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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 

 

・7月 [特集 2] 高知発の「ものづくり」をアイデア段階から販路開拓まで一貫してサ

ポートします！ 

         ～「ものづくり地産地消・外商センター」の取り組み～  

[高知家自慢の家族] 

         高知が誇るものづくり力で、高知を元気に 

         一般社団法人 高知県工業会 会長 山本吾一さん 

・8月  [県政ピックアップ 1] 高知家のええもんを全国に売り込んでいます！ 

～アンテナショップ「まるごと高知」４周年～ 

     [県政ピックアップ 2] 移住促進をさらにバージョンアップ！  

               ～地域が求める「人財」の誘致に向けて～ 

    [高知家自慢の家族] 

           「東洋町をサーフィンとトマトの聖地に！」 

           生見オーガニックトマトファーム 北岡 智哉さん 

 

・テレビ特別番組「高知家 2ndシーズンスタート～産業振興で高知を元気に～」の 

 作成・放映 

  放送日：6月 16 日（月）19:00～19:55  再放送：6月 21日（土）16:00～16:55 

   放送局：株式会社テレビ高知 

 

・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://sanshin.pref.kochi.lg.jp/keikaku/ 

 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 20 事例 

を掲載中 

  【URL】http://sanshin.pref.kochi.lg.jp/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  

H26.8.26 

【ホームページ】 

【テレビ特別番組】 

【県広報紙「さんＳＵＮ高知」（産業振興計画関連記事）】 
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・第 2期産業振興計画 ver.3 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 

    ＜お問合わせ＞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（7/31現在、応募 52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【URL】 http://sanshin.pref.kochi.lg.jp/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 

【幡多地域】  5/16（金） 場所：四万十市立中央公民館  242 名参加 

【物部川地域】 5/23（金） 場所：弁天座  180 名参加 

【高幡地域】  5/27（火） 場所：須崎市立市民文化会館  303 名参加 

＜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） 

 

 

◆ さらなる市町村との連携協調に向けた取り組み 

 県と市町村職員の連携強化を図るとともに、事業者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身につける研修を H25年度に引き続き開催 

 H25 年度実績：県地域支援企画員、市町村職員等 67名が修了 

   H26 年度の開催期間：6～11 月（全 6回） 45 名が受講中 

      開催日 6/5（第 1 回）・7/3～4（第 2回）・7/25（第 3回）・8/27（第 4回） 

      [予定]10/17（第 5 回） 11/21（第 6回）） 

【土佐の産業おこし参加プランの募集】 

【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」】 

【産業振興計画シンポジウムの開催】 

【PR版パンフレット等】 

http://sanshin.pref.kochi.lg.jp/keikaku/private_pp.html#plan
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   講師：文教大学 梅村 仁 教授、高知大学 石塚 悟史 准教授ほか 

＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9742） 

 

 

◆ 四国の連携強化 

 国と地方が一体となった地域の産業競争力の強化に関する取り組みの推進と、地方の実

情を国の成長戦略などへ反映することを目的に、H25.11/18 に設置 

協議会は、四国 4 県知事、各県市町村代表、女性を含む企業経営者等 27 名の委員と国

の地方支分部局９機関の長で構成（会長は高知県知事） 

3/28 開催の第 3回協議会で「四国産業競争力強化戦略」を策定。本戦略をさらに実効性

あるものとしていくために、平成 26 年度は本戦略の要となる「連携プロジェクト」の進

捗状況を適切に管理するとともに、社会経済情勢の変化なども加味しながら、毎年度、戦

略の見直しを行っていく 

   【平成 26年度開催状況】 

    6/3（火）平成 26年度第 1回協議会（場所：徳島グランヴィリオホテル） 

   議題：「連携プロジェクト」の平成 26年度事業計画、国への政策提言等 

[今後の予定] 

10/30（木）  平成 26年度第２回協議会（場所：高松商工会議所） 

      議題：「連携プロジェクト」のフォローアップ及びバージョンアップ等 

   ＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9740） 

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

 

 

◆ 産業振興計画の推進体制 

4/11（金） 第 1回推進本部会議 

議題：各産業分野で掲げた目標達成に向けた確認について、平成 26年度の  

   産業成長戦略に係る重点取り組みの第 1四半期の進め方について など 

    7/17（木）・18（金） 第 2回推進本部会議 

議題：各産業分野で掲げた目標達成に向けた確認について、産業成長戦略の 

第 1四半期の進捗状況等について など 

[今後の予定] 

8/28（木） 第 3回推進本部会議 

       議題：各産業分野で掲げた目標達成に向けた確認、平成 26 年度上半期の進捗 

状況等、第 2期計画 ver.4 へのバージョンアップのポイント など 

 

（高知家統一セールスキャンペーン推進本部） 

 高知家プロモーションと連動して展開する各分野のセールス施策の戦略を共有し、総 

合的なセールスキャンペーンの推進に向けた協議を行う 

【産業振興推進本部（推進本部）】 

【四国地方産業競争力協議会】 

高知家統一セールスキャンペーン推進本部】 
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5/14   平成 26 年度 第 1 回高知家統一セールスキャンペーン推進本部会議 

    ・今年度第 1弾の重点プロモーション品目の決定 

（土佐茶、にら、宗田節、海洋深層水関連商品、土佐和紙） 

6/4    堀シェフ（京料亭「菊乃井」）による「高知家お勧め食材 日本一のにら」を使っ

た料理の試作・試食会 

 7/23   高知家×富士通パートナーズ協定での土佐茶 PR 

8月   まるごと高知 4周年期間中特製にらメニューを提供 

8/6～12 東京タワーハイボールガーデンでの特製にらメニュー提供 

   

4/1 「高知家の唄 -ちゃぶ台と家族写真- 」のカラオケ配信（(株)第一興商ＤＡＭシリー

ズ）（4/6～H27.3/31 までオリジナル映像で配信） 

4/22 第 2期高知家プロモーション発表記者会見 

      ・２年目の高知家のキーメッセージ「おすそわけ」 

      ・高知家特設サイトリニューアル（新しいプロモーション動画公開） 

       【URL】 http://www.kochike.pref.kochi.lg.jp/~top/ 

5月～ 首都圏等の電車内広告 

（東京モノレール全車両（年間）、京成線及び北大阪急行（1ヶ月）） 

6/26 高知家特設サイト等に高知家の名刺、年賀状、包装紙、のしのデザインを追加など 

7、8月 ANA 国内線全便の機内での CM 放送 

    7/21～8/24 東京表参道での高知家フラッグ広告 

7/25 BS日テレ 19:00～19:54「おすそわけ」をテーマにした旅番組放送 

      （県内（先行放送）：7/19 RKC正午～12:54） 

8/18～24 街頭ビジョンでの高知家 15秒 CM 放送（岡山県） 

[今後の主な予定] 

8/28～9/3 高松駅ビジョンでの高知家 15秒 CM放送（香川県） 

＜お問合せ＞地産地消・外商課 高知家プロモーション推進室（TEL：088-823-9741） 

 

 

 地域アクションプラン（H26年度当初：245 件）ごとに実行支援チームを設置する 

など、支援を実施 

＜H26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（4/23、8/25） 

  物部川地域（4/23、8/19） 

  高知市地域（4/25、8/26） 

  嶺北地域（5/7、8/27 開催予定） 

  仁淀川地域（4/16、9/1開催予定） 

  高幡地域（4/24、8/26） 

幡多地域（4/14、8/21） 

 

   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】 

【高知家プロモーションの実施】 

 

http://www.kochike.pref.kochi.lg.jp/~top/
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◆フォローアップ委員会 

［今後の予定］ 

  9/12（金）13:30～16:30 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 H27.1 月頃、第３回は 3 月下旬に開催予定 

◆専門部会等 

  ［今後の予定］ 

   9/1（月） 14:00～17:00 農業部会（会場：高知会館） 

      9/2（火）  9:30～12:00 林業部会（会場：高知共済会館） 

      9/2（火） 13:30～16:30 連携テーマ部会（会場：高知会館） 

      9/3（水） 13:30～16:00 水産業部会（会場：オリエントホテル） 

      9/3（水） 14:00～17:00 商工業部会（会場：高知共済会館） 

      9/4（木）  14:00～16:00 観光部会（会場：高知共済会館） 

        ※第２回は H27.1 月頃に開催予定 

 ◆地域アクションプランフォローアップ会議 

  ［今後の予定］ 

9/3 （水） 9:30～12:00 仁淀川（会場：日高村社会福祉センター） 

9/3 （水）14:00～16:30 幡多（会場：幡多クリーンセンター） 

9/4 （木）14:00～16:30 安芸（会場：安芸広域メルトセンター） 

9/4 （木）14:00～16:30 高幡（会場：須崎市総合保健福祉センター） 

9/5 （金） 9:30～12:00 嶺北（会場：土佐町保健福祉センター） 

9/5 （金）14:00～16:00 物部川（会場：香美農林合同庁舎） 

9/10（水）13:30～16:00 高知市（会場：高知県工業技術センター） 

 ＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9049） 

 

 

◆ 地域の取り組みへの支援 

・平成 26年度交付実績：3件（7月末） 

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 26年度採択状況 

7 月末時点：110件（うち地域 AP  84 件） 雇用者 229 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：29件（7/31現在） 

＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9334） 

 

【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】 
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◆ 移住促進による経済活性化（担い手等を含む） 

官民協働による「高知県移住推進協議会」を開催 

4/30（水） 第 1 回 高知県移住推進協議会 

6/17（火） 第１回 高知県移住推進協議会民間サポート部会 

8/21（木）  第 2 回 高知県移住推進協議会 

移住促進に取り組む民間団体・個人などが現場レベルで情報やノウハウを共有すること

で、それぞれが活動する上で抱える課題を解決し、さらなる活動展開ができるようになる

ことを目指して設立 

4/17（木） 立ち上げ会 場所：高知市市民活動サポートセンター 大会議室 

            内容：設立趣旨の確認、代表の選出、今後の方針 等  

5/19（月） キックオフミーティング 場所：高知共済会館 

7/31（木） 定例ミーティング（嶺北地域） 

［今後の予定］ 

9/4（木）  定例ミーティング（四万十町） 

◆フォローアップ 

  ・高知県庁 本庁 3階に移住促進課を設置 

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＞ 

       高知県移住促進課内 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 

     新規相談者数 4月 119 人[前年度同月比 248%] 

            5月 114 人[ 〃    137%] 

                6月 252 人[ 〃    189%] 

            7月 277 人[ 〃    413%]   

合計    762人[前年度同期比 230%] 

        ＜高知家で暮らす。ポータルサイト＞ 

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

Ｈ26年度アクセス数：  66,617件（8/18 現在） 

    ・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 

     H25.12/9 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役として協力していただく「地域移住サポー 

    ター」を委嘱（8/8現在 9市町 34人） 

【移住促進策】 

【高知県移住推進協議会の開催】 

【高知家移住促進プロジェクトの立ち上げ】 
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   ・「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（7/31 現在 9社 29人） 

   ・「高知家で暮らし隊会員」対象の割引制度を開始 

     H25.12/1 から、高知家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 

     H25.12/25から、引越代金の割引制度を開始 

     H25.2/1 から、ホテル旅館の宿泊特典を開始 

   ・移住・交流コンシェルジュ 1名を東京配置 

     4/1から、移住・交流コンシェルジュ 6名のうち 1名を東京（「まるごと高知」地

下 1階）に配置 

    ◆人財誘致 

   ・人材ビジネス事業者との連携 

    4/21   （株）パソナ パソナキャリアカンパニーとの協定締結 

    5/21   （公財）産業雇用安定センターとの協定締結 

       8/15   テンプスタッフキャリアコンサルティング（株）との協定締結 

    （9/11  シニア人材活用事例セミナー 同社主催） 

   ・「高知県起業・就業支援研修事業」 

     高知県での起業や就業を考えている都市部の人財を対象に、その実現に向けた研

修や県内企業とのマッチングの機会を提供します。 

    [今後の主な予定] 

9/19（金） 都市部での座学研修（高知家 Café in 東京） 

（以降、10 月、.11月、12月） 

10月、11月、H27.1月 高知でのマッチング交流会 

11月～H27.2 月 高知でのフィールドワーク研修 

＜お問合せ＞計画推進課（TEL 088-823-9740） 

◆情報発信 

  5/10   大阪 移住笑談会の開催 

  5/11   東京 移住笑談会の開催 

 6/21   東京 高知暮らしフェアの開催 

  6/29   大阪 高知暮らしフェアの開催 

  7/5    神戸 U/I ターン就職相談会 

   8/17   高知 移住者交流会（室戸市）の開催 

  [今後の主な予定] 

  8/30   東京 四国暮らしフェア 

  9/3    東京 交流会「高知を語る女子会」開催 

  9/5    大阪 移住笑談会の開催 

  9/7    大阪 朝日 U・Iターン相談会 

  9/21   東京 ふるさと回帰フェア（東京会場） 

  10/3   東京 移住笑談会の開催 

  10/17・18 横浜 U・I ターン就職相談会 

  10/25   大阪 ふるさと回帰フェア（大阪会場） 

◆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 

結び付け実績(平成 26年度 7月末実績) 農地：21件 201a（遊休ハウス：2件 34a） 
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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 

4～7月に収集した情報件数 農地：59件 579a(遊休ハウス：1件 6a) 

（公財）高知県農業公社ホームページ 【URL】http://www.kochi-apc.or.jp/ 

＜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 

  東京・大阪等の会場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。 

     平成 26年度は東京会場 4回、大阪会場 2回開催予定 

     9～10月の開催日程等 

      9/20（土）10：30～16：30 池袋サンシャインシティ 

      10/4（土）10：30～16：30 大阪マーチャンダイズマート 

・「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 

１ 時期 東京会場 7/12（土）～10/4（土） 

大阪会場 8/23（土）～11/15（土） 

※各会場とも計 10回、13：00～16：30 

２ 場所 東京会場 AP 浜松町芝パークビル B館地下 1階 

大阪会場 新大阪丸ビル別館 3階 

３ 募集 各会場 40名程度、概ね 65歳以下の方 

４ スクーリング 6/13（金）～15（日）、10/10（金）～12（日）、 

12/5（金）～7（日）、H27.2/13（金）～15（日）の４回 

＜お問合せ＞環境農業推進課（TEL：088-821-4532） 

農業担い手育成センター（TEL：0880-24-0007、 

【URL】http://www.nogyo.tosa.pref.kochi.lg.jp/?sid=2011） 

 

   ・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 2015」取扱開始（9/1（月）～（予定）） 

・「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 

◆ 地産地消・外商戦略 

【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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 電子メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

・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/  

 

＜首都圏等＞  

6/1～8/31   神田明神下みやびでの「高知フェア」 

6/26～7/2    さくらコマース（府中市 1店舗）での「高知フェア」 

7/10～22    マルイファミリー海老名での「中国・四国アンテナショップまつり」 

7/16       ホテルグレイスリー銀座での「土佐沖の島籠漁を楽しむ会」 

7/16～22    丸広百貨店川越本店での「四国物産展」 

7/21～31    浦和コルソでの「高知フェア」 

8/20       ホテルグレイスリー銀座での「土佐沖の島籠漁を楽しむ会」 

8/22～24    明治屋青葉店での「高知フェア」 

[今後の主な予定] 

9/1～30     成田エクセルホテル東急での「高知県フェア」 

9/4・5     銀座で和食むらきでの「四万十川の鮎賞味会」 

9/6        六本木農園での「食の架け橋」 

9/28～10/5   川崎アゼリアでの「四国物産・観光フェア」 

 

＜関西＞ 

7/1～8/31   ホテル日航関西空港レストラン・和彩「花ざと」にて「四国御膳」

を提供 

7/11～13    近畿圏内の大近ラッキー・パントリー22店舗での「高知フェア」 

8/9      大阪新阪急ホテルでの産地フェア 2014「ホテル de マルシェ」 

8/25～9/3   あべのハルカス近鉄本店での「四国味と技めぐり」 

[今後の主な予定] 

8/30・31    ならコープ ディアーズコープたつたがわでの「高知フェア」 

9/16～19    ANA クラウンプラザホテル大阪での「高知フェア」 

9/17～23      そごう神戸店での「ふるさと四国の物産展」 

9/25・26   高知県大阪事務所ほかでの「4県連携物産展」（高知県、岡山県、静岡

県、福井県） 

 

＜中部＞ 

7/9～14    JR 名古屋高島屋での「四国・瀬戸内味めぐり」 

8/4～17    中日劇場（名古屋）での「高知フェア」 

[今後の主な予定] 

【高知フェア等】 
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9/6・7    ふるさと全国県人会まつり（名古屋）での高知県ブース設置 

10/9～13   アピタ名古屋空港店での「あったか高知フェア」 

10/11・12   津市お城西公園での「津まつり」 

10/17～19   久屋大通公園他での「第 60回名古屋まつり」 

 

＜その他＞ 

7/15～    高知県内サークル K33 店舗での「グァバドリンク」販売（数量限定

2000本） 

7/15～2週間限定 

 四国内と広島県（一部）のサークル K174店舗での「高知県産文旦デ

ザートサンド」販売 

7/19・20   大分サンライフ全店（4店舗）での「四国フェア」 

7/26～29   四国内のサークルＫサンクス 282店舗での「四万十町産うなぎ蒲焼

重」予約限定販売（数量限定 1000食） 

7/30～    四国 3県（高知県、愛媛県、徳島県）スリーエフ全店（81店舗）で

の「ゆずくずきり～高知県北川村産～」夏期限定販売 

8/4～     四国内と広島県（一部）のサークルＫ175店舗での「柚子ジュレの彩

りサラダパスタ」夏期限定販売 

8/5～25    中国・四国地区のファミリーマート約 830店舗での「よさこい祭り」

の開催に合わせた高知県産食材を使用した商品の販売 

        ・「豚肉とねぎの和パスタ（高知県産柚子皮使用）」 

        ・「南国小夏＆ホイップロール」 

        ・「文旦のスイーツ（高知県産文旦果汁使用）」 

[今後の主な予定] 

9/1～9/30   センチュリーロイヤルホテル（札幌）での「センチュリーロイヤル

ホテル高知フェア」 

10/4・5    フレスタ横川店での「高知フェア」 

10/19・20   フレスタ全店（54店舗）での「四国フェア」 

10/28・29   島根県キヌヤ 18 店舗での「高知フェア」 

 

