開発会社決定、ゲーム開発開始 

    12/4        第 4 回県内クリエイター見本市（高知会館） 

出展者 17 名、参加事業者 35名 

＜お問合せ＞まんが・コンテンツ課 （TEL:088-823-9711） 

10/2～4     危機管理産業展 2013 での高知県ブースの設置 

（会場：東京ビッグサイト） 6小間 9社出展 

10/4～13   防災ものづくりフェスタ（香南市会場）の実施 

           ・パネル展（10/4～13 フジグラン野市 生活館） 

・製品展示会（10/13 フジグラン野市 駐車場）10社出展 

10/10    第 2回防災関連産業交流会の実施 

（講演会 30名参加・個別相談会 6社参加） 

（会場：高知県産業振興センター） 

10/14    テレビ大阪「防犯防災総合展 in KANSAI 2013 広報番組」にて、 

高知県ブース出展企業の紹介 

10/17～19    防犯防災総合展 in KANSAI 2013での高知県ブースの設置 

（会場：インテックス大阪） 8小間 10社出展 

    10/22    高知工科大学防災フェア・防災訓練での防災関連製品の展示 PR 

          （会場：高知工科大学） 13社出展 

【成長分野育成支援研究会】 

【産学官連携会議】 

【コンテンツ産業の事業化支援】 

【防災関連産業の振興】 
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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 

10/24    ものづくり地産地消推進事業費補助金（防災枠）第 3次募集公募開始 

       ・募集期間：10/24～11/20  ・審査会 12/2 

    10/25    高知県防災関連製品認定制度の公募開始（12 製品申請） 

           ・応募期間：10/28～11/18  ・審査会 12/17 

11/2     防災ものづくりフェスタ（黒潮町会場）の実施 

（会場：土佐西南大規模公園 体育館） 18社出展 

   11/3     ものづくりフェスタでの防災関連製品の展示 PR 

（会場：ポリテクカレッジ高知） 12社出展 

    11/10    防災ものづくりフェスタ（高知市会場）の実施 

          （会場：高須浄化センター） 12 社出展 

    11/10    高知県産業振興センター情報誌「情報プラットフォーム 11月号」 

           特集「防災関連産業の取り組み」 

    11/21～23  ものづくり総合技術展での防災関連製品の展示 PR 

           防災ゾーン：22社出展 プレゼンテーション：18 社実施 

          （会場：高知ぢばさんセンター） 

    11/21～23  INAP 会員国企業と防災関連産業交流会会員企業との 

ビジネスマッチングを実施：4社実施 

    11/24    みんなの安全・安心フェスティバルでの防災関連製品の展示 PR 

          （会場：高知市中央公園）5社出展 

    11/24    みのりの王国芸西フェスタ 2013 での防災関連製品の展示 PR 

          （会場：芸西村憩ヶ丘運動公園）3社出展 

    11/25    高知市防災製品研修会での防災関連製品の展示 PR 

          （会場：高知市総合あんしんセンター）19社出展 

    12/5     第 3回防災関連産業交流会の実施：30 名参加 

          （会場：高知県工業技術センター） 

    12/5     第 18回震災対策技術展の高知県ブースへの出展企業説明会の開催 

           7 社参加（会場：高知県工業技術センター） 

    12/17    高知県防災関連製品認定制度の認定審査会の開催 

          （会場：高知会館）     

12/21・22  KOCHI 防災危機管理展 2013 での防災関連製品の展示 PR 

          （会場：高知ぢばさんセンター） 

    12月     新事業分野開拓者認定制度（防災関連）・高知県モデル発注制度の 

公募開始 

    1月下旬   中部ライフガード TEC2014 等の高知県ブースへの出展企業募集 

    1/31     防災関連製品カタログ（第 4版）の発行 

    2/6・7   第 18回震災対策技術展での高知県ブースの設置 

          （会場：パシフィコ横浜）6小間 7社出展 

    2月下旬  中部ライフガード TEC2014等の高知県ブースへの出展企業選定審査会 

  ＜お問合せ＞ 工業振興課 （TEL：088-823-9724） 

 10/7    本山町のシェアオフィスへ入居予定の東京都内ＩＴ企業が求人を開始 

10/15      ビジネスプランコンテスト応募締切：8件応募 

【中山間地域等におけるシェアオフィスの推進】 
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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 

          （内訳：県内 3件、県外 5件 ／   企業 4社、個人 4 件） 

11/22・24 ビジネスプランコンテスト２次審査会：4件入賞 

（内訳：県内 1件、県外 3件 ／ 企業 3社、個人 1 件） 

＜お問合せ＞ 新産業推進課 （TEL：088-823-9750） 

・ 専門家派遣（無料） 

知的財産専門家派遣事業 

特許や商標などの取得や活用に関する助言を行うため、弁理士の派遣や、相談案

件のフォローアップに努める。 

＊実績 専門家派遣３件（うち１件商標出願）。 

URL：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151901/senmonkahaken-yoko-yoryo.html 

