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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月［特集 1］4月 8日、3年目の「高知家プロモーション」がいよいよスタート！ 

［特集 2］400 万人観光の定着を目指して！ 

～今年は「高知家・まるごと東部博」を開催～ 

［高知家自慢の家族］東部博をきっかけに「オール室戸」で地域を元気に 

室戸市商工会青年部 部長 剱物 泰正さん 

・5月［特集 2］「地産」と「外商」をさらにパワーアップして、 

その成果を「拡大再生産」へ！～第 2期産業振興計画 ver.4～ 

［高知家の輝くスター］全国の東洋町ファンの力を借りて、 

みんなで地域を輝かせる 

東洋町観光振興協会 会長 福井 宣博さん 

 

・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 30 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. pref.kochi.lg.jp/ 

高知県の特産品やイベント情報などを紹介  

 

・テレビ特別番組 

     「高知家 ALL STARSで産業振興計画！～高知の未来は新たなステージへ～」の作成・放映 

     ［予定］放送日：6月 22日（月）19:00～19:57 

          再放送：7月 4日（土）12:00～12:57 

◆ 県民参画に向けた県広報 

H27.5.26 

【ホームページ】 

【県広報紙「さん SUN高知」（産業振興計画関連記事）】 

【テレビ特別番組】 
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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 

          放送局：株式会社テレビ高知 

 

 

◆ 「高知家」の取り組み 

    高知家プロモーションと連動して展開する各分野の個別セールスプロモーション及びセー  

ルス施策の戦略を共有し、一連の動きを効果的に成果につなげていく 

    3/31    平成 26年度 第 4回高知家統一セールスキャンペーン推進本部会議 

 [今後の予定] 

   6月   平成 27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 

 

4/8    高知家プロモーション 3年目始動記者発表会 

       ・新スローガン「高知家の家族は、みんなぁがスターやき。高知家 ALL STARS」 

       ・高知家公式サイトリニューアル（新動画公開） 

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

      ・スター情報募集開始 

      ・県内 TVCM 開始 

    4/9～5/8  東京モノレール車内貼り広告 

4/13～19  東急線車内ビジョン、大阪 JR線 車内 15秒 CM動画広告 

4/19    スター探しキャラバン第 1弾 ひろめ市場南入口前 

4/29      スター探しキャラバン第 2弾 高知家・まるごと東部博オープニング会場 

5/2         スター探しキャラバン第 3弾 第 27 回 Tシャツアート展初日 

5/10    スター探しキャラバン第 4弾 中芸食のめぐみ満祭フェアオープニング会場 

5/17        スター探しキャラバン第 5弾 第 26 回かつお祭会場 

＜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） 

 

 

◆ 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（5/11現在、応募 53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 23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 

 

  

【土佐の産業おこし参加プランの募集】 

【高知家プロモーションの実施】 

 

【高知家統一セールスキャンペーン推進本部】 

 

http://sanshin.pref.kochi.lg.jp/keikaku/private_pp.html#plan
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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 

◆ 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（H25年度から実施）を引き続き開催 

 実績：県地域支援企画員、市町村職員等が修了（H25：67名、H26:42名） 

   H27年度の開催期間：5～11 月（全 6回、32 名が受講予定） 

      開催日[予定] 5/29（第 1回）・7/2～3（第 2回）・7/30（第 3回）・ 

             8/27（第 4回）・10/16（第 5回）・11/6（第 6 回） 

   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＞産学官民連携センター ココプラ（TEL：088-821-7111） 

 

 

◆ 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 10機関の長で構成（会長は高知県知事） 

3/26 開催の平成 26 年度第 3 回協議会で「四国産業競争力強化戦略」を改定。本戦略を

さらに実効性あるものとしていくために、引き続き本戦略の要となる「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 27年度】 

    5/27（水） 国への政策提言・要望活動の実施（相手方：古谷内閣官房副長官補（地 

方産業競争力協議会関係省庁連絡会議 議長）など） 

      ［今後の予定］ 

10月     平成 27年度第１回協議会 

            議題：｢連携プロジェクト」のフォローアップ、各機関の取り組み状況

の報告・検討、戦略のバージョンアップの検討等 

     H28. 3月  平成 27年度第２回協議会 

          議題：「連携プロジェクト」のフォローアップ、各機関の取り組み状況

の報告・検討、戦略のバージョンアップの協議等 

   ＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9049） 

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

 

 

◆ 産学官民連携 

 4月 15日、産学官民連携センターを開設（永国寺キャンパス地域連携棟１階） 

◆産学官民の連携に関するワンストップ窓口の設置及び産学官民連携による事業化に 

向けた支援プログラムを実施 

◆県内外の人材や英知を導入した様々な講座やワークショップ等を実施 

【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」】 

【四国地方産業競争力協議会】 

【産学官民連携センター（ココプラ）】 
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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 