 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 

H25.10/30 第 1回四国産品外商ネットワーク会議（場所：高知県） 

大都市圏での四国フェア・物産展の開催拡大について協議 

    H26.7/2 第 2回四国産品外商ネットワーク会議（場所：徳島県庁） 

   平成 26年度の目標及び行動計画の決定 

  ・「四国物産展」[再掲] 

     開催日：7/16（水）～22（火） 

     場 所：丸広百貨店川越本店 

  ・「四国 4県味と技めぐり」[再掲] 

     開催日：8/25(月)～9/3（水） 

     場 所：あべのハルカス近鉄本店 

  [今後の主な予定] 

  ・「ふるさと四国の物産展」[再掲] 

     開催日：9/17（水）～9/23（火） 

     場 所：そごう神戸店 

・「四国物産・観光フェア」[再掲] 

【四国産品外商ネットワーク会議】 
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     開催日：9/28（日）～10/5（日） 

   場 所：川崎アゼリア 

 

    6/16 旭食品㈱と「6次産業化及び地産外商の推進に関する協定」を締結 

    8/2～9/19「第 1回旭食品㈱とのビジネスマッチング」希望事業者募集 

    [今後の主な予定] 

     10/10第 1回旭食品とのビジネスマッチング 

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

 

・スハラ食品展示商談会 

   開催日：7/10（木） 

   会 場：アクセスサッポロ 

   主 催：（株）スハラ食品 

   内 容：北海道を中心に展開しているスハラ食品の展示試食商談会へ出展 

   出展者：1社 

・日本アクセスフードコンベンション東日本 

開催日：7/16（水）・17（木） 

   会 場：埼玉スーパーアリーナ 

   主 催：（株）日本アクセス 

   内 容：事前に選考された県内事業者の商品を出品 

   出展者：6社 

・高知県産品商談会 

   開催日：7/17（木） 

   会 場：高知共済会館 

   主 催：高知県食品外販協同組合 

   内 容：首都圏 4社のバイヤーを招いての商談会 

   出展者：17 社 

・首都圏展示商談会 

開催日：7/23（水） 

   会 場：東京国際フォーラム 

   主 催：国分（株） 

   内 容：農商工連携や 6次産業等で開発された低温商品を中心に出展 

   出展者：2社 

・第 11 回こだわり展示商談会 

開催日：7/24（木） 

   会 場：東京丸ビルホール 

   主 催：（株）五味商店 

   内 容：秋冬商戦の提案の場となる商談会 

   出展者：2社 

・日本アクセスフードコンベンション西日本 

開催日：7/24（木）・25（金） 

   会 場：インテックス大阪 

   主 催：（株）日本アクセス 

   内 容：事前に選考された県内事業者の商品を出品 

出展者：6社 

・居酒屋産業展 2014（高知ブース） 

【商談会等】 

【６次産業化及び地産外商の推進に関する協定に基づく取り組み】 
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開催日：7/29（火）～31（木） 

   会 場：東京ビッグサイト 

   主 催：外食ビジネスウィーク 実行委員会 

   内 容：外食産業活性化のための国内最大級の専門展示会 

   出展者：高知県ブース（高知県地産外商公社）に県内事業者が 10社出展 

・オール日本スーパーマーケット協会展示商談会 

   開催日：8/21（木） 

   会 場：パシフィコ横浜 

   主 催：オール日本スーパーマーケット協会 

   内 容：PB「くらし良好[生活良好]」商品及び NB メーカー商品を紹介する商談会 

   出展者：6社 

[今後の主な予定] 

・第 3 回中国・四国イオン会見本市 

開催日：8/27（水）・28（木） 

   会 場：コンベックス岡山 

   主 催：中国・四国イオン会 

   内 容：中四国のイオン及びイオン関連会社従業員に対する展示商談会 

・ＮＡＧＯＹＡフードビジネスショー 

   開催日：9/2（火）・3（水） 

   会 場：名古屋市中小企業振興会館吹上ホール 

   主 催：（社）日本外食品卸協会東海北陸支部 

   内 容：東海地域のホテル旅館のシェフ・料理長や食産業の仕入担当者との商談 

       会 

・フードランド 2014 

開催日：9/18（木）・19（金） 

   会 場：ぢばさんセンター 

   主 催：旭食品（株） 

   内 容：旭食品と取引のある食品メーカーが出展し、全国からバイヤーが参加す

る西日本最大級の商談会 

・ファベックス関西 2014 

   開催日：10/8（水）～10（金） 

   会 場：インテックス大阪 

   主 催：㈱日本食糧新聞社 

   内 容：惣菜デリカ、弁当、中食、外食業界などを対象とした業務用食材等の展

示商談会 

   出展者：8社 

・第 42 回年末謝恩見本市 

   開催日：10/21（火）・22（水） 

   会 場：㈱昭和 

   主 催：㈱昭和 

   内 容：㈱昭和が取引先バイヤーを自社に招いて開催する商談会 

＜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  

4,715 アイテム（店内販売は約 2,900 アイテム(7/31 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 

【高知市内のアンテナショップ】 
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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》 

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 

・刺繍教室（毎週水曜日） 

 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 

    ・土曜夜市に合わせたイベントの開催（お化け屋敷：6/26、7/5、12、19、26） 

    ・豪華客船入港に合わせた出張販売の実施 

     4/20  高知新港へのサン・プリンセス入港時に県産品販売ブースを設置 

          [今後の主な予定] 

          8/18   高知新港：にっぽん丸 

8/28   高知新港：ぱしふぃっくびーなす 

・店頭販売の強化 

店頭でスイーツを販売（土日開催）、よさこい祭り期間中の物販強化 

県外での地場産品販売の実施 

5/10,11 高松での出張販売 

     ＜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 

  ・上海ビジネスサポートサテライト設置（4/1～） 

   中国へのビジネス展開を目指す県内事業者の支援を実施 

・四国 4 県中国販路開拓事業「営業拠点」を活用した継続的な販路開拓支援への参加企
業募集中（6/13（金）～7/31（木）） 

・2014 高知県輸出商談会 in神戸 
（7/17（木）一般社団法人神戸貿易協会） 

・四国 4県中国販路開拓事業・中国ビジネス交流会・初級編セミナー 
（7/24（木）共済会館） 

  ・ブラジル販路開拓経済ミッション（8/20（水）～28（木）） 
[今後の主な予定] 
・2014 高知県産品テスト販売 in米国ロサンゼルス（8/29(金)～11/11（火）） 

  ・日中ものづくり商談会 in上海（9/3（水）・4（木）） 
・四国 4県合同・中国バイヤー招聘商談会（9/17（水）） 

  ・米国ニューヨークユズ賞味会（10/8（水）） 
  ・豪州シドニーユズ賞味会（10/28（火）） 

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

 

・高知県県産品 eコマースサイト「高知家のええもん屋」展開中 

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/ 

【海外への地産外商に挑戦】 

【地産地消の推進】 
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掲載商品：14事業者 27商品（7月末現在） 

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

・「高知の食べ物いっぱい入っちゅうの日」の実施 

 平成 26年 9月以降、学校給食施設が毎月 1回以上実施予定 

 学校給食に地元産、県内産の食材を積極的に取り入れ、地場産物活用体制の 

 整備充実、地場産物の教材活用を推進する 

＜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～H27.3/31 

・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 

 

・マーケットイン型商品づくり支援事業 

  三大都市圏の高質系スーパー6社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 

主な支援内容：①三大都市圏高品質系スーパーにスペースを確保し実際に販売 

②商品評価・販売データの収集・分析とフィードバック 

③バイヤーや専門家等による商品開発（改良）へのアドバイス 

   パートナー店：［首都圏］京北スーパー、クイーンズ伊勢丹、ザ・ガーデン 自由が

丘 ［中部圏］フランテ ［関西圏］ラッキー、ハーベス 

応募事業者数：83社 

商品評価（東京、大阪）のフィードバック：7月 

テスト販売の予定 ：ラッキー 中山寺店：9/1～30 

ザ・ガーデン自由が丘 横浜店：9/29～10/12 

東戸塚店：10/13～26 

京北スーパー 柏店：10/1～31 

クイーンズ伊勢丹 杉並桃井店：10/1～31 

フランテ 覚王山店：10/1～31 

ハーベス 上本町店・はびきの店：10月中旬～1ヶ月間 

・業務用商品開発プロジェクト 

業務用メニュー開発企業と連携し、業務需要企業（飲食チェーン等）のニーズを踏ま 

えた、業務用商品開発へのアドバイスやマッチング支援を実施 

業務需要企業と事業者の面談・現場訪問： 第二回 7/9・10 

第三回 8/4・5 

参加事業者募集中（随時受付） 

【食品加工の推進、生産管理の高度化】 

【全国への情報発信】 

TEL:088-821-4928
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・市場対応商品開発事業費補助金 