   ・知的財産セミナー等の開催      

県内の知的財産に対する意識の向上を図るため、普及啓発セミナーや専門分野研

修を行う 

     講師：弁理士 

     対象：民間企業、学生、県職員等 

     ＊実績 セミナー開催９回（参加者延べ 186 名） 

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

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.abi.co.jp/information/tosamba.html 

◆トップレクチャー 

 （１）6/27（木） 13:30～16:00 『「創業とは」～日本トリムの軌跡～』 

講師：株式会社日本トリム 代表取締役社長 森澤 紳勝 氏（92 名受講） 

 （２）7/6（土）13:30～15:30  

『「顧客満足度」を上げる！ ～“また買いたくなる仕組みづくり”実践法～』 

講師：ソフトブレーン・サービス株式会社 取締役会長 小松 弘明 氏（46 名受講） 

（３）10/31（木）15:00～16:45  

    『2020年 1000店舗 1000 億円達成に向けて』 

    講師：㈱ダイヤモンドダイニング 代表取締役社長 松村 厚久 氏(184 名受講) 

（４）11/21（木）13:00～14:30 第２回ものづくり総合技術展と併催  

    『LET`S WORK TOGETHER  ～ものづくりの楽しさをあなたに！～』 

    講師：宇治電化学工業㈱ 代表取締役社長 西山 彰一 氏（57名受講） 

◆ガイダンス・入門編、基礎編１～５ 

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：6/28～12/7 申込期限：各科目最初の講義の 1週間前 

＊ガイダンス・入門編は６科目全て終了しました（受講者数延べ 328 名） 

【知的財産の保護と活用に向けた支援】 

【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」】 
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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 

＊基礎編１～３は終了、１月に基礎編４（現場研修）、５（貿易）を実施予定 

◆基礎編６（出前講座） 

 研修を受けたいが、高知市会場までは遠くて通いづらい各地域や企業、団体等の皆様

を対象に、ニーズや課題に応じて直接講師を派遣する出前講座を開催（平成 25年度新規） 

 対象：県内に活動拠点があり、研修に 10名以上の参加が見込める団体等  

実施期間：H26.2 月まで（予算の範囲内）  申込期限：研修実施希望日の 2か月前 

＊12月までに 2件実施（室戸市（商品開発）、土佐市（財務会計））、34名が受講 

◆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） 

受講者：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 15事業者 

実施期間：7/10～H26.2月（3日間×6回）（募集は終了しました） 

・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） 

   受講者：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 18名 

   実施期間：7/7～11/4（全 12セッション）18名全員が修了 

  ・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 

受講者：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 54名 

 実施期間：5/10～H26.2 月（募集は終了しました） 

◆交流イベント 

・8/31（土） 土佐 MBAワークショップ（13 名参加） 

 ワールドカフェ（カフェにいるようなリラックスした雰囲気のなか、参加者が少人数

に分かれたテーブルで自由に対話を行い、メンバーをシャッフルさせながら話し合いを

発展させる会議）などを行い、受講生同士の交流を深め、地域や業種を超えたネットワー

クづくりを支援。 

・12/5（木） 商人（あきんど）祭り（66 名参加） 

 目指せ！弥太郎 商人塾の１～３期修了生と４期現役生が受講生同士の縦横のネット

ワークをつくるための交流会を開催 

＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9742） 

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

◆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 

   ［入門コース］参加者：9グループ、31名 

   11/13 事業計画作成研修会 
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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 

   ［応用・実践コース］参加者：7グループ、21名 

   10/22～24  現地調査・ワークショップ 

   11/29、12/27  課題解決に向けた実践活動（講義・個別指導） 

   ［入門コース］［応用・実践コース］ 

   1/30 成果発表会 会場：高知会館 

   ［フォローアップ］ 

   11/14 フォローアップ研修 商品開発に関する事例紹介・講義 

＜お問合せ＞地域農業推進課 （TEL：088-821-4537） 

＜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、

現場の技術者とともに課題を解決する 

 溶接、鋳造 10件実施（11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 

40コース 62 日間 596 名参加（11 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 

   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。 

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。 

・10/4 食品包材分科会 9名参加 

・12/5 医療衛生分科会 39名参加 

・12/6 合同講演会 26名参加 

今年度から、センターの小型抄紙機や不織布製造装置、試験機器等を用いて、紙及び 

不織布のものづくりを実習し、ものづくりの基本技術を習得することを目的とした「もの  

づくり技塾」を開催する。 

これまでにワイパー用途の不職布の試作など 5回開催 22名参加 

     今後の開催予定 

1/9    異物分析概論（座学） 

2/13   異物分析実習 

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 

【各種技術指導等】 

【かみわざひとづくり事業（紙産業技術センター）】 

【人材育成研修事業】 
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時 間：13:30～16:30  定 員：30名 