◆産業振興等に資する人材育成研修等の実施（今後の開催予定含む） 

□開設記念イベント 

   開催日時：6/13（土）13:30-15:00（場所：ココプラ） 

   講師：物部 真一郎 氏 

   演題：地域発イノベーションの可能性（仮題） 

 ※終了後、土佐まるごと社中主催のイベントを開催（15:30～20:00） 

 □連続講座 

 ・CCRC連続講座（㈱三菱総合研究所との連携により開催） 

※高知版 CCRC 研究会と同時開催 

  第 1回 開催日時：5/11（月）14:00-17:00（場所：ココプラ） 

      講師：㈱三菱総合研究所 プラチナ社会研究センター 主席研究員  

松田 智生 氏 他 

      内容：CCRC を巡る国内外の動向について 

  ※第 2回：6/22（月）、第 3回：7/27（月）、第 4回：9/7（月）、第 5回：10/5（月）

の予定 

 ・高知 iHub（㈱日本政策投資銀行との連携により開催） 

  第 1回 開催日時：5/28（木）13:30-17:00（場所：ココプラ） 

         講師：慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 

特別招聘教授 保井 俊之氏 

            内容：協創が生み出す新たな地域づくり 

  ※第 2回：6/30（火）、第 3回：7/21（火）、第 4 回：8/25（火）、第 5回：9/15（火）

の予定 

□大学等のシーズ・研究内容紹介 

（県内の大学等が持ち回りでシーズ・研究内容を紹介） 

第 1回 開催日時：5/20（水）18:30-20:00（場所：ココプラ） 

講師：高知大学地域協働学部教授 玉里 恵美子 

演題：地域志向研究経費申請課題成果報告「集落活動センターにかかわる 

協働モデルとプラットフォームの構築」 

第 2回 開催日時：5/27（水）18:30-20:00（場所：ココプラ） 

講師：高知高専地域連携センター長・教授 岸本 誠一 

演題：高知高専の産学連携紹介 

第 3回 開催日時：6/3（水）18:30-20:00（場所：ココプラ）        

講師：高知県立大学 地域教育研究センター産官学研究部会長・教授  

渡邊 浩幸 

演題：機能性食品の作り方  

―機能性の調べ方、安全で美しい食品にする方法― 

    第 4回 開催日時：6/10（水）18:30-20:00（場所：ココプラ） 

講師：高知工科大学 地域連携機構 ものづくり先端技術研究室長・准教授  

松本 泰典 

□経営者トーク 

（県内の経営者が講師となり企業の強みやニーズの紹介、創業へのノウハウ等を紹介） 

第 1回 開催日時 5/15（金）18:30-20:00（場所：ココプラ） 

講師：株式会社シティネット 代表取締役社長 渡邊 基文 
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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 

演題：IT会社を経営しつつ、自動車整備工場を 

なぜ起業したか！！勝算はあるのか？ 

参加者：34 名 

    第 2回 開催日時：6/19（金）18:30～20:00（場所：ココプラ） 

講師：有限会社ナインレイヤーズ 取締役社長 ・高知工科大学 教授 

     菊池 豊   

演題：～絵に描いた餅を本物の餅に～ 「こんな仕組みがあれば」の思い

を実現するために、地域に根ざす IT会社を起業 

  ◆4/14(火)「ラジオ対談」ラジオ放送 

◆4/19(日)「おはようこうち」テレビ放送 

◆5/23(土）「高知新聞」新聞掲載 

  ＜お問合せ＞ 

   産学官民連携センター（ココプラ）TEL：088-821-7111 

        【URL】http://www.kocopla.jp/ 

 

 

◆ 産業振興計画の推進体制 

 

 

4/9（木）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、平成 27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 

 

 

地域アクションプラン（253 件）ごとに実行支援チームを設置するなど、支援を実施 

＜H27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 

  幡多地域（4/14） 

  仁淀川地域（4/15） 

  安芸地域（4/17） 

  物部川地域（4/17） 

    高知市地域（4/27） 

  高幡地域（4/28） 

 

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 

  8 月、9月、H28.1月、3月開催予定 

◆専門部会等 

   9月、H28.1 月開催予定 

 ◆地域アクションプランフォローアップ会議 

    9月、H28.2 月開催予定 

＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9049） 

【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】 

【産業振興推進地域本部（推進本部）】  
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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 
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◆ 地域の取り組みへの支援 

・平成 26年度交付実績：17件（3月末現在） 

総合補助金交付要綱、活用ガイド等の関係資料は、計画推進課ホームページに掲載 

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

＜お問合せ＞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：4件（5/11現在） 

＜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） 

  官民協働による「高知県移住推進協議会」を開催 

4/30（木） 平成 27年度 第 1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 

3/30（月） 成果報告（県庁） 

5/29（金） 平成 27年度総会・交流会 開催予定 

 

◆フォローアップ 

・高知県庁 本庁 3 階に移住促進課を設置（H26年度） 

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 125 人[前年度同月比 105%] 

             

＜高知家で暮らす。ポータルサイト＞ 

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

H27年度アクセス数：  13,608 件（4月末現在） 

【産業振興推進総合支援事業】 

【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】 

【産業振興アドバイザーの派遣】 
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・「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（5/19現在 12市町 45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（5/26現在 10 社 30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 

     H26.2/1 から、ホテル旅館の宿泊特典を開始 

          H26.9/5 から、リフォームの割引特典を開始 

   ・移住・交流コンシェルジュ 

     H26.4/1 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 

H26.11/4から、移住・交流コンシェルジュを 6名から 9名に増員 

H26.12/1から、東京に配置するコンシェルジュを 1名増員 

H27.4/1から、「ふるさと回帰支援センター」（東京）に相談窓口設置 

◇開設日 火～日曜 

◇開設時間 10:00～18:00 

◇場所：ふるさと回帰支援センター（6階） 

    （〒100-0006 千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 5・6階）  

H27.4/1から、「まるごと高知」の開設日変更 

◇開設日 月曜 

◇開設時間 10:30～19:30 

H27.4/7から、東京窓口を 1 名増員 

・大阪での出張相談を H26.11/14（金）・15（土）より開始 

     月 1回、大阪（大阪ふるさと情報センター）において移住・交流コンシェルジュ

の出張相談窓口を開設 

     ◇開設日 毎月第４金・土曜日「高知の日」 

◇開設時間 11:00～17:00 

◇場所：大阪ふるさと暮らし情報センター 

（〒540-0029 大阪市中央区本町橋 2-31 シティプラザ大阪 1F） 

 

    ◆人財誘致 

   ・人材ビジネス事業者との連携 

   ・「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 

    【就業希望者コース】 

H26.9/19・10/23・12/4   都市部での座学研修（高知家 Café in 東京） 

H26.10/16～17、H27.1/29～30   高知でのマッチング交流会 

H27.2/24     起業・就業支援研修ミーティング 

【起業希望者コース】 
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     H26.11/25     都市部での座学研修（高知家起業 Café in 東京） 

H27.2/3～5         高知でのフィールドワーク研修 

＜お問合せ＞移住促進課（TEL 088-823-9755） 

 

◆情報発信 

  1/18    東京 ＪＯＩＮ移住・交流＆地域おこしフェア 

1/31     大阪 移住笑談会の開催 

  2/7      東京 移住笑談会の開催 

  3/14・15 高知暮らし体感ツアー（安芸市・田野町・安田町・高知市） 

  3/21・22 高知暮らし体感ツアー（高知市・津野町・梼原町・須崎市） 

3/25   東京 移住・交流情報ガーデン オープニングイベントへの参加 

  3/28    東京 移住・交流情報ガーデンでイベント開催 

（県・高知家移住促進プロジェクト・総務省共催） 

5/17     東京 高知暮らしフェアの開催 

[今後の予定] 

6/6      大阪 高知暮らしフェアの開催 

   

  ◆移住実績 

   ＜移住者数（県＋市町村）＞  

平成 26年度 403 組 652 人（3月末現在） 

 

◆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(3月末実績) 農地：52件 518a（遊休ハウス：3件 40a） 