   マーケットイン型商品づくり支援事業、業務用商品開発プロジェクト、土産物・特産

品開発推進事業を通じて、得たアドバイスをもとに行う商品の開発・改良等を支援する。 

補助率：1/2 以内 

補助限度額：上限 1,000千円、下限 100千円 

補助先：事業実施主体（高知県内の事業者・団体） 

事業申請：随時受付中 

・土産物・特産品開発推進事業 

地域産品の発掘・磨き上げに大きな実績を有する専門家の助言をいただきながら、高

知県の新たなお土産物（名産品）＝next star の開発を目指す。 

［今後の主な予定］ 

第 2回アドバイザー来高：9月中旬 

・生産管理高度化 

<高知県立大学主催「食品生産管理高度化講座」> 

高知県立大学と高知県との間で協定を締結し、寄附による講座を開催することで、生産

管理高度化と人材育成、新たな支援体制づくりを目指す。 

スキルアップ講座 ：17社 30名が参加、7/16・8/21 

HACCP講座（入門編）：7/8、36名参加 

HACCP講座：8/22・23・31 

特別講座：①防虫・防鼠 7/31、51名参加 

［今後の主な予定］ 

スキルアップ講座：9/17（水）・H27.1/21（水） 

特別講座：②大量調理 9/26（金）他２回 

＜お問合せ＞高知県立大学 地域教育研究センター（TEL：088-873-2276） 

〈当課主催研修〉 

［今後の主な予定］ 

生産管理高度化研修（入門編）：9/4（木）四万十市、9/5（金）高知市 

表示研修（食品カテゴリ別）：10/10（金）菓子、10/24（金） 

水産加工品、11/5（水）調味料、11/28（金）調理食品 

表示研修（商品仕様書の作成方法）：1 月、高知市・四万十市の 2ヵ所 

＜お問合せ＞地産地消・外商課 食品加工推進室（TEL：088-823-9704） 

〈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 

H26年度実績：195件（7月末） 

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

  〈工業技術センター〉 

・食品加工企業の加工品試作開発等の支援 

県内で開発された減圧蒸留抽出装置や搾汁装置などを活用し、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） 

・商品化 11件(7月末現在)ドレッシング、リキュール） 

＜お問合せ＞工業技術センター （TEL：088-846-1111） 
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◆ 観光分野の取り組み 

本県の大きな強みである「食」を前面に出した観光キャンペーン「リョーマの休日～高

知家の食卓～」が H26.4月スタート 

・「リョーマの休日～高知家の食卓～」キャンペーンのプロモーション 

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 

4月～ 県民総選挙により選ばれた観光客の皆様におススメする飲食店が掲載された 

    グルメガイドを発行・配布 

    【URL】http://www.attaka.or.jp/sousenkyo/2014/ 

 9/1～12/26 インターネット予約サイトで「高知家の食卓 晩酌きっぷ」付き宿泊プ

ランの実施 

 10/1～3/31 個人向け募集型企画旅行商品で「高知家の食卓 Lunch&Sweets」付きプ

ランの実施 

・龍馬パスポートⅡ 

 「龍馬パスポート」が H26.4/1から「龍馬パスポートⅡ」としてリニューアル 

   新たにブロンズ、シルバー、ゴールドのステージが登場 

   特定の期間しか押してもらえない“期間限定スタンプ”や、“期間限定ミッショ

ン”も登場予定 

   体験プログラムでスタンプ２倍 

   現在の「青」「赤」パスポートは引き続き使用可能 

   龍馬パスポートの利用者数 81,380 人（8/24 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-pass/ 

・セールス展開    

    7/9～10   地域の観光関係者との協働によるセールスキャラバン(岡山・名古屋) 

 7/24～25  地域の観光関係者との協働によるセールスキャラバン(福岡・広島) 

 7/31～8/1   パーソナル型企画旅行商品旅行会社との意見交換会(東京・大阪) 

 10/22    地域の観光関係者との協働によるセールスキャラバン(大阪) 

 10/28    四国ツーリズム創造機構との連携によるセールスキャラバン(東京) 

・その他 

4/1～9/30  JAL 版リョーマの休日キャンペーン 2014 春・夏版 

5/8～3/31  JR四国パートナーシップ協定に基づく連携事業 

6/1～6/30  JAL「JAPAN PROJECT 高知」による露出展開 

7/1～8/31  ANA 機内ビデオ CM 放映 

7/23    富士通パートナーズ協定 

 

7/25    高知県東部地域博覧会推進協議会第 3回総会 

[今後の主な予定] 

10/11～12  高知家まるごと東部博プレイベント「高知東海岸グルメまつり＆西日 

【「リョーマの休日～高知家の食卓～」の展開】 

【地域観光の推進】 
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      本じゃこサミット」 

2/28～3/3  高知家まるごと東部博プレイベント「第 10回土佐の町家雛まつり」 

 

・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 

8月中旬 高知龍馬空港、南国 SA、とさてらす 

・おもてなしトイレ認定事業 

 おもてなしトイレ募集中（H24.7/1～） 

・おもてなしタクシーの広報（H25.4/1～） 

・おもてなしタクシー龍馬パスポート参加（H25.9/1～） 

・タクシーの接客向上に向けたアンケート調査（H24.11月～） 

・GW 中の渋滞対策（4/26～5/6）の実施   五台山の交通規制及び臨時駐車場（北タナ

スカ・高須浄化センター）からのシャトルバスの運行（4/27・5/3～6） 

     高知市中心部の対策（4/26～27・5/3～5） 

   高速 SAでの観光案内（南国 SA(下り)（4/26～5/6）、豊浜 SA(下り)（5/3～5）、淡路

SA(下り)（5/3～4）） 

・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 

    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： Aコース・Bコースは 4/1～9/30 の金・土・日・祝日（C コースは土日 

        のみ）、Aコース・Bコースは 4/25～5/6、7/18～8/31は毎日、Cコー 

        スは 4/26～5/6、7/19～8/31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/ 

【おもてなしの向上】 
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  ＜お問合せ＞高知西南交通(株) （TEL：0880-34-1266） 

    

  7/7      四国 4県台湾インバウンド商談会 

  7/13    ブリンガージャパン社動画撮影受入 

  外国人旅行者向け消費税免税制度改正に向けた説明会（7/24中部、7/28 西部、7/29東 

  部） 

  7/29～30  香港メディア（2社）招へい受入 

  8/6     日本・スウェーデン友好よさこい連知事訪問 

  8/10～11   台湾新竹県よさこいチーム受入 

    8/11～13  台北駐日経済文化代表処駐日代表等による高知県視察 

  [今後の主な予定] 

  8/29～31  シンガポール国際旅行フェア（NATAS） 

  9/18    インバウンド出前講座（伊野商業） 

  9/24～26  Visit Japan トラベルマート（東京ビックサイト） 

    10/6～7   「ALL SHIKOKU Rail Pass を活用した招聘事業」メディア受入 

  10/16～19  台湾新竹県へのよさこいチーム派遣 

  10/20～21  「ALL SHIKOKU Rail Pass を活用した招聘事業」エージェント受入 

    

7/9     ラグビートップリーグ夏季キャンプ（NTTドコモレッドハリケーンズ） 

7/23～25   サッカーミズノグローイングアップリーグ in黒潮・宿毛 2014 

7/28～30   サッカーASC ユースカップ BATTLE OF 黒潮・宿毛 2014 

[今後の主な予定] 

9/7     第 3回高知県知事杯サーフィン大会 

9/13～15   第 1回高等学校女子硬式野球大会 

 

◆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 

H26.5月～放送（愛媛、香川、徳島、岡山各県） 

・首都圏マスメディア 

7/31～8/1 食の情報発信・高知食材（にら、金目鯛など）を使った試食会 

（高知市、香南市、室戸市） 

  ・包括協定等による連携 

     4/1～1/31  NEXCO西日本内のサービスエリアでのポスターパンフレットの掲出 

  4/1～3/31  4県連携事業によるコンビニ等でのパンフレット配布 

   ◆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 

【国際観光の推進（インバウンド対策）】 

【スポーツツーリズム】 

【その他の取り組み】 
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・「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 4月下旬～予定） 

  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 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 

・こうち旅広場グランドオープン 3周年 

  7/12～13  土佐おもてなし勤王党デビュー3周年アニバーサリーステージ 

もて勤ベストテン 

  7/20～8/31 土佐茶のおもてなし 

  8/2～31   土佐おもてなし勤王党 社中エンターテイメントショー「希望の翼」 

  8/9～17   土佐茶の冷え冷えコールドフード 

  8/12～17  高知県産トイレットペーパーでお・も・て・な・し 

  8/16    こうち旅広場ナイトショー 

  8/16,23,30 駅前よさこい体験 

＜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：H25.9/25～H26.12/28 

＜「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（4/26・5/18・6/8・7/20・8/3・

9/21） 

  ◆県立施設等 

・県立のいち動物公園 

5/1～7/31    写真コンテスト作品募集 

（応募数：どうぶつ部門 259 点・104人、ファミリー部門９点・９人） 

7/5,6       七夕イベント ダンちゃんマキコちゃんのパレード 

（入園者数 670人） 

7/19,20   サマースクール（対象：小学校１～６年生、6/10～6/29募集終了） 

8/16     のいち deナイト（のいち de 縁日ほか）（17 時以降入園者数 710 人） 

8/1～31   光の動物園（切り絵作家 酒井敦美さんによる光の切り絵を投影） 

[今後の主な予定] 

9/14,20,10/20   のいち deナイト（コウモリの観察会、着ぐるみパレードほか） 
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9/2～11/20   写生コンテストの作品募集 