受講料：無 料 申込期限：各回開催日の 1週間前まで 

・接遇マナー研修 4回実施  参加者 164人 

・コミュニケーションスキル向上研修 4 回実施 参加者 207人 

・目標管理課題解決研修 4回実施 参加者 168 人 

・対人支援に活かすコーチング研修 2回実施 参加者 96 人 

◆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 8社） 

派遣状況   12 社 (11 月現在) 

＜お問合せ＞雇用労働政策課 就業支援担当 （TEL：088-823-9766） 

URL：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151301 

・ 生徒の企業見学（企業を知ろう事業）  5月～H26.3月  

 11 月末現在 8校 644名実施（21校実施予定） 

・ 保護者対象進路講演会（企業を知ろう事業）  5月～H26.3月  

 11 月末現在 8校 246名実施（15校実施予定） 

・ インターンシップ（仕事を知ろう事業）  7月～H26.3月  

 11 月末現在 13校 557名実施（18校実施予定） 

・ 農林業インターンシップ（仕事を知ろう事業）  5月～H26.3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） 

 11 月末現在 2校 108名実施（2校実施予定） 

 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） 

 11 月末現在 3校 43名実施（5校実施予定） 

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） 

2回実施予定 

・ スキルアップ講習会（社会人基礎力の育成事業）  5月～H26.3月  

11月末現在 25校 1,187名実施（27 校実施予定） 

・公立中学校等における中学生用キャリア教育副読本『みらいスイッチ』の 

活用（4月～) 

・ 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 

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

【小中学校における人材育成事業】 

【若年者等の県内企業への就職促進】 

【高等学校における人材育成事業】 
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どの情報を提供 < URL：http://www.pref.kochi.lg.jp/~shigoto/ > 

   ○ジョブカフェ特別セミナー 

8/31    面接練習セミナー 場所：高知会館 参加者 8人 

9/25   大学等学生のための業界・業種理解セミナー 場所：高知会館 

参加者 92名 

10/12  介護施設の職場見学会 場所：高知県立ふくし交流プラザ及び特別養護

老人ホーム コスモスの里 参加者 10名 

10/19  林業 1日体験 場所：香美市香北町萩野の間伐現場 参加者 8名 

11/5～7 新卒＆既卒者就職力アップセミナー 場所：高知会館 参加者 15名 

11/9   農業（温州みかんの生産)一日体験 場所：香南市香我美町「土佐の高知

のくだもの畑」参加 2名 

・産業界、行政、学校との連携による地域産業の担い手の育成 

  企業実習などを通じて、高校生の県内就職やキャリア教育を推進 18校 

・新規高卒者への就職支援 

11/6  第 15 回高校生新卒者就職面談会(高校生就職フェア) 

      場所：かるぽーと  参加生徒 125 名 参加事業所 70社 

・新規学卒者等への就職支援 

12/1  地元就職希望者のためのＵターンＬＩＶＥ 大阪 

場所：インテックス大阪  高知県ブース参加者：24 名 

12/1  高知就職ナビ×ケンジン共催 就職ガイダンス 場所：サンピアセリーズ 

12/8  四国就職ガイダンス in大阪  場所：梅田スカイビル 

12/14  東京就職フォーラム   場所：竹橋パレスサイドビル 

12/15  大阪就職フォーラム   場所：大阪国際会議場 

12/21  リクナビＬＩＶＥ高知  場所：かるぽーと 

12/29  就職セミナー１  場所：サ・クラウンパレス新阪急高知 

1/5   高知就職ガイダンス in高知県立大学 

場所：高知県立大学永国寺キャンパス 

2/10   就職セミナー２  場所：サ・クラウンパレス新阪急高知 

2/22   高知就職ガイダンス Part１  場所：かるぽーと 

3/8   マイナビ就職セミナー  場所：かるぽーと 

・地域就職面接会  (一般求職者及び新規学卒予定者) 

2/5    場所：高知市 かるぽーと 

2/13   場所：四万十町 農村環境改善センター 

2/20   場所：四万十市 ＪＡ高知はた農協会館 

2/26   場所：安芸市 総合社会福祉センター 

・ 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 192社、求職者 480 人（11 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 

【Ｕ・Ｉターン就職支援】 
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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 