H26.4～H27.3 月に収集した情報件数 農地：225件 2,387a(遊休ハウス：3件 34a) 

（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・農業人フェア等での就農相談会 

  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 

     ［H27 年度の開催予定］東京会場 4回（7/11・10/3・12/12・H28.2/13） 

大阪会場 2回（6/6・H28.1/23） 

     ＜お問合せ＞農地・担い手対策課（TEL：088-821-4512） 

         高知県農業会議（TEL：088-824-8555） 

・「こうちアグリスクール」 

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、東京、大阪、

名古屋及び高知会場における、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 

H26年度の参加者実績 東京会場 33 名、大阪会場 44名、高知会場 27名 

［H27年度の開催予定］高知会場（6/7・14・21・28・7/5・12） 

大阪会場（8 月～10月） 

東京会場（9 月～11月） 

名古屋会場（10月～12月） 

・新いなかビジネススクール 
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インターネットで高知県の農業と農業技術を学ぶ通信講座（5/18～H28.3/11） 

・農業基礎講座 

農業経営の基礎知識を学ぶ１日の研修コース（6/2・9・16） 

＜お問合せ＞農地・担い手対策課（TEL：088-821-4512） 

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 

・活動範囲を関西・中部、中国、四国、九州にも拡大（H27 年度～） 

 （首都圏）外商課を 1名増員し、2課 7名体制から 2課 8名体制へ 

 （関西・中部）県大阪事務所内に公社の拠点を新たに設け、外商担当職員を 2名配置 

 （中国・四国・九州）公社高知事務所を 1 名増員し、4名体制から 5名体制へ 

・「高知家お取り寄せ・贈り物カタログ 2015」取扱中（H26.9/1（月）～ ） 

・「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 

＜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 オーブプレミア 

 TEL：03-3538-4367 FAX：03-3538-4368 

         高知県地産外商公社大阪グループ 

          〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町 2-6-8センバセントラルビル 1階 

               高知県大阪事務所内 

TEL：06-6224-0527 FAX：06-6224-0528 

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＞  

5/1～31   京王プラザホテル新宿での「土佐・四国の味覚」 

5/1～31   京王プラザホテル多摩での「四国フェア」 

5/6～12    日本橋三越での「日本の居酒屋文化の魅力を海外に発信」 

5/8     都市センターホテル(和食処梅林)での「高知フェア」 

◆ 地産地消・地産外商戦略 

【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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5/16・17     東京スカイツリータウンでの「オムライス・スタジアム全国大会」 

5/20～26     松屋（銀座本店）での「高知フェア」 

5/14～17   大野屋での「高知フェア」 

[今後の予定] 

5/30         テレビショッピング（ＱＶＣジャパン）での「まっこと旨いぜよ！「高

知家」」 

6/16～29     ナチュラルローソンでの「四国フェア」 

6/24～29     三越伊勢丹（新宿店）での「四国フェア」 

7/1～8/31  東武ホテルレバント東京での「高知フェア」（仮称） 

7/15～8/21   丸広川越本店での「四国・瀬戸内物産展」※四国４県連携 

 

＜関西＞ 

5/9・10       ディアーズコープたつたがわでの「高知フェア」 

5月中旬～6/30    舞鶴若狭自動車道（西紀ＳＡ上り）での「高知フェア」 

5/1～6/30       ホテル日航プリンセス京都での「高知フェア」 

[今後の予定] 

5/30         おおさかパルコープでの「高知フェア」 

6/1～7/12       琵琶湖ホテルでの「高知フェア」 

6/7        西梅田スクエアでの「四国×酒国」 

6/10～16      阪神百貨店（梅田本店）での「四国味めぐり」 

7/2～8           京阪百貨店守口店での「四国物産店」 

7/7              京阪百貨店くずは店での「四国・瀬戸内物産店」 

7月（日程未定） ホテル日航大阪での「高知フェア」 

 

＜中部＞ 

5/4・5     名古屋港ガーデン追悼公園での「第 9回よさこい夢まつり」 

5/15～17     サンゼンでの「あったか高知フェア」 

5/16         ビオ・あつみエピスリー浜松での「あったか高知フェア」 

[今後の予定] 

6/3～8       松坂屋（名古屋店）での「四国・瀬戸内の物産と観光展」 

（日程未定）  フランテ（覚王山店ほか）での「四国・瀬戸内フェア」 

（日程未定）  中部国際空港での「四国瀬戸内物産展 inセントレア」 

 

＜その他＞ 

5/2・3            丸久 45店舗での「高知フェア」 

5/12～17      フジグラン高知での「高知いいもの・うまいもの市」 

[今後の予定] 

6/24～28        ボンラパスでの「高知フェア」 

6月（日程未定）  コープかがわでの「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・27年度の目標及び行動計画の決定 

【四国産品外商ネットワーク会議】 
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  ・「四国物産展」［再掲］ 

     開催日：4/22～28 

     場 所：小田急百貨店（藤沢店） 

・「四国・瀬戸内物産展」[再掲] 

     開催日：7/15～8/21 

     場 所：丸広川越本店 

 

H26.6/16   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 

  8/22～9/19  「第 1回旭食品㈱とのビジネスマッチング」希望事業者募集（40社が応募） 

  10/10      第 1回旭食品㈱とのビジネスマッチング 

                  場所：サンピアセリーズ 

県内の食品加工事業者や農林漁業と旭食品㈱との連携による具体的な事 

業の展開 

取組１ 商品の磨き上げ、販路の拡大 

取組２ 加工食品の開発、加工機能の強化 

取組３ 生産、加工、流通、販売を一体的に展開 

  H27.1/22・23 旭食品フーデム 2015に 28社が出品（神戸国際展示場） 

※4 県連携により四国のスイーツ関連事業者 18社が出品（徳島 3社、愛 

媛 5 社、香川 2社、高知 8社） 

5/8～5/29 「第 2 回旭食品（株）とのビジネスマッチング」希望事業者募集 

［今後の予定］ 

6/22        第 2回旭食品（株）とのビジネスマッチング 

     

・平成 27年度産地視察型商談会＜全体会＞ 

   開催日：5/19（火） 

   会 場：ザクラウンパレス新阪急高知  

   主 催：高知県  

共 催：株式会社四国銀行、株式会社高知銀行、幡多信用金庫 

   内 容：県内外の小売店等を県内へ招へいしての個別商談会  

県内食品加工事業者、生産者 94事業者と県内外 54 社のバイヤーが参加

し、約 420 商談を実施。同時に「平成 27年度こだわり農産物展示・相談

会」を開催 

・マルト水谷 FOODNAVI2015 

   開催日：5/13（水）・14(木) 