10/1～26   第 4回「のいち de ZOO 婚」参加者募集 

 ・県立美術館 

8/23～9/23  四国霊場開創 1200年「空海の足音 四国へんろ展」高知編 

8/23～10/13  シャガール・コレクション展「聖書の世界(1)」 

[今後の主な予定] 

10/12～12/7  石元泰博展示室オープン記念  

石元泰博写真展 この素晴らしき世界 １期 

10/15～12/14 シャガール・コレクション展「聖書の世界(2)」 

・県立歴史民俗資料館 

4/26～6/15  企画展「椿姫の里・三原－四国西南端の村の伝説と民族－」 

                       入館者数 5,784 人 

5/3～6/30  フォトコンテスト「岡豊山の桜と四季」 

6/28～7/31  マンダラ －チベット・ネパールの仏たち－ 入館者数 3,146 人 

8/1～31     コーナー展 深渕神社の芝居絵屏風 

[今後の主な予定] 

10/11～12/7  特別展「長宗我部氏と宇喜多氏－天下人に翻弄された戦国大名－」 

・県立坂本龍馬記念館 

  4/1～7/4  「国難に殉じた土佐の志士」展  入館者数 42,775 人                           

  7/5～10/3  「風刺画にみる幕末社会」展 

    8/15        第 2回夏休み子ども・龍馬フォーラム 

  [今後の主な予定] 

  10/4～1/16  「志士の書画」展 

・県立文学館  

  4/26～6/22   山本一力の世界展  入館者数 2,579人 

  7/12～9/7  メニ―メニーミッフィープレミアム～絵本の楽しいこといっぱい～ 

  5/25、6/15   映画上映会「あかね空」 入館者数 5/25 42 人、6/15 100人 

  [今後の主な予定] 

  9/19～11/3   中脇初枝展～ちゃあちゃんの里帰り～ 

・県立県民文化ホール 

 6/28      第 38回高知県新人演奏会  入館者数 100人 

8/10～8/18   鉄拳のパラパラマンガの世界展 

[今後の主な予定] 

10/15      パシフィック・ショーケース コンサート 

 ・県立牧野植物園 

4/26～8/31   牧野植物園が育む生き物－生物多様性を支える植物たち    

                          （入園者数 37,950 人 7/31 時点） 

8/15～17    夜の植物園 

9/6～8     五台山 観月会 

10/11～11/25  五台山花絵巻五ノ巻秋 

   ◆県内港湾への客船寄港 

     6/6         クルーズ客船「ぱしふぃっくびいなす」あしずり港 

            【初夏の屋久島・五島・あしずりクルーズ】 

              8:00 入港～17:00 出港 

     7/19       クルーズ客船「ぱしふぃっくびいなす」あしずり港 
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            【夏休み本四最南端串本・あしずり黒潮クルーズ】 

             8:30 入港～17:00 出港 

     8/18       クルーズ客船「にっぽん丸」高知新港 

            【夏休み熊野大花火大会と高知クルーズ】 

             9:00 入港～17:00 出港 

     8/22       クルーズ客船「飛鳥Ⅱ」宿毛湾港 

            【神戸発土佐・鹿児島花火クルーズ】 

             8:00 入港～17:00 出港 

    ［今後の主な予定］ 

     8/28・31     クルーズ客船「ぱしふぃっくびいなす」高知新港 

            【夏休み徳之島・鹿児島クルーズ（高知発着）】 

             8/28 13:00 出港 8/31 10:00 入港 

     9/18       クルーズ客船「ぱしふぃっくびいなす」高知新港 

            【高知・屋久島クルーズ】 

             10:00 入港～17:00 出港    

        10/7       クルーズ客船「にっぽん丸」高知新港 

            【秋の味覚クルーズ】 

             10:00 入港～18:00出港 

    10/25      クルーズ客船「にっぽん丸」あしずり港 

            【飛んでクルーズ九州 2014 年】 

             8:00入港～15:00出港 

＜お問合せ＞港湾振興課（TEL:088-823-9890） 

 

 

   ◆ものづくり地産地消・外商センターによる「ものづくり」のサポート 

「ものづくり」のアイディア段階からマッチング、試作・商品開発、販路開拓まで

一貫サポートを行う 

・相談活動 

  ものづくりの地産地消・外商を支援するための総合相談 

   相談件数：205件（7月末現在） 対前年同期比 1.2 倍 

・外商支援活動 

  企業の同行訪問や製品・技術の紹介など、ものづくり企業に対する支援 

   活動件数：1,182件（7月末現在） 対前年同期比 1.7 倍 

・見本市出展支援活動 

  県外見本市へ高知県ブースを出展し、県内企業の製品の県外販売を支援 

   見本市出展件数：8 箇所 42 小間 参加企業 38 社（7月末現在） 

 ＜お問合せ＞ものづくり地産地消・外商センター（TEL：088-845-7110） 

         【URL】http://www.joho-kochi.or.jp/mono/mono_index.html   

  ◆ものづくり地産地消・外商推進事業 

・平成 26年度ものづくり地産地消・外商推進事業費補助金 

◆ 商工業分野の取り組み 

【ものづくりの地産地消・外商】 【ものづくりの地産地消・外商】 

TEL:088-823-9890
http://www.joho-kochi.or.jp/mono/mono_index.html
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 5/12     随時受付開始 （毎月審査会を開催） 

7/16    ものづくり地産地消・外商補助金の審査会（第 2回） 

     応募件数 2件（試作開発 2）（2件とも防災分野） 

     採択件数 0件 

[今後の予定] 

8/28     ものづくり地産地消・外商補助金の審査会（第 3回） 

9月中旬 ものづくり地産地消・外商補助金の審査会（第 4回） 

10 月中旬 ものづくり地産地消・外商補助金の審査会（第 5回） 

    ＜お問合せ＞工業振興課（TEL：088-823-9724） 

 

・ 機械系ものづくり企業外商支援会議の開催(第 4回 7/28) 

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：132社 

・ 見本市への出展支援（「高知県ブース」の設置） 

7/16～18 第 8回オフィス防災 EXPO 参加企業 3社 

7/23～25 GPEC2014 施設園芸･植物工場展 参加企業 2社 

8/ 7・ 8 第 5回「震災対策技術展」宮城 参加企業 2社 

8/20～22 ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｼｰﾌｰﾄﾞｼｮｰ東京 参加企業 3社 

[今後の予定] 

9/ 3～ 5 東京ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｷﾞﾌﾄｼｮｰ秋 2014（東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ） 

9/24～26 第 17回関西機械要素技術展（大阪 ｲﾝﾃｯｸｽ大阪） 

10/1・2  愛媛農林水産参観デー協賛農機展（愛媛 農林水産研究所） 

10/2～4  第 44回建築総合展 NAGOYA（名古屋 吹上ﾎｰﾙ） 

10/12･13 2014森林･林業･環境機械展示実演会（山形 新庄中核工業団地） 

10/15～17 農業資材 EXPO（東京 幕張メッセ） 

10/15～17 危機管理産業展 2014（東京 東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ） 

10/22～24 びわ湖環境ﾋﾞｼﾞﾈｽﾒｯｾ 2014（滋賀 長浜ﾄﾞｰﾑ） 

10/29･30 建設技術展 2014 近畿（大阪 ﾏｲﾄﾞｰﾑおおさか） 

10/29･30 建設技術フェア 2014 in 中部（名古屋 吹上ﾎｰﾙ） 

・ 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 

6/23 公募開始（公募期間：6/23～7/17） 

   応募事業者 ８者 

[今後の予定] 

9/9 審査会 

・ 海洋深層水の販路拡大 

海洋深層水フェアの開催（7/25～27、東京プランタン銀座１Ｆ正面口） 

   富山県や周辺のアンテナショップと連携した海洋深層水のＰＲ 

原宿表参道元氣祭じまん市（8/23･24 東京 代々木公園）への出展支援  

[今後の予定] 

【地場企業の振興】 
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農林水産祭「実りのフェスティバル」（10/31～11/1）への出展 

＜お問合せ＞工業振興課 （TEL：088-823-9691） 

 

・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 

  6/24        天然素材産業研究会（高知市：個別相談会） 

7/16      事業化プラン認定審査会 （高知市） 

7/25        食品産業研究会（四万十市：個別相談会） 

8/5     補助金審査会（高知市） 

8/19    事業化プラン認定審査会（食品:高知市） 

8/20    環境及び健康福祉産業研究会（高知市：事業セミナー） 

8/21    事業化プラン認定審査会（天然素材:高知市） 

8/21    天然素材産業研究会（高知市） 

[今後の予定] 

9/3    食品産業研究会（高知市：個別相談会） 

＜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） 

 

・産学官が相互に情報交換する会議の開催や産学官共同研究への支援 

7/8     産学官連携産業創出研究推進事業（中期テーマ）２次審査委員会 

6/16～7/25 産学官連携産業創出研究推進事業（育成研究）企画提案公募 

    7/14    新エネルギー部会開催 

        7/23    食品部会開催 

      8/8       産学官連携産業創出研究推進事業（育成研究）審査会 

・健康食品等の機能性表示の検討 

    7/23    「食品の新たな機能性表示制度」に関する勉強会の開催 

[今後の予定] 