  U・I ターン就職相談会 

11/9   場所：ＴＫＰ名古屋ビジネスセンター   参加者 5名 

11/10   場所：ＴＫＰ大阪梅田ビジネスセンター  参加者 53名 

1/18   場所：ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンター 

1/25   場所：ＴＫＰ大阪梅田ビジネスセンター 

 

    ・オランダウエストラント市長との会談、アグロイノベーション 2013 での先進技術

情報収集（10/23） 

    ・オランダ友好交流訪問団（10/27～11/2） 

・オランダ技術交流セミナー（1/10） 

・オランダ交流及び次世代施設園芸の取組ＰＲ（11/6 施設園芸植物工場推進フォー 

ラム） 

・こうち新施設園芸システムＰＴ会（12/4 西ブロック、12/11東ブロック） 

・こうち新施設園芸システム研究会（2/6） 

・こうち新施設園芸システム研究会技術普及部会（1/16） 

・こうち新施設園芸システム研究会普及推進部会（1/24） 

・こうち新施設園芸システム現地検討会（12 月～1月、6カ所、12/10ナス） 

・イチゴ生産者交流会（11/12） 

・ユリ生産者交流会（11/22） 

・ナシ現地検討会（12/18） 

・グロリオサ現地検討会（2/20） 

・トマト生産者交流会（2月） 

・東急ストア、セイミヤ、富士シティオ、阪急百貨店、いたがき（11月～）がパート 

ナー量販店としての取り組みを継続、消費宣伝等を実施 

5社の店舗において高知フェアを順次開催（4～11 月 計 24 回） 

東急ストア大森店他（10/10～12、11/7～9、12/20・21、1/15～21、2/12～18） 

阪急百貨店西宮阪急他（10/16～22、11/13～19、12/20～21、1/23～25、2/20～22） 

     いたがき仙台三越店（11/9） 

・まるはり梨消費宣伝 in まるごと高知（10/5・6） 

・高知のこだわり青果市 in東京（10/9）、大阪（1/30） 

・ユズプロモーション in 東急ストア（10/18） 

・秋の食菜フェア inうめきたグランフロント（10/18～20） 

・販売支援員県内産地研修会（10/31・11/1） 

・県産青果物トップセールス in仙台（11/8・9）、横浜（2/8） 

・高知の花展示商談会 in 東京（1/27） 

◆ 農業分野の取り組み 

【環境保全型農業の取り組み】 

【まとまりのある園芸産地の育成】 

【新需要開拓マーケティング】 

【こうち新施設園芸システムの構築】 
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・県産園芸品のイメージアップと消費拡大（PRイベント） 

  高知のやさい・くだもの花フェスタ（2/1～2 ぢばさんセンター） 

  高知の野菜の夜明けぜよ in横浜赤レンガ倉庫（2/7～9） 

  高知の野菜の夜明けぜよ in神戸ハーバーランド（2/14～16） 

・高知野菜サポーター情報交換会 in東京（10/9） 

・出前授業 

仙台市高砂小学校(10/10)、なにわ花いちば（10/30） 

・高知県園芸品販売拡大推進大会（10/16） 

・ゆず振興対策協議会による PR活動 

ゆずフェア in まるごと高知（11/23・24） 

・集落営農育成研修 

３回シリーズの「地域営農研修」で集落営農の必要性や育成方法、発展方向につい 

て、専門家を招いて研修（10/18）    

・伝統作物活用研修会（1/10） 

地域に残された在来種、伝統作物を特色ある地域資源として活用を進め、地域の

活性化に繋げていくため、先進的な取り組みに関わる講師による研修会を開催する 

講師：山形大学農学部准教授 江頭 宏昌氏 

＜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 11:00～19:00） 

   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） 

   土佐茶と土佐茶を使った甘味の専門店 

H25 土佐茶セミナー（12回/年） 

茶畑ツアー（津野町）（11/2） 

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

・ 土佐茶販売対策協議会による PR活動 

「土佐炙茶」キックオフ（販売スタート）について知事報告（10/15） 

「土佐炙茶」試飲販売(10/19～20 まるごと高知) 