   会 場：名古屋市中小企業振興会館吹上ホール 

   主 催：マルト水谷 

   内 容：業務用酒類・食材の総合展示&商談会 

・エムマート・スーパーチェーン商談会 

   開催日：5/21（木） 

   会 場：高知県食品工業団地 

   主 催：高知県地産外商公社 

   内 容：エムマート・スーパーチェーンを県内へ招へいしての商談会 

[今後の予定] 

・国分首都圏展示商談会 

   開催日：6/30（火） 

【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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   会 場：東京国際フォーラム 

   主 催：国分（首都圏） 

   内 容：国分株式会社（首都圏エリア）の展示商談会 

・カナカン総合企画商談会 

   開催日：7/2（木）・7/3（金） 

   会 場：石川県産学会館展示館 

   主 催：カナカン株式会社 

   内 容：カナカン株式会社の展示商談会 

・こだわり商品展示会 

   開催日：7/29（水）・7/30（木） 

   会 場：丸ビルホール 

   主 催：五味商店 

・産地視察型商談会（嶺北地区） 

   開催日：7月（未定） 

   会 場：未定 

   主 催：高知県 

   共 催：株式会社四国銀行、株式会社高知銀行、幡多信用金庫 

   内 容：県内外の小売店等を県内へ招へいしての個別商談 

＜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  

4,897 アイテム（店内販売は約 2,900アイテム(4月末現在)）、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 (無休) 

《最近の主な実績と今後の予定》 

中心商店街支援事業 

    ・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 

・店頭販売の強化 

店頭でスイーツを販売（土日開催）、年末年始用のギフト等の物販強化 

      外商活動事業 

    ・高知新港 客船入港時の物産販売 

      4/20 クリスタル・シンフォニー(悪天候のため港での物販中止) 

＜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（H26.4/1～） 

   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 

    ・台湾に輸出振興拠点設置 

   台湾との経済・観光交流を推進し、台湾への販路開拓を目指す 

【海外への地産外商に挑戦】 

【高知市内のアンテナショップ】 
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   県内事業者の支援を実施 

・伊勢丹シンガポール四国フェア（5/8（金）～27（水）） 

・米国シアトル Uwajimaya バイヤー招へい商談会（5/22（金）） 

・台湾三三会ミッション団四国訪問受入れ（5/24（日）～28（木） 

うち高知 5/27（水）～28（木）） 
・タイものづくり商談会 inバンコク（6/24（水）～27（土）） 

  ・台湾食品見本市「FOOD TAIPEI」（台湾）（6/24（水）～27（土）） 

・第１回テストマーケティング inシンガポール（7/1（水）～9/30（水）） 

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

 

・「高知の食べ物いっぱい入っちゅうの日」の実施 

学校給食施設が毎月 1回以上実施（H26.9 月～） 

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～H28.3/31 

・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 

 

・食品加工業の拡大再生産に向けて各企業の成長をトータルサポート 

 関係機関や専門家と連携してサポートチームを設置し、設備投資や販路拡大等の課題解決

を望む企業の事業展開に応じた支援策を適用 

  参加企業の募集：4/20（月）～ 

・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 

スタートアップセミナー及び事業説明会：6/30（火） 

個別商談会：7/28（火）・29（水） 

・土産物・特産品開発プロジェクト 

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 

「高知家土産物コンクール 2015」エントリー商品の募集：4/20（月）～6/19（金） 

磨き上げ個別相談会：5/12（火）・13（水） 

・市場対応商品開発事業費補助金 

【食品加工の推進、生産管理の高度化】 

【地産地消の推進】 

【全国への情報発信】 

TEL:088-821-4928
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   食品企業総合支援事業等における専門家の助言、提案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） 

H26年度実績：4社 

・生産管理高度化 

＜高知県主催「食品衛生管理研修」＞ 

      入門研修：四万十市 5/26（火）、高知市 5/27（水） 

      初級研修：四万十市 5/28（木）、安芸市 6/3（水）、高知市 6/4（木）・7/2（木） 

＜高知県主催「食品表示セミナー」＞ 

      四万十市 6/23（火）、高知市 6/24（水） 

     ＜高知県立大学主催「生産管理高度化講座」＞ 

      高知県立大学と高知県の間で「食品生産管理高度化講座の開設に関する協定」を 

締結：4/1（水） 

[今後の予定] 

 「基本講座」「応用講座」「HACCP 講座」「PRP講座」 

 座学に加え、専門家による現地訪問、個別支援を実施 

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

＜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 

      H27 年度実績：36件（4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 34件(平成 26年度) 菓子類 8件、調味料 7件、清涼飲料水 3件ほか 

＜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 

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～」を H26.4月から展開 

・「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 

4/1～9/30    県民総選挙 2014の結果を活用した旅行商品（晩酌きっぷ）の販売 

4/8      「高知家の食卓」県民総選挙 2015 結果発表 

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

【「リョーマの休日～高知家の食卓～」の展開】 
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掲載されたグルメガイドを発行・配布 

    【URL】http://www.attaka.or.jp/sousenkyo/2015/ 

・龍馬パスポートⅡ 

 「龍馬パスポートⅡ」を引き続き展開 

   特定の期間のみ押してもらえる“期間限定レアスタンプ”なども引き続き実施 

   5月に発売開始する高知家プレミアム旅行券を青パスポート付きで販売 

   龍馬パスポートの利用者数 95,033 人（4/30 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/ 

・その他 

5/20   地域の観光関係者との協働によるセールスキャラバン(東京) 

5/25～  高知家プレミアム旅行券の販売開始（16:00～） 

5/26   JR四国商品説明会での旅行会社向けプロモーション(大阪) 

[今後の主な予定] 

6/3    高知家プロモーションと連動した旅行商品販売のキックオフイベント 

     (東京) 

6/11   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) 

6/23・24 地域の観光関係者との協働によるセールスキャラバン(名古屋・岡山) 

7/21・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(福岡・広島) 

 