10月中旬  第２回四国における健康食品等の機能性表示検討会開催 

＜お問合せ＞ 新産業推進課 （TEL：088-823-9750） 

 

5/1～9/30  高知県コンテンツビジネス起業研究会会員募集 

       23 事業者が入会（7/31時点） 

    7/25     高知県コンテンツビジネス起業研究会第 2回情報交換会 

    7/25       高知県コンテンツビジネス起業研究会第 3回個別相談会 

    8月下旬   高知県コンテンツビジネス起業研究会 スマホアプリ開発実技研修 

6/30～9/30  高知県ソーシャルゲームカードデザインコンテスト作品募集 

9/30    クリエイター及び事業者向け「地域発のブランディングセミナー」 

   ＜お問合せ＞まんが・コンテンツ課 （TEL:088-823-9711） 

 

6/23      新事業分野開拓者認定制度の公募開始(公募期間:6/23～7/17) 

7/16～18 オフィス防災ＥＸＰＯでの「高知県ブース」の設置 

     （会場：東京ビックサイト）3小間 3社出展 

     7/16     ものづくり地産地消・外商補助金（防災枠）の審査会（第 2回） 

【成長分野育成支援研究会】 

【産学官連携の取組】 

【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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    8/7･8   震災対策技術展宮城での「高知県ブース」の設置 

         （会場：仙台市情報・産業プラザ） 

        [今後の主な予定] 

    8/28   ものづくり地産地消・外商補助金（防災枠）の審査会（第 3回） 

    9月中旬   ものづくり地産地消・外商補助金（防災枠）の審査会（第 4回） 

＜お問合せ＞ 工業振興課 （TEL：088-823-9724） 

 

6/21     高知暮らしフェア（東京）での事業ＰＲ 

6/29   高知暮らしフェア（大阪）での事業ＰＲ 

7/22～8/8 シェアオフィスの取り組みを希望する 13 市町村へのヒアリング実施 

[今後の主な予定] 

8月下旬～10月 シェアオフィスへ 3事業者の入居（予定） 

10月     地方で起業を考えている方を対象に、東京での起業セミナー開催（予定）  

      ＜お問合せ＞ 新産業推進課 （TEL：088-823-9750） 

 

 ・知的財産専門家派遣（県が費用負担） 

   特許や商標などの取得や活用に関する助言を行うための弁理士の派遣や、相談案件

のフォローアップ 

    派遣先：市町村及び協同組合、NPO 法人など営利を目的としない団体 

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

 ＊実績 専門家派遣１件 

    ・知的財産セミナー等の開催      

テーマ：農産物のブランド化 

開催日：7/28（月） 

     開催場所：高知県農業技術センター 

     参加者：農家等 26名 

    ・「高知県知財塾」の開催［予定］ 

     知的財産を活かした企業経営について学んでいただく研修（全４回） 

     開催日：9/3・17、10/1・22（すべて水曜日） 

     対象：県内中小企業 

＜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、引き続き開講 

平成 25年度の受講者数：33科目、延べ 1,648名 

平成 26年度は入門編の科目の拡大、女性のための起業支援講座の入門編・応用編への

新設、土佐 MBA相談員による受講生へのフォローアップ体制の強化などバージョンアッ

プして 35科目を実施 

【URL】:http://www.abi.co.jp/information/tosamba.html 

【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」】 

【中山間地域等におけるシェアオフィスの推進】 
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  5月に応用・実践編講師による事前面談を開催（高知市、安芸市、本山町、四万十市

で合計 6回、54事業者が参加） 

◆女性のための起業支援講座 

講師：オフィス・ウスイ代表 臼井 純子氏 

場所：こうち男女共同参画センター（ソーレ） 

（入門編）「女性のための起業入門セミナー」 

開催日時：4/19（土） 

受講者：起業に関心のある女性 113 名 

（基礎編）「女性創業塾」 

開催日時： 5/10・17・24（すべて土曜日） 

受講者：起業したい何かを持っている 又は 今後起業したいと考えている女性 26 名 

◆トップレクチャー（県内外で活躍する経営者による講演） 

受講者：産業に関わる全ての方（107 名参加） 

第１回 開催日時：6/3（水）（107 名参加） 

 講師：㈱インターナショナルレストランサービス 代表取締役社長 中内勝一氏 

 演題： 『過去の成功体験は通じない時代、「売る商品」から「売れる商品」へ 

         ～貴社の成長戦略について 高知県から、東京へまた海外への出店について～ 』 

第２回 開催予定日：9/25（木）15:00～17:00（受講者募集中）場所：かるぽーと 

  講師：パソナテック㈱ 代表取締役社長 吉永隆一氏 

  演題：『人を活かす！ ～IT×人の可能性を追求して、新たな働き方を創造する～』 

◆ガイダンス・入門編 

講師：民間企業の実務者ほか  受講対象者：産業に関わる全ての方 

実施期間：6/1～7/19 終了（受講者数 延べ 819 名） 

◆基礎編１～３、５（商品企画、経営・マーケティング戦略、財務会計、貿易実務） 

講師：民間企業の実務者ほか  受講対象者：産業に関わる全ての方 

実施期間：8/21～12/16 申込期限：各科目最初の講義の 1週間前 

◆基礎編４（現場研修） 

  講師とともに実際の企業を訪問して、経営戦略や商品開発の事例などを学びます。 

講師：経営コンサルタント 寺本毅彦氏  受講対象者：産業に関わる全ての方 

（開催予定日） 

①10/28（火）13:00～18:00 訪問先：三昭紙業㈱（土佐市） 

②11/20（木）9:00～14:00 訪問先：㈱アオイコーポレーション（芸西村工場） 

◆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 

  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 

  募集期間：6月～H27.2 月まで研修希望日の２ヶ月前までに申請が必要   

◆ワークショップ＆異業種交流会 

  土佐MBAの受講生同士が交流し、また、一部講師にも参加いただき、人的ネットワークを
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広げる機会として開催。 

  開催日時：7/18（金）（延べ 57名参加）、場所：こうち男女共同参画センター ソーレ 

◆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（オフィス・ウスイ 代表（㈱富士通総研 元取締役） 

  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 20事業者 

実施期間：7/2～H27.2月（3日間×6回） 

・「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） 

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

   実施期間：9/7～12/7（全 12セッション）（募集中） 

  ・「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 45名 

 実施期間：5/9～H27.2 月 

＜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 

    ・6 月中旬  研修グループの決定（6グループ） 

[入門コース] 

農村地域で取り組む６次産業化‖ 

・8/22（金）13：30～ 農業技術センター 

・8/27（水）13：30～ 中村合同庁舎 

    [応用・実践コース] 

     経営分析の基礎知識 

      ・8/7（木）10：00～ 講義・個別指導 

課題解決に向けた実践指導 

・9/18（木）10：00～ 講義・実習・個別指導 

    ＜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 

4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

【各種技術指導等】 
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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 

6回実施（7 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 

8コース 20 日間 85名参加（7末現在） 

＜紙産業技術センター＞ 

 ・特別技術支援員による技術支援（高知県製紙工業会への委託事業） 

1名の特別技術支援員（製紙技術）が、県内企業技術者のレベルに応じた研修、

技術相談対応、企業巡回指導等を通じた商品開発の強化を支援する 

 

かみわざひとづくり事業の実施 

食品包材、医療衛生、環境エコの分科会や講演会開催、見本市、先進大学での情

報収集、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、人材育成の実施 

  ・ものづくりの基本技術を習得するための「ものづくり技塾」の開催 

     6/12・25 異物分析実習 16名参加 

     7/10     シートマシンによる抄紙試験 2名参加 

        [今後の主な予定] 

      9/11     小型抄紙機による抄紙試験 

         10/9      サンプルローラーカード機を用いた試作研修 

   ・センター所有試験機器の利用促進とその保全のため実施する開放試験設備利用研修

（ライセンス研修）の開催 

6/11     白色度計  4名参加 

        6/12     デジタルマイクロハイスコープ 5名参加 

 

企業にとって必要な人材の育成と確保を支援するため講師の派遣を行う 

◆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 

派遣予定企業数 12社（うち介護福祉関係事業所 4社） 申込期限 8月 29日(金) 

＜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・学校見学（進路を知ろう事業）5月～H27.3月  

 7月末現在 6校 219 名実施（27校実施予定） 

・生徒、保護者、教員対象進路講演会（キャリアサポート事業）5月～H27.3 月  

 7月末現在 17 校 4,058名（生徒 3,072名、保護者 672 名、教員 314 名）実施 

（31校実施予定） 

【高等学校における人材育成事業】 

【かみわざひとづくり事業（紙産業技術センター）】 

【高等学校における人材育成事業】 

【人材育成研修事業】 
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・ インターンシップ（仕事を知ろう事業）7 月～H27.3月  

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～H27.3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） 

 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） 

 7月末現在 1 校 18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（12月、1月）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～H27.3月  

7月末現在 6 校 411 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（H25.4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 

7/12 ビジネスマナースキルアップセミナー 場所：高知会館 参加者７名 

7/19 介護施設の職場見学会 

場所：高知市一宮 特別養護老人ホームウェルプラザ高知 参加者８名 

9/13 好感度アップマナー・面接マナー 場所：アピアホール（四万十市） 

9/27 農業１日体験セミナー 場所：南国スタイル 

10/18 介護施設の職場見学会 場所：四万十市 四万十の郷 

・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/  

・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(4月～H27.3 月) 