・ ねんりんピックにおける土佐茶の試飲・PR（10/26） 

・ 土佐茶まつり（11/16 高知市ひろめ市場） 

＜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 

【集落営農の推進】 

【県特産物の認知度向上と販売拡大】 

【県産園芸品のイメージアップと消費拡大】 

【伝統作物の活用】 
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・出前授業 

・秋の豊穣祭（10/6・7） 

・NAGOYA フードビジネスショー（10/22・23） 

・スーパーニシザワ（長野県伊那市）試食販売（10/26・27） 

・畜試まつり（11/3） 

・まるごと高知食の商談会（11/15） 

・銀座松屋試食販売フェア（11/16） 

・栗焼酎粕豚試食会（11/19） 

・牛乳・乳製品利用技術協議大会（12/1） 

・特産畜産物商談会（1/22） 

・土佐の宴（1/30） 

・スーパーマーケット・トレードショー（2/12～14） 

 ＜農業分野に関するお問合せ＞農業政策課 （TEL：088-821-4510） 

・ 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 

H25年 11月末現在：認定面積が 3,499ha拡大 

・ 副業型林家育成支援事業研修実施中（9/21～H26.3/17：参加者 19人） 

・ 原木の安定供給を図る協定締結支援の拡充 

・ 大型製材等県内製材業者への原木安定供給のための「製材用原木増産支援事業」の

実施 

・ 高知おおとよ製材㈱稼動（8/26） 

・ 県内製材事業者の競争力強化のための「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 

・ 県産材利用推進本部の開催（9/3） 

・ 県産材利用地域推進会議の開催（9/25、10/17、12/4） 

・ 県産木造住宅への助成事業 

 （H25助成予定 500戸、11月末時点の申込 393 戸） 

・ 木の香るまちづくり推進事業 

1次募集（36 団体 44施設を受付）、2 次募集（実施中（9団体 10 施設を受付） 

・ 木と人出会い館によるエコ建築カフェ（住宅相談会）の開催（4/28～11/24） 

・ 木材利用ポイント発行・交換申請受付開始（7/1～） 

・ ＣＬＴ建築推進協議会設立総会（7/12） 

・ ＣＬＴ建築推進協議会 

第１回幹事会（8/13）、第２回幹事会（11/21）、第１回研修会（9/6）、第２回研修 

会（11/30）、森連ＰＴ（9/7、10/4、11/1、11/22、12/14）、県施設ＰＴ（10/10、 

◆ 林業分野の取り組み 

【森の工場の拡大】 

【木材加工基盤の強化】 

【県産木材の需要拡大】 

【副業型林家の育成支援】 
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11/22、12/13） 

ＣＬＴ建築推進フォーラム 2013 in kochi （10/22） 

高知おおとよ製材社員寮ＣＬＴ構造見学会（11/30）※全国初のＣＬＴ建築物 

・ 土佐材流通促進協議会部会の開催（5/8、6/12、8/12、9/12、10/2） 

・ 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（11月末）：大阪 5 社 52名、兵庫 4社 28名（5/11・12、7/20・      

21）、茨城 2 社 4名、京都 1社 13名、東京 25社 28名が来高 

県外商談会の実施：東京（5/27）、大阪（9/3） 

・ 土佐材展示会の開催 

神戸（4/13）、名古屋（5/25・26）、福岡（7/26）、高知（9/22）、茨城（11/22） 

ジャパンホームショー出展 東京（10/23～25） 

土佐の木の住まい普及推進事業（県外消費地で土佐材住宅の PR）申込 74件 

（10月末） 

土佐材パートナー企業打ち合わせ会議 大阪（4/23） 

・ 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：35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、農業利用者等との勉強会（9/5） 

・ 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（8/6） 

・ 木質バイオマスエネルギー利活用セミナーの開催（10/21 高知市） 

・ 木質バイオマス発電 2カ所始動（H27 稼動予定） 

販売実績（12/9までの累計） 8,157ｔ-CO2 （延べ 144 件（委託７件含む）） 

・ (有)西野建設が 24災第 136-3号主要地方道大豊物部線道路災害復旧工事で排出さ

れる CO2の一部 5t-CO2をオフセット（10/8） 

・ 久百々建設(株)が道交国自主（交安）第 13-141-5号国道 321 号地域自主戦略交付

金工事で排出される CO2排出量 14t-CO2をオフセット(10/11) 

・ (有)山中建設が道交地防安（改築）第 102-003-1号県道大川土佐線防災・安全交

付金工事で排出される 4t-CO2をオフセット(10/15) 

・ 平成 25年度日本郵便寄付金配分事業採択事業の地球環境保全の一環としてオフ

セットを実施(NPO 法人黒潮実感センター分:329t-CO2) (10/15)  

・ (株)久栄社が国連環境計画(UNEP)の機関紙「TUNZA」の発行に係る CO2 排出量

1t-CO2をオフセット(10/21) 

・ (有)泉家が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４ｔ－CO2 販売(10/21) 

・ (株)香川建設が道交基幹第 72号森林基幹道開設事業奥大田三谷線 2工区工事他２

件で排出される CO2排出量を 32t-CO2 をオフセット(10/21) 

・ (有)森木組が復旧第 5号勝賀瀬復旧治山工事で排出される CO2排出量 4t-CO2をオ

フセット(10/21) 