4/4        高知家・まるごと東部博プレイベント「ちょっとおいでよ！！ 

じゃこうち」 

    4/18・19    高知家・まるごと東部博プレイベント「手づくり登り窯フェスタ 

inつつじ祭り」 

    4/27      平成 27年度第 1回広域観光みらい会議 

4/29～12/23     高知家・まるごと東部博（4/29 10:00～15:00オープニング 

イベント（室戸世界ジオパークセンター）） 

4/30      第 12回全国ほんもの体験フォーラム in高知実行委員会設立総会 

    5/2～4     高知家・まるごと東部博イベント「室戸くろしお市場」 

    5/3       高知家・まるごと東部博イベント「海辺の OYOBARE！」 

    5/9       高知家・まるごと東部博イベント「室戸ジオパークトライアスロ 

            ン」 

    5/10      高知家・まるごと東部博イベント「中芸食のめぐみ満祭フェア 

            オープニングイベント」 

    5/23      高知家・まるごと東部博イベント「魚梁瀬森林鉄道アート＆ライ

ブ」(奈半利町 ふるさと海岸) 

[今後の主な予定] 

    5/30・31    高知家・まるごと東部博イベント「東洋町サーフィン選手権大会 

            ＆スペシャルライブ」 

    6～10月の月 1回 高知家・まるごと東部博イベント「魚梁瀬森林鉄道アート＆ライ 

            ブ」 

6/20      高知家・まるごと東部博イベント「JA土佐あきまるごとサミット」 

    7月中旬     高知家・まるごと東部博イベント「ふるさと室戸まつり」 

【地域観光の推進】 
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    7/18      高知家・まるごと東部博イベント「フェスティバル魚梁瀬」 

    7/25      高知家・まるごと東部博イベント「東洋町納涼祭」 

    7/25      高知家・まるごと東部博イベント「芸西村納涼祭」 

 

・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 

・OMOTENASHI STAR ピンバッジの配布（H27.5/12～） 

・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（4/29～5/6）の実施 

  室戸・海の駅とろむ、高岡漁協臨時駐車場からのシャトルバス運行（4/29） 

  高知市中心部の対策（5/3～5） 

  高速 SAでの観光案内（南国 SA（4/29～5/6）、立川 PA（4/29）、豊浜 SA（5/3～5）、 

  淡路 SA（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 

   ＜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 4/24～5/10、5/15～17、5/22～24、7/17～8/30、 

9/18～23 

        Cコースは 4/25～5/10、5/16,17,23,24、7/18～8/30、9/19～23 

    ＜お問合せ＞JR四国ワープ高知支店 （TEL：088-822-8130）   

 

 

【おもてなしの向上】 
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4/1～    国際観光推進コーディネーターを観光コンベンション協会に 

配置し、活動開始 

  4/17～20  Touch The Japan（第 1回日本の観光・文化・商品展 in 台湾） 

への高知ブース出展及びよさこい踊りによる高知県観光 PR、 

台湾旅行会社セールス活動 

4/20    客船クリスタルシンフォニー受入（高知新港） 

  5/17～20  タイ旅行会社セールス活動 

  5/18    国際観光サポーター会議 

  5/22～24  日中観光文化交流団訪日トラベルフェア(北京)への高知ブース出展 

[今後の主な予定] 

5/31～6/2  香港テレビ局 TVB高知県内取材 

  6/11～16  ITE（香港国際旅行展示会）への高知ブース出展 

  6/11～14  KOFTA World travel Fair(韓国)への四国ブース出展 

  6/23～25  訪日教育旅行商談会（台湾）及び旅行会社セールス活動 

  6/26～28  日本観光物産展(台湾)への高知ブース出展 

  7/15    四国インバウンド商談会(台湾)への参加 

    

5/16・17   第 1 回全国大学女子硬式野球選手権高知大会（安芸市営球場ほか） 

5/19・20   ウエスタンリーグ公式戦「オリックス・バファローズ VS福岡ソフト 

       バンクホークス」（高知市総合運動場野球場） 

[今後の主な予定] 

6/9・10    オリックス高知フェア「2015 高知よさこいシリーズ」（京セラドーム） 

6/14     徳島ヴォルティス観光ブース出展（ポカリスエットスタジアム） 

7月上旬    阪神ファーム公式戦 高知・安芸フェア（鳴尾浜球場） 

7/22～24   ミズノグローイングアップリーグ in 黒潮 2015（黒潮町・宿毛市） 

7/27～29   アディダスカップ in 黒潮 2015（黒潮町・宿毛市） 

 

◆情報発信 

    ・包括協定等による連携 

     4/1～H28.1/31  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 

   ◆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、

【スポーツツーリズム】 

【その他の取り組み】 

【国際観光の推進（インバウンド対策）】 
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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   

4/29～   プロジェクションマッピング新企画「龍馬のからくり時計～風～」 

         上映開始 

・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） 

  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 

4/24～6/21 トリック３Ｄアート 龍馬になりきって立体的な写真を撮ろう！ 

  5/2～5   土佐のお土産グランプリ！ 

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

   

  ◆県立施設等 

・県立のいち動物公園 

3/15          動物園大学⑤in高知 ず～ぜよ 参加人数 177人 

3/21・22   のいちの森スイーツパーティー 入園者数 2,764人 

4/29～5/6   ゴールデンウィークイベント（カブトムシ教室、動物クイズラ 

リー、うまいもの市、江戸家小猫の動物ものまねライブほか） 

 ・県立美術館 

2/10～4/5   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 ３期 

       入館者数 2,790人 

3/31～5/17  シャガール・コレクション展「わが生涯」 

4/10～6/7   石元泰博・コレクション展「こども」（前期） 

4/5～6/7   共同企画展 

       「ゴー・ビトゥイーンズ：こどもを通して見る世界」展 

5/19～7/5   シャガール・コレクション展「死せる魂」（前期） 

[今後の主な予定] 

6/9～8/2   石元泰博・コレクション展「こども」（後期） 

6/17～8/2   館蔵名品展 PARTＩ 20世紀末の美術 

6/17～7/13  館蔵名品展 PARTⅡ 版画作品を中心に 

7/7～9/6   シャガール・コレクション展「死せる魂」（後期） 

・県立歴史民俗資料館 

4/29～6/21   企画展「大坂夏の陣 400年 長宗我部遺臣 それぞれの選択」 

5/3      歴民の日（歴民館の開館記念日）入館無料 入館者数 700人 

5/16     第６回長宗我部フェス 

[今後の主な予定] 

7/17～9/6   夏季企画展「小さいもの見～つけた！」－海洋堂のニッポン・ミニ  

       チュアカタログ－ 

・県立坂本龍馬記念館 
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  4/1～6/26   「志士たちの明治」展 

[今後の主な予定] 