  17 校実施 参加生徒 1,007名(予定) 

  

・ 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 205社、求職者 543 人（7 月末現在） 

【Ｕ・Ｉターン就職支援】 

【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】 
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・ジョブセンターはりまやに「U・Iターン就職相談コーナー」を開設 

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 

 

 

・農地中間管理機構の指定（H26.3/4 （公財）高知県農業公社） 

  ・農地中間管理事業の開始（4/1） 

  ・農地の受け手の募集開始（5/27～6/30）応募件数 66件、161ｈａ 

 

・燃油価格高騰緊急対策 

   26年度事業申請 6/9・採択 7/31 

   申請額（国費）：価格補てん対策 860,471千円、省エネ機器のリース 672,178 千円 

・環境保全型農業推進協議会（5/28） 

・オランダ技術アドバイザーによる公開講座（6/13） 

・オランダ・ウェストラント市先進農業視察研修（7/21～27） 

 

・高知拠点の取り組みをアピール 

    スマートコミュニティジャパン（6/18～20、東京ビッグサイト） 

    施設園芸・植物工場展（7/23～25 東京ビッグサイト） 

 

・こうち新施設園芸システム現地検討会 

   ・こうち新施設園芸システム普及推進部会（6/17） 

・炭酸ガス施用実証成果発表会（こうち新施設園芸システム推進事業）(7/15) 

・こうち新施設園芸システムＰＴ会（6/17、7/28、8月下旬） 

・こうち新施設園芸システム研究会（7/22） 

 

 

 

◆ 農業分野の取り組み 

【農地の集積・集約化】 

【こうち新施設園芸システムの構築】 

【環境保全型農業の取り組み】 

【次世代施設園芸団地の取り組み】 
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・グロリオサ PT会（6/3） 
・露地品目産地づくり検討会（6/4） 

 ・花き有望品目研修会（6/5） 
・ニラ品目別担当者会（6/5） 
・ショウガ担当者会（6/16） 
・メロン現地検討会（5/23） 

・３色ピーマン PT会（6/27） 

・果樹担当者会（7/10、8/12） 

・オクラ現地検討会（7/24） 

・ミョウガ担当者会（7/11、8/22） 

・キュウリ担当者会（7/23） 

・リリーズファミリー設立総会（8/6） 

・ショウガ交流会（8/19） 

（9月予定） 

・ナシ現地検討会 

・ニラ担当者会 

（10月予定） 

・キュウリ交流会 

・米ナス交流会 

 

・園芸品販路開拓・拡大強化事業委託業務プロポーザル 
審査会（6/16、17） 
委託契約締結（7/25、30、8/8） 

・こだわりニッチ野菜・果実マッチング事業 委託契約締結（6/27）、 
出展者説明会（9/18・19） 

・スマートコミュニティジャパン（6/18～20） 
・パートナー量販店による高知青果フェア 

阪急百貨店西宮阪急他（6/11～17、/11・12、7/16～18） 
東急ストア大森店他（6/5～7、7/6、13、22～24、27、8/3、9・10、21～23） 

・高知県リリーズファミリー設立準備会（6/13） 
・高知フラワーアドバイザー産地交流会（6/16：大方、6/17：芸西、6/18：土佐市） 
・文旦協総会（7/4） 
・果樹協総会（7/7） 

・出荷販売検討会（全体会 7/16、地域会議 7/17～18） 

・花き専門部会（7/25） 

・四国 4県花き振興協議会（7/29） 

・産地フェア 2014 ホテル deマルシェ（8/9） 

・青果物基金協会総会（8/28） 

・園芸戦略推進会議（9/3） 

・丸高花き協議会総会（9/8） 

・全国取引会社協議会総会（10/14） 

・園芸品販売推進大会（10/15） 

・こだわり青果市 in 大阪（10/21） 

 

 

【新需要開拓マーケティング】 

【まとまりのある園芸産地の育成】 
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・高知家スムージーレシピコンテスト 
  グランプリ：高知市立横浜中学校家庭科部「高知家特製夏のスムージー」 

（審査会 6/6、グランプリ授賞式 6/27） 

・中京地区の大手量販店バイヤーへの高知野菜 PR（6/14） 

・スーパーよさこいでのユズ、花きＰＲ（8/23・24） 

 

・こだわり農産物展示・相談会（5/20（火）ザ・クラウンパレス新阪急) 

・６次産業化人材育成研修 

      6/4（水）9：30～ 香南市夜須中央公民館 

      6/4（水）14：00～ すこやかセンター伊野      

・６次産業化情報ネットワーク会議（7/8（火）高知会館） 

・農林水産物直販所「安心係」養成講習会 

7/24（木）四万十市中央公民館 

  7/28（月）奈半利町民会館 

  7/30（水）高知市総合あんしんセンター 

 

＜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/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） 

＜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 中央公園北口） 

    ・茶摘みツアー（6/15 霧山茶園） 

＜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  

・松屋銀座本店高知フェア（4/26、4/29、5/14～20） 

・フードオアシスアツミ まるごと高知まつり（7/18～20、愛知県） 

・高知家の畜産展示・商談会（8/27） 

・ＮＡＧＯＹＡフードビジネスショー（9/2・3、愛知県） 

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

 

【県産園芸品のイメージアップと消費拡大】 

【県特産物の認知度向上と販売拡大】 

【６次産業化の推進】 
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・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。 

    （参加費無料。先進地視察等については旅費等の実費をご負担いただきます） 

    参加者を対象として税理士等専門家による個別相談やコンサルティングも行います 

１ 事前セミナー 7/1（火）：高知会館 

２ 地区別セミナー：高知市会場（高知会館） 

7/7（月）・14（月）・23（水）・30（水）、8/7（木） 

四万十町会場（高知県立農業担い手育成センター） 

7/8（火）・16（水）・25（金）・31（木）、8/8（金） 

３ 先進地視察 9/18（木）・19（金）（愛知県の農業生産法人を視察します） 

    ＜お問い合わせ＞高知県農業会議 

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

   ・農業法人研修会 

     農業法人の経営者が経営内容の向上を図るための研修会を開催します。 

（参加費無料） 

    １ 先進法人等経営研修会 8～10 月 3回予定 

       財務諸表を活用した経営改善で成果を上げている先進法人経営 

者の講演 

    ２ 財務諸表活用経営改善研修会 

       7/15（火）・22（火）・29（火）（講師：刈谷敏久氏・刈谷敏久税理士事務所） 

    ３ 経営理念、ビジョン、中期事業計画作成支援研修会 

       8/6（水）、9/11（木）・25（木）、10/30（木）、11/27（木）、12/25（木） 

（講師：小松一之氏 ㈱モデルビレッジ） 

４ 後継者・従業員育成研修会 

       8/19（火）、26（火）、9/3（水）、1/16（金） 

      （講師：筒井典子氏 人・みらい研究所 三井住友海上火災保険㈱） 

    ５ 経営多角化セミナー・個別相談（加工・販売）会・・・10月予定 

 ・企業的経営実践農業者現地視察（10/23（木）三原村、宿毛市） 

＜お問い合わせ＞高知県農業会議 

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

 

・ 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 

6月末現在：H26認定面積が 427ha 拡大 

 

・ 可搬式林業機械研修（チェーンソー及び刈払機）（5/26～30:13 名、H27.1/19～23） 

◆ 林業分野の取り組み 

【森の工場の拡大】 

【担い手の確保】 

【農業経営の法人化】 
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・ 高校生林業機械研修（チェーンソー及び刈払機）（8/11～15） 

・ 高校生林業職場体験教室の開催（8/9） 

・ 林業体験研修（入門編）：可搬式林業機械研修（チェーンソー）（8/16～17） 

・ Ｕ・Ｉターン就職相談会の開催（県経営者協会主催）（6/21：2名、6/29：8名、8/15、

10/17～18、11/9、12/14） 

・ 林業体験教室の開催（H27.2 月開催予定） 

・ 林業就業相談会の開催（H27.2開催予定） 

 

・ 副業型林家育成支援事業を実施する団体の募集（募集期間：H26.6.30 まで） 

・ 副業型林家育成支援事業公募プロポーザル（7/24候補者決定、契約に向けて協議中） 

 

・ 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 

・ 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 

H26年度：性能表示木材を 20,750m3出荷見込み 

 

・ 県産木造住宅への助成事業 

 （H25助成実績 401戸、H26.7月末申込み 219戸） 

・ 木の香るまちづくり推進事業（H26 7 月末 30団体 44 施設に交付決定） 

・ ＣＬＴ建築推進協議会 

ＣＬＴ建築推進協議会第 2回総会（4/16）、H26年度第１回幹事会（4/16）、森連ＰＴ

（4/16・5/13・6/14・7/19）、県施設ＰＴ（4/22・6/18）、市町村 PT（4/17・5/13）、 

講演会「ＣＬＴの普及を目指して- 現状と今後の展望 -」（4/16）、第１回研修会

(7/22) 

 