【未利用森林資源の有効活用】 

【オフセット・クレジット（J-VER）の販売】 

【県産木材の外商対策】 

http://www.clt-kenchiku.org/wevent/?q=grp01|001
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・ (有)伊東組が道改（特定）第 07-04-1 号県道奥の谷日比原線道路改良工事で排出

される CO2 の一部 10t-CO2 をオフセット(10/22) 

・ (有)十和建設が林地荒廃第 168 号井崎林地荒廃防止工事で排出される CO2排出量

4t-CO2をオフセット(11/1) 

・ (株)四国ネットが予防第 805号高薮予防治山工事で排出される CO2 排出量の一部

5t-CO2をオフセット(11/1)・杉本土建(株)が復旧第 15-3号下西の川 No.2 復旧治

山工事で排出される CO2排出量 5t-CO2 をオフセット(11/1) 

・ 仁淀建設(有)が道交地（改築）第 101-306-33号県道足摺岬公園線社会資本整備総

合交付金工事で排出される CO2 排出量の一部 10t-CO2 をオフセット(11/1) 

・ カシオワールドオープン大会事務局が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 20t-CO2 をオフセット(11/7) 

・ (有)水田建設が広域第 53-1号烏川広域河川改修工事他２件で排出される CO2排出

量 41t-CO2 をオフセット(11/11) 

・ 岩井建設(株)が復旧第 16-3号下折渡復旧工事他１件の工事で排出される CO2排出

量 8t-CO2をオフセット(11/13)  

・ 森本産業(有)が道交基幹第 18号森林基幹道開設事業小川線１工区工事で排出され

る CO2排出量を 47t-CO2オフセット(11/22) 

・ (有)伊東組が地すべり第 504号葛地すべり防止工事で排出される CO2排出量の一

部 10t-CO2 をオフセット(12/3) 

・ (有)水田建設が漁保全第 2-5号赤岡漁港水産基盤ストックマネジメント工事で排

出される CO2 排出量の約半分 10t-CO2 をオフセット(12/5) 

・ 久百々建設(株)が砂防第 22-2号オロノカ谷川通常砂防工事で排出される CO2排出

量 15t-CO2 をオフセット(12/9) 

協定実績（12/27 時点） 58企業・団体、25市町村参加（延べ 60 協定） 

・ 第７回協働の森フォーラムの開催(8/31、本山町 185名参加) 

＜林業分野に関するお問合せ＞林業環境政策課 （TEL：088-821-4572） 

・ 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） 

（245店舗登録(11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）東京の料理組合が主催する試食会にカツオを出品（11/14） 

（3）首都圏の百貨店（4店舗）で清水サバフェアを開催（2/15,16 予定） 

（4）大阪シーフードショーに出展し、清水サバ、カツオ等を PR（2/20,21 予定） 

◆ 水産業分野の取り組み 

【土佐の魚
いお

の消費拡大】 

【協働の森による企業参加の森林整備の推進】 
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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 