6/27～10/2   「以蔵と半平太 没後 150年」展 

・県立文学館  

2/21～4/19   北欧文学との出会い展 入館者数 3,173人 

4/29～6/28   企画展 FLOWER FAIRIES ～世界で愛される妖精たち～ 

5/4      映画「パンズ・ラビリンス」上映会 

[今後の主な予定] 

6/14      映画「パンズ・ラビリンス」上映会 

7/11～9/6   ジャッキーだいすき！－くまのがっこう展－ 

 ・県立県民文化ホール 

 5/24     フジコ・ヘミング＆ヴァスコ・ヴァッシレフ コンサート 

[今後の主な予定] 

6/18         ザッハトルテ コンサート 

7/4     キセル 高知ライブ 明るい幻 

7/11     人形劇 三國志 

7/20     明和電機 パフォーマンスショー 

 ・県立牧野植物園 

3/7～5/24  スプリングフラワーフェスタ 

Spring has come！春のよろこび 

     3/28・29   桜の宵（入園者数 3,451 人） 

     4/25～6/28  牧野植物園の後継者たちⅡ 太田洋愛ボタニカルアート展 

5/16～24   サボテンと多肉植物展／熱帯に咲く珍しいサボテンと多肉植物 100 

                       鉢を展示 

     5/23～24   ヤマアジサイ展／地域によって異なるヤマアジサイ約 50 鉢を展示 

     5/23～26   第 39回さつきまつり／知事賞、高知市長賞などの受賞作品約 50 

                       鉢を展示 

     5月～7月  植物教室、観察会（月 5回～6回） 

    ［今後の主な予定］ 

     7/18～8/23  食虫植物とアリ植物展 

   ◆県内港湾への客船寄港等 

     4/20     クルーズ客船「クリスタル・シンフォニー」高知新港 

               【Across The East Sea China Sea】 

               7:00 入港～18:00出港 

4/27         クルーズ客船「にっぽん丸」宿毛湾港 

               【ゴールデンウィーク 日本一周クルーズ】 

           9:00 入港～17:00出港 

［今後の主な予定］ 

・客船寄港 

  6/12・14   クルーズ客船「にっぽん丸」高知新港 

          【高知発着 上五島クルーズ】 

          6/12  8:00 入港～10:00出港 

          6/14 17:00 入港～19:00出港 

＜お問合せ＞港湾振興課（TEL:088-823-9890） 

 

TEL:088-823-9890
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   ◆ものづくり地産地消・外商センターによる「県内ものづくり企業」のサポート 

「ものづくり」のアイデア段階からマッチング、試作・商品開発、販路開拓まで専

任担当者が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窓口 

（Ｈ27.5/1現在 相談受付件数 42件 うち地産地消推進会議を通じて機械開発 

   依頼中 1件） 

・営業サポート活動 

企業訪問活動（同行訪問や技術支援など）や見本市出展支援（Ｈ27.5/1現在 企業 

 訪問件数 299 件） 

・事業化プランの作成等 

  新規事業化プラン 35件の作成支援 

  市場調査等のサポート（ビジネス情報提供サービスの活用） 

  昨年作成した製品企画書の実現化支援 

・海外展開支援、技術の外商 

  サポート対象企業候補に対するヒアリング（海外 89社、技術 41 社） 

  ものづくり商談会 inバンコク（6月）の出展準備サポート 

  海外展開セミナー（6 月 5日）の開催 

・ものづくり総合技術展（10月 29日～31 日） 

  委託事業者プロポーザル等の手続き 

 ＜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   

◆ものづくり産業強化事業費補助金 

    ・1つの補助要綱で、ものづくりの各段階全ての企業ニーズに対応できるよう、これまでの 

      「ものづくり地産地消・外商事業費補助金」「設備投資促進事業費補助金」「研究会発事業 

      化支援事業費補助金」の 3つの補助金を「ものづくり産業強化事業費補助金」として、今 

      年度から 1つに統合し、パッケージ化 

・補助金審査会を毎月開催（設備投資促進事業の一部を除く） 

    ＜お問合せ＞工業振興課（TEL：088-823-9724） 

 

・ものづくり企業外商活動支援会議の開催 

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：13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：164社（4/30現在） 

・ 見本市への出展支援（「高知県ブース」の設置） 

5/20～22   第 25回西日本食品産業創造展'15 

◆ 商工業分野の取り組み 

【地場企業の振興】 

【ものづくりの地産地消・外商】 【ものづくりの地産地消・外商】 

http://www.joho-kochi.or.jp/mono/mono_index.html
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 電子メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

5/21・22   第 3回中部ライフガード TEC2015 

5/26～29  2015NEW 環境展 

[今後の予定] 

6/3・4   EE東北’15 

6/9～12    FOOMA JAPAN 

6/10～12   国際養鶏養豚総合展 2015 

6/10～12   インテリアライフスタイル 2015 

6/11・12  防犯防災総合展 in KANSAI 

7/8～10  第 9回オフィス防災 EXPO 

・ 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 

      6/16～7/21 平成 27年度第 1回公募 

・海洋深層水の販路拡大 

5/16・17 大阪「海遊館」での東部博と連携した深層水 PR及び物販支援 

[今後の予定] 

  6/20   JA土佐あきまるごとサミットでの深層水ブース出展 

＜お問合せ＞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 

・研究会会員を随時募集 

   4/8   成長分野合同研究会（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 

    4/1  平成 27年度産学官連携産業創出研究推進事業「中期テーマ」公募開始 

       （5/29締め切り） 

    4/22   「食品の新たな機能性表示制度」に関する講演会（高知会館） 

＜お問合せ＞ 新産業推進課 （TEL：088-823-9750） 

 

4/6      株式会社 SHIFT PLUS 進出表明式     

4/20～        高知県コンテンツビジネス起業研究会会員募集 

5/18     株式会社 SHIFT PLUS 開所式 

    5/22        高知県コンテンツビジネス起業研究会第 1回情報交換会 

           高知県コンテンツビジネス起業研究会第 1回個別相談会 

   ［今後の予定］ 

    6/22     クリエイター及び事業者向けセミナー 

           （土佐まるごとビジネスアカデミー/トップレクチャー） 

『ブランディングデザインの考え方とその手法について 

            ～デザインを企業経営に活かすために～』 

        6/29～    高知県ソーシャルゲームデザインコンテスト作品募集 

    7月中旬      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 

           高知県コンテンツビジネス起業研究会第 2回個別相談会 

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

【成長分野育成支援研究会】 

【産学官連携の取組】 

【コンテンツ産業の振興】 
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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 