・県外の土佐材住宅への助成事業（H26.6月末 8戸） 

・土佐材流通促進協議会部会の開催（5月、7月） 

・流通拠点の設置と活用 

   既存の流通拠点 13 カ所（関東 4、東海 2、関西 6、九州 1）と継続して協定 

    新規の流通拠点 2カ所（関東 2）を設置 

・土佐材商談会の開催 

   産地セミナーの実施：10件（20社、66名） 

  県外商談会の実施：東京（5/26）、大阪（7/17） 

・土佐材展示会の開催 

 名古屋（5/24～25）、千葉（6/25）、福岡（7/25） 

  ・内航船を使用した輸送の検証（6/11～14）東北・関東地方へ 1,043m3出荷 

【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】 

【県産木材の外商対策】 

【副業型林家の育成支援】 
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・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 

H25年度までの累計：208 台 

H26年度導入予定：43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回運営委員会（5/21）  第１回全体協議会（6/4） 

・木質ペレット製造施設（宿毛市）10月稼働予定 

・木質バイオマス発電 2カ所（高知市・宿毛市：H27稼動予定）  

・販売実績（H26.7/31までの累計） 8,565ｔ-CO2 （延べ 186件（委託 9件含む）） 

・東京都足立区が開催する「地球環境フェア 2014」で排出される CO2 排出量 2t-CO2 を

オフセット（5/12） 

・平成 26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 砂浜美術館分：39t-CO2） 

・片田丸吉建設工業（株）が復旧第 6-2号別府 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（5/22） 

・（有）武政建設が林地荒廃第 104-2号久保影林地荒廃防止工事で排出される CO2排出量

5t-CO2 をオフセット（5/27） 

・岩井建設（株）が復旧第 19号飯母西復旧治山工事他 2件で排出される CO2排出量 14t-CO2

をオフセット（5/30） 

・（有）藤村建設が林地荒廃第 122 号口目ヶ市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（5/30） 

・（有）十和建設が林地荒廃第132号井崎林地荒廃防止工事で排出されるCO2排出量5t-CO2

をオフセット（5/30） 

・杉本土建（株）が復旧第 20号下西の川 No.2復旧治山工事他 1件で排出される CO2 排

出量 8t-CO2 をオフセット（5/30） 

・（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（6/3） 

・（有）梶原建設が道交基幹第 73号森林基幹道開設事業畑山仲木屋線 1工区工事で排出

される CO2 の半分 23t-CO2 をオフセット（6/9） 

・コベルコ建機（株）が、田村林業保有のコベルコ建機製林業専用機が森林整備による

稼働で 1年間に排出される CO2排出量の一部 5t-CO2 をオフセット（6/12） 

・（有）礒部組が復旧第 25号二タ又復旧治山工事他 1件で排出される CO2排出量 42t-CO2

をオフセット（6/17） 

・カシオ電子工業（株）が平成 25 年度に高知県内で販売した CASIO ページプリンター

SPEEDIAシリーズ（GE5000、N3000、N6000 及び B9000 シリーズ）において、プリンター

購入者がトナーを使用して印刷する際の消費電力に係る CO2 排出量 4t-CO2 をオフセッ

ト（6/17） 

・（有）泉屋が高知県西庁舎の鶴亀食堂で販売されるお弁当について、1 食分につき

1kg-C02を付けて 4,000食 4ｔ-CO2 販売（7/14） 

・（有）伊東組が林地荒廃第 102 号払川 N0.2 林地荒廃防止工事で排出される CO2 排出量

10t-CO2をオフセット（7/28） 

【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】 
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  ◆協働の森パートナーズ協定 

   協定実績（7/31時点） 58企業・団体、25市町村参加（延べ 60協定） 

   ・5/1 三愛石油株式会社、本山町と協働の森パートナーズ協定を締結 

   ・5/1 ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング株式会社 高知工場、 

       香美市と協働の森パートナーズ協定を締結 

   ・5/7 富士通グループ、中土佐町と協働の森パートナーズ協定を締結 

   ・5/15 東京海上日動火災保険株式会社、安芸市、高知東部森林組合と協働の森 

パートナーズ協定を締結 

   ・6/26 一般社団法人 more trees、梼原町と協働の森パートナーズ協定を締結 

      ・7/18 高知工科大学、高知工科大学後援会、香美市と協働の森パートナーズ協定を締    

      結 

   [今後の主な予定] 

   ・8/30 協働の森フォーラムの開催（会場：高知市総合あんしんセンター） 

   ＜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/ 

◆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 

◆県産水産物の PR 

    （1）食育授業の実施（年間 25回実施予定） 

・5 月から県内の各小・中学校で実施（5/16（金）・19（月）十市小学校、5/26 

（月）、27（火）鳶ヶ池中学校） 

（2）・「高知家の魚 応援の店」の県内参画事業者の募集を開始（7月末時点 60事業者） 

  ・「高知家の魚 応援の店」の県外飲食店の登録申し込み受付中 

    （7月末時点 294 店舗） 

・「高知家の魚 応援の店」産地見学会（9/23(火)・24（水）開催予定、宿毛市・

大月町） 

  ・高知家の青果と魚商談会（10/21（火）、大阪市なんば御堂筋ホール） 

（3）大阪市場関係者との産地交流会（7/5） 

        （4）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 

（9/9(火)開催予定、まるごと高知） 

 

・宗田節をもっと知ってもらいたい委員会開催（6/10） 

・第 3 回宿毛湾養殖魚外商推進協議会の開催（6/18） 

・中国大連市場調査（8/2(土)～5(火)） 

◆ 水産業分野の取り組み 

【高知家の魚の消費拡大】 

【協働の森による企業参加の森林整備の推進】 

【水産加工業の振興】 
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・ジャパン・インターナショナル・シーフードショーへ、県内 16事業者が出展予定 

（8/20(水)～22(金)） 

 

  ・第 2回黒潮町カツオ水揚げ促進対策協議会を開催（6/30） 

   ・第 2回土佐清水市メジカ需給対策協議会を開催（6/7） 

 

・短期研修 

13名実施（4月 4 名、5月 1名、6月 2名、7月 6名） 

・長期研修 

 5名が新たに研修を開始（安芸・バッチ 2、清水・サバ釣１、浦戸・小型底びき 1、 

加領郷・一本釣り 1） 

3名が研修開始に向けた手続を実施中（安芸 2、赤岡１） 

・漁業就業セミナー 

 養殖業を対象に第１回漁業就業セミナーを実施 

日 時：平成 26年 4月 29日（火）10:30～15:00 

場 所：大谷漁協（須崎市大谷 235-52） 

参加者：4名（滋賀県 1、大阪府 1、兵庫県１、県内 1） 

内 容：座学（養殖漁業や支援制度の説明、養殖業者との意見交換） 

        体験（カンパチへの餌やり体験） 

結 果：3名が短期、長期研修を希望 

・漁船リース 

 3月に研修を終了した 1名が漁船リース制度を導入（6/26 交付決定） 

地  区：宿毛 

漁業種類：釣り、曳縄 

漁船規模：6.6トン 

・海洋高校との連携による担い手の育成 

    海洋高校生が漁業現場等を見学、体験 

○第１回 日 時 4/21、22 

        見学先 窪津定置網、養殖場、蒲鉾工場 

○第 2回 日 時 6/9、10 

      見学先 椎名定置網、県漁協室戸市場、シラス加工場 

＜お問合せ＞：漁業振興課（TEL：088-821-4606） 

 

・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商品として、同組合の全 10店舗で販売中 

・「土佐鯛工房」の「海援鯛」が、中国・九州地方で 80店舗以上の量販店を展開する株

式会社丸久と新たな取引を開始（3/19～） 

・養殖ビジネススクール公開講座を 8/5（火）に宿毛市で開催。約 70 名の養殖関係者が

【カツオ等の地元水揚げの促進】 

【養殖生産者グループの活動促進】 

【漁業の担い手確保】 
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参加 

 

・1月から 5月にかけて、県内企業が所有する親魚から合計約 880 万粒の卵を確保 

・得られた受精卵を用い、養殖業者へ供給可能なサイズで計 13 万尾を生産 

 

・ホームページ「漁村感動体験！！タラッタ！こうち」 

（【URL】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） 

 

平成 25 年度に引き続き、26 年度も「第２回こうちビジネスチャレンジ基金事業」を

実施。 

・ビジネスプラン募集【受付終了済】：H26.7/1（火）～ 8/20（水）  

応募件数：57件（県内 42 件、県外 15件） 

[今後の主な予定] 

  10/31  面接審査 

会場：サンピアセリーズ（高知市高須砂地 155番地） 

    11/20  認定証授与式 

           会場：第 3回ものづくり総合技術展会場（ぢばさんセンター 大ホール） 

＜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 

 

・洋上風力発電に関する勉強会の開催（8/26） 

・こうち・しみずメガソーラー株式会社設立（9/3予定） 

＜お問合せ＞新エネルギー推進課 （TEL:088-821-4538） 

◆ その他の取り組み 

【第２回こうちビジネスチャレンジ基金事業実施のお知らせ】 

【新エネルギーの利用促進】 

【高品質なカンパチ種苗の県内での量産化】 

【漁村における滞在型・体験型観光の推進】 

 

TEL:088-845-6600
http://www.joho-kochi.or.jp/challenge/index.html
TEL:088-821-4538