 ・土佐のたたきガイドブック掲載店舗利用者に、抽選で水産物の詰め合わせを

プレゼント 

・「土佐のたたきガイドブック 2013 年度版」の配布（8月～H26.3月） 

・「土佐のたたきフェア」の開催（8 月～12 月） 

・「たたきフェア in東京」の開催（10 月中旬～12月末） 

・こうち旅広場「カツオフェスティバル」で、カツオのたたきを三日間で約 1,000

人に PR・ふるまい（10/12～14） 

・ねんりんピック開会式にてカツオのたたきのふるまい（10/26） 

・ねんりんピック開会式にて宗田節こぶ茶を約 600 人にふるまい（10/26） 

県内のたたき料理を提供する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（54,000 部） 

    （2）食育授業の実施（年間 25回実施予定） 

・大宮小学校（10/15） 

・介良・潮見台小学校（10/24） 

・三原小学校（11/8） 

・鴨田小学校（11/28・29） 

・大島小学校（11/29） 

・初月小学校（11/26・28） 

・土佐町小学校（12/3） 

・大崎小学校（12/5） 

（3）高知市中央卸売市場で親子料理教室を開催 

・10/5  9組 21名が参加 

・11/2  10組 24名が参加 

・12/7  10組 24名が参加 

・H26.2/1 開催予定 

    （4）県内量販店での魚食普及活動（年間 48回実施予定） 

      ・サニーマート六泉寺店（10/7 ブリのそぼろ） 

      ・サニーマート高岡店（10/7 ブリのそぼろ） 

      ・サニーマート四万十店（10/21 ブリのそぼろ） 

      ・サンプラザ土佐店（10/23 サバの味噌煮） 

      ・サンプラザ緑ヶ丘店（10/23 サバの味噌煮） 

      ・サンプラザ土佐店（11/26 ブリのそぼろ） 

      ・サンプラザ天王店（11/26 ブリのそぼろ） 

      ・サンシャインクラージュ（11/27 サバの味噌煮） 

    （5）産地買受人連絡協議会による首都圏業務筋向け商談会の開催 

      ・11/26 「高知家の魚 試食商談会」（まるごと高知） 参加事業者数 4社 

    （6）関西圏飲食業者による産地ツアー（10/20・21） 

大阪市場関係者と取引のある飲食業者 4名を招へいし産地を視察 

    （7）消費地市場・産地交流会の開催 

      ・関西、中四国、福岡地区の卸売業者と県内産地市場関係者の合同会議の開催 

       （1/18 高知市） 

    （8）第 4回土佐のおさかなまつり H26.1/19（日）、10:00～15:00 高知市中央公園 
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・ 高知沖シラス産地協議会によるシラス水揚げ集約化に関する先進地視察（12/2、