 

・防災関連製品を振興するため、製品づくりから販売促進まで支援 

・見本市への出展支援（「高知県ブース」の設置） 

  4/17    高知県橋梁会での防災関連産業振興の取り組みに関する説明 

4/17     市町村防災担当者会での防災関連産業振興の取り組みに関する説明 

4/23   市町村福祉・介護保険担当者会での防災関連産業振興の取組に関す

る説明 

      4/27    第 1回防災関連産業交流会開催 

5/20～6/8 防災関連製品認定制度の公募開始 

5/21・22 中部ライフガード TEC（名古屋） 

[今後の予定] 

5/27・28 台湾三三会との交流会及び製品展示 

6/3･4   EE東北'15（宮城） 

6/11･12   防犯防災総合展（大阪） 

6月下旬  防災関連製品認定審査会 

7/8～10  第 9回オフィス防災 EXPO（東京） 

＜お問合せ＞ 工業振興課 （TEL：088-823-9724） 

 

            3/24   安田町シェアオフィスの開所式 

5/12    「サテライトオフィス誘致セミナー開催等委託事業」プロポーザル

の公募開始 

    [今後の予定] 

6/23   「サテライトオフィス誘致セミナー開催等委託事業」プロポーザル

審査委員会 

      ＜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 

 ＜お問合せ＞新産業推進課（TEL：088-823-9643） 

 

・事業承継や中核人材の確保に関する相談を専門スタッフがワンストップで対応し、一

貫してサポートを実施 

・事業承継の必要性や進め方、新たな事業展開に向けた中核人材の確保について学ぶた

めの研修会・セミナー等の開催 

・出前講座・個別相談会の開催 

【知的財産の保護と活用に向けた支援】 

【防災関連産業の振興】 

【中山間地域等におけるシェアオフィスの推進】 

【事業承継・人材確保センター】 
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 高知県産業振興推進部 計画推進課 

 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 

 電子メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

・7/10 グランドオープンセレモニー開催 

セレモニー   13:00～13:45 （場所：事業承継・人材確保センター） 

      記念セミナー  14:00～16:00 （場所：県民文化ホール(グリーンホール)) 

 

＜お問合せ＞ 事業承継・人材確保センター （088-855-7748） 

商工政策課 （TEL：088-823-9789） 

 

 

◆ 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 

延べ受講者数：H24 年度:1,672名、H25年度:1,648 名、H26 年度:1,921名 

平成 27年度は「イントロダクションセミナー」、「応用編」、「アドバンスコース」を新

設するなど、カリキュラムをバージョンアップして 36科目を、高知県産学官民連携セン

ター（ココプラ）をメイン会場として実施 

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

  5、7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、四万十市で合計

6回） 

新◆イントロダクションセミナー 

開催日時：4/15（水）14:00～16:00  場所：高知城ホール（138 名受講） 

講師：Jリーグ川崎フロンターレ プロモーション部 部長 天野春果氏 

演題：『～スポーツでこの国を変えるために～  

僕がバナナを売って算数ドリルをつくるワケ』 

◆トップレクチャー（県内外で活躍する経営者による講演） 

第 1回 開催日時：6/22（月）15:00～17:00  場所：ココプラ 

講師：㈱エイトブランディングデザイン 西澤明洋氏 

演題：『ブランディングデザインの考え方とその手法について 

～デザインを企業経営に活かすために～』 

第 2回 開催日時：7/16（木）15:00～17:00  場所：高知市内 

 講師：㈱アイレップ 紺野俊介氏 

 演題：『デジタルマーケティングで実現する高知からの展開 

      ～企業と生活者をつなぐインターネットの活用について～ 』 

受講対象：産業に関わる全ての方 

◆入門編（11科目） 

・「女性のための起業入門セミナー」 

開催日時：4/18（土）14:00～16:00  

場所：こうち男女共同参画センター ソーレ 

講師：㈱カテナ 代表 宮田 理恵氏 

  受講者：起業に関心のある女性 98名 

・その他の入門編科目 

【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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実施期間：6月 8日～7月上旬  場所：ココプラ 

講師：民間企業の実務者ほか  受講対象：産業に関わる全ての方 

◆基礎編１～３（経営・マーケティング戦略、マネジメント、財務戦略）、４（プレゼン

テーション）、５（貿易実務） 

実施期間：7月下旬～12月上旬  場所：ココプラ 

講師：大学教授、民間企業の実務者ほか  受講対象：産業に関わる全ての方 

◆基礎編６（女性創業塾） 

開催日時：5/9,16,6/6,27（全て土）13:30～16:30  場所：ココプラ 

講師：オフィス・ウスイ代表 臼井 純子氏 

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 25 名 

新◆応用編（2科目） 

開催日時：H28.1 月下旬～2月下旬  場所：ココプラ 

講師：㈱なかじま企画事務所 中島 和代氏（マーケティング戦略）、 

寺本経営コンサルタント事務所 寺本 毅彦氏（財務戦略） 

受講対象：産業に関わる全ての方（経営者または各部門の責任者など） 

◆実践編 

・「目指せ！弥太郎 商人
あきんど

塾」 

講師：川村 明子氏（㈱エイタブリッシュ代表 テーマ：新商品の開発） 

臼井 純子氏（オフィス・ウスイ代表 テーマ：農商工連携ビジネス） 

受講対象：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：7/1～H28.2月（3日間×6回）募集中（5/29〆切） 

・「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 特任准教授） 

    受講対象：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 20 名 

    実施期間：9 月上旬～12月上旬（全 12セッション）募集中（7/31〆切） 

新◆アドバンスコース（応用編～実践編を修了した受講者向けプログラム） 

 講義とグループディスカッションにより、受講者同士が切磋琢磨しながら各自が取り

組む事業のブラッシュアップを行うことで、地域リーダーとして事業を推進する力を

身につけます 

受講対象：地域を巻き込んだ新しい取り組みを行いたい方（最大 10 名） 

実施期間：6月下旬～H28.1月下旬（募集中、5/29〆切） 

◆専門知識・技術編 

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

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 42名 

  実施期間：5月 8日～H28.2月 

＜お問合せ＞産学官民連携センター（ココプラ）（TEL：088-821-7111） 
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 ◆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 

[平成 27年度研修生募集（5/8～）] 

      ・入門コース 10グループ程度 

・実践コース 10グループ程度 

    ＜お問合せ＞地域農業推進課 （TEL：088-821-4537） 

 