和歌山県有田郡湯浅町） 

・ 黒潮町佐賀において、11/24 から下りガツオ漁に向けた活餌供給を実施中 

・ 4～11月の佐賀へのカツオ水揚げ金額は 229,465千円 

・ 短期研修：12 名が実施。うち 7名は就業意志があり、長期研修への移行を調整中 

また、1月以降 8名が実施予定 

・ 長期研修：11 月末の開始者数は 3名（安芸市 機船船びき網） 

     また、4名が 1月から実施予定      

      （東洋町のマグロはえ縄、黒潮町の深海はえ縄、 

土佐市のひき縄、安芸市の機船船びき網） 

・ 「高知県漁業就業セミナー」を 3回開催（第 1回 6/16、第 2回 8/24、第 3回 11/2）、 

あわせて県内外から 41名が参加。漁業者による講演、ロープワークや網作り体験、 

乗船体験などを実施 

・ 「平成 25年度第 4回漁業就業セミナー」のご案内 

～漁師になりませんか？～  

漁業への就業を希望する方や興味がある方の参加を募集します。 

内 容：（座学）漁業士等による講演、支援制度の説明、参加者との意見交換など   

（体験）漁船に乗船し、宇佐沖で伝統漁法の「ウルメ一本釣り漁業」 

の実演を見学 

日 時：H26．2/2（日）10:00から 16:00 頃まで 

場 所：高知県漁業協同組合 宇佐統括支所  土佐市宇佐町宇佐 3161-3 

（現地集合でお願いします。県外からお越しで交通手段のない方は、ご相談ください） 

参加費：無料 

定 員：10 名（乗船定員があるため、1/24 までに申込が必要です） 

＜お申込み・お問合せ＞：漁業振興課（TEL：088-821-4829） 

・ 県内漁業者と県漁業指導所職員が講師となり、県内の高校において、地域の漁業

等に関する出前授業を実施（10/22 清水、10/29室戸、11/5宿毛、11/12須崎、11/18

海洋） 

・ 須崎市の養殖グループ「土佐鯛工房」の生産するマダイ「海援鯛」が、奈良県の市

民生活協同組合ならコープの産地直結取扱品目に指定（9/27）。同組合の全 10 店舗

へ産直品として出荷中 

・ 県内の養殖生産者と産地商談会を行った関西圏の㈱ぐるなび加盟 21店舗が、高知産

養殖魚等を使ったメニューフェア「高知家の海の食卓フェア」を実施（11/1～30） 

・ 須崎市の養殖グループ「土佐鯛工房」が、平成 25年度の高知県産業技術功労表彰を

受賞（11/23） 

・ 須崎市の養殖グループ「大谷ネイリ部会」が、ブランドカンパチ「極美勘八（きわ

みかんぱち）」に高知特産柑橘類の直七を混ぜた餌で飼育した季節限定のカンパチを

生産し、奈良県の市民生活協同組合ならコープへの試験出荷を実施（12/14、21）。

年明けから本格出荷の見込み。 

・ すくも湾漁業協同組合が、養殖マダイの「夫婦活〆鯛」と「鯛三枚おろし」のゆう

【養殖生産者グループの活動促進】 

【カツオの地元水揚げの促進】 【漁業の担い手確保】 

【水産加工業の振興】 
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パック販売を開始（12/6～） 

・ 県内企業が、1月及び 5月の採卵に向けて親魚を養成中 

・ 水産試験場が、H24 県内企業産の種苗を用いて、配合飼料による成長特性の把握試

験を実施中 

・ ひろめ市場内の飲食店が、高知産の養殖マグロを用いた刺身や腸の生姜煮などの週 

末限定メニューを 11月から提供中 

・ 奈半利川淡水漁協が奈半利川支流野川川において、冬季アマゴキャッチアンドリ

リース区間の運用を開始（11/1～） 

・ 周辺観光施設と連携し、遊漁者への宿泊料や施設利用料等の割引等により、各施設

への誘客にもつなげる 

・ 北川小生徒が当該地区のアマゴの生態等の学習を行った後、アマゴの放流を実施

（10/29） 

・ 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 

＜水産業分野に関するお問合せ＞水産政策課 （TEL：088-821-4828） 

㈱日本トリム様からの寄付金を活用して、高知県内で起業などに挑戦する熱意のある

事業者を募集。優れたビジネスプランには、最大 1 千万円の事業育成支援金の提供と、

専門家によるプラン実現に向けたサポートなどを受けることが可能 

・応募期間：6/17（月）～ 8/30（金） ・応募件数：93件 

・評価委員会（面接審査 11件）：11/1（金） ホテル日航高知旭ロイヤル 

・認定証授与式：11/21（木） 高知ぢばさんセンター（ものづくり総合技術展会場） 

・認定プラン（事業育成支援金） 

  最優秀（1,000 万円） 株式会社ウィリルモバイル 

   プラン内容：スマートフォンのイヤフォンジャックを活用した体温計を開発。定 

         期的に体温測定し、この数値と心拍メータ、血圧測定数値などと連 

         動させて体調管理を行うアプリ開発 

  優 秀（  500 万円） 株式会社南国スタイル 

     プラン内容：収量や栄養成分が増加する、還元水製水器で生成される電解水を活 

           用した野菜を栽培し、地元、特にＪＡ南国市と連携して取り組みを 

           進める 

  優 秀（  500 万円） 株式会社コスモ工房 

プラン内容：竹を利用した素材製造技術を活用し、高級ブランド品（アクセサリー 

      等）のパーツ素材として国内外での販売拡大を図る 

  優 良（  300 万円） 西川 洋史 

◆ その他の取り組み 

【第１回こうちビジネスチャレンジ基金事業のビジネスプランの募集】 

【冬季アマゴ釣り場の設置】 

【漁村における滞在型・体験型観光の推進】 

【高品質なカンパチ種苗の県内での量産化】 

【マグロ養殖の振興】 
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プラン内容：高知県内で収集し増殖させた有望な天敵昆虫を、まず県内の農家に 

      土着天敵として販売し、有望なものは、農薬として登録し、全国に 

      販売していく 

  優 良（  300 万円） 株式会社 m.e.works 

プラン内容：発砲スチロール、FRP、セメントなど多様な素材を活用し、オンリー 

      ワンの立体造形物を企画、設計、製作し、販売拡大を図る 

＜お問合せ＞（公財）高知県産業振興センター（TEL:088-845-6600） 

URL:http://www.joho-kochi.or.jp/challenge/index.html 

・ 高知県・黒潮町地域還流太陽光発電事業プロポーザル審査委員会（10/21） 

・ 高知県・佐川町地域還流メガソーラー発電事業 3者協定締結（10/25） 

・ 第２回新エネルギー導入促進協議会、講演会（11/8） 

・ 高知県・日高村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（11/11） 

・ 第１回高知県グリーンニューディール基金事業評価委員会（11/21） 

・ 小水力発電勉強会（11/28） 

・ 高知県・黒潮町地域還流太陽光発電事業 3者協定締結（12/2） 

・ 高知県・安芸市地域還流メガソーラー発電事業会社発起人会（12/3） 

・ 高知県・日高村地域還流メガソーラー発電事業 3者協定締結（12/5） 

・ 高知県・土佐清水市地域還流太陽光発電事業プロポーザル審査委員会（12/19） 

・ 高知県・安芸市地域還流メガソーラー発電事業会社設立総会（12/24） 

・ 高知県・土佐清水市地域還流太陽光発電事業 3者協定締結（1月予定） 

・ 四国地域エネルギーフォーラム２０１４開催 

  日時：H26.1/17(金)9:50～17:00、会場：高知市文化プラザかるぽーと 

 主催：四国経済産業局 共催：高知県、高知市 後援：徳島県、香川県、愛媛県 

＜お問合せ＞新エネルギー推進課 （TEL:088-821-4538） 

・ 先進地の視察勉強会の実施 

 第 2回：12月 6日（金）8:30～18:30 「あしずり農園」、「峯本農園」 

見学・意見交換会 

   ・建設業経営革新支援事業の募集（1/7～2/7） 

＜お問合せ＞商工政策課 （TEL：088-823-9789） 

【新エネルギーの利用促進】 

【建設業の新分野進出】 

TEL:088-845-6600
http://www.joho-kochi.or.jp/challenge/index.html