ものづくり産業の担い手となる技術者を養成することにより、企業等の製品開発力を高

める 

＜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

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 

22回実施（平成 26年度） 

・ 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 

48コース 154日間 1,001 名参加（平成 26年度） 

＜お問合せ＞工業技術センター （TEL：088-846-1111） 

＜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 

・初任者研修（応用編）の開催 

6/10   製紙用薬品 

7/7   工場見学 

・若手経営者研修（デザイン）の開催 

6/7～9  工場見学、ヒアリング、講演 

＜お問合せ＞紙産業技術センター （TEL：088-892-2220） 

 

かみわざひとづくり事業の実施 

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 

    ・品質向上や改善能力を身に付けた中核人材の育成を目指し、より実践的な少人数方式 

による「ものづくり技塾」「品質向上能力養成コース」の開催  

［今後の予定］ 

6/11    第 1回「製造品の課題抽出及び研修項目、内容説明」  

【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）】 
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7/9     第 2回「品質管理の統計手法を学ぶ講演（知識の収集）」 

7/13～17   第 3回「物性評価（紙質評価）及び分析・考察 

  ・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 

         4/28  テンシロン万能試験機  7 名参加 

＜お問合せ＞紙産業技術センター （TEL：088-892-2220） 

 

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 

平成 26年度 12社実施 

＜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/151301/2015041500233  

 

  ・生徒の企業・学校見学（進路を知ろう事業）H27.5月～H28.3 月  

 H26 年度 22校 1,726 名実施、H27 年度 24 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）H27.5月～H28.3月  

 H26 年度 25校 5,691名（生徒 4,934 名、保護者 710名、教員 509 名）実施 

・ インターンシップ（仕事を知ろう事業）H27.7月～H28.3月  

H26 年度 16校 670 名実施、H27年度 19校実施予定 

・ 農林業インターンシップ（仕事を知ろう事業） H27.5月～H28.3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） 

 H26年度 3校 197 名実施、H27 年度 3 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） 

 H26年度 5校 94名実施、H27年度 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） 

H26年度 2回実施(H26.12 月、H27.1月) 延べ 47名参加、H27 年度 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） H27.5月～H28.3 月  

H26年度 27 校 2,608 名実施、H27 年度 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～) 

・キャリア教育連絡協議会の開催  

東部地区（12/7） 

中部地区（12/11） 

西部地区（12/1）         

  ・若者の就職を促進するため、ジョブカフェこうちを設置し、就職相談、履歴書の書き 

 方・面接のアドバイス、就職セミナー、しごと体験、学校出前講座等を実施 

【高等学校における人材育成事業】 

【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】 

【人材育成研修事業】 
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ジョブカフェこうち （TEL:088-802-2025） 

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 (TEL:0880-34-6860) 

運営日：月、水、金、土（年末年始を除く） 

時間：11:00～19:00 

5/9(土)  コミュニケーション力を磨くトレーニング 参加者 14名 

［今後の予定］ 

6/6(土)  介護施設の職場見学会  

      場所：高知市 特別養護老人ホームあざみの里、絆の広場 

7/11(土) 高校生のための「業界・業種理解」セミナー 

     場所：高知市 高知会館 

7/25(土) 就活のプレゼンを高める「好感度・面接マナー」スキルアップセミナー 

       場所：四万十市 アピアホール 

・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 

(H26.4月～H27.3 月) 

  17 校実施 参加生徒 928名 

 

・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 216社、求職者 394人（4月末現在） 

【URL】http://ui-turn.pref.kochi.lg.jp 

就職者数 平成 25年度 38人 平成 26年度 51人 

・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：9:00～17:15 

・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 

    ＴＥＬ：088-882-0845 

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 

【URL】http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151301/jobcenter-index2.html 

 

 

 

 

【Ｕ・Ｉターン就職支援】 
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  ・農地の受け手の募集 

H26 年度 応募件数延べ 171件、412ha 

H27 年度 第 1回募集（4/15～5/15） 

・農地の出し手からの申込（5/8現在） 

  申込件数 290件、124haうち契約済み：76件、31.7ha 

・事業推進体制の強化 

推進支援員の配置（～H27.3/31 6名、H27.4/1～ 4名。計 10名配置） 

農地の出し手の掘り起こしなどを実施 

 

・有機のがっこう卒業式（3/20） 

・有機のがっこう入学式（4/3） 

［今後の予定］ 

・高知県環境保全型農業推進協議会（5/28） 

・オランダ技術者による技術指導（6月下旬） 

 

・次世代施設園芸導入加速化支援事業のハウス集出荷施設等整備入札（3/27・4/27） 

・次世代施設園芸団地の園芸施設等建設工事の起工式（5/9 四万十町） 

・次世代施設園芸団地推進協議会総会（5/11 農業担い手育成センター） 

 

・新施設園芸技術ＰＴ会（3/10） 

・炭酸ガス施用実証ほ現地研修 

ニラ（3/3 四万十町） 

ピーマン（3/4 土佐市） 

シシトウ（3/6農技センター） 

キュウリ（3/16高知市） 

ミョウガ（4/15須崎市） 

［今後の予定］ 

ハウスミカン（6月） 

・現地実証ほ成果発表会（3/18農技センター） 

・こうち新施設園芸セミナー 

3/5 中央西ブロック、3/23 JA中央ブロック、3/25 JA四万十 

・環境制御技術普及推進会議（4/22 高知市、6月開催予定） 

・環境制御技術導入加速化事業説明会 

4/24 JA高知春野、4/28 JA 土佐くろしお 

5/8 JA土佐あき、5/26 JA 土佐くろしお（生産者） 

［今後の予定］ 

・炭酸ガス施用実証成果発表会・事業説明会（6月 県内 5ブロック） 

◆ 農業分野の取り組み 

【次世代型こうち新施設園芸システムの普及と新施設園芸技術の開発】 

【農地中間管理事業】 

【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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   ・県内外企業への農業参入意向アンケートの実施（5/12～、対象：514社） 

   ・商談会・展示会への出展（年 5回程度） 

 

・ニラ品目別現地検討会（3/3） 

・露地みかん生産現地検討会（3/5） 

・シシトウ品目別現地検討会（3/6） 

・ユズ生産者交流会（3/11） 

・土佐文旦生産現地検討会（3/12） 

・ユズ現地検討会（3/14） 

・キュウリ品目別現地検討会（3/16） 

・スモモ現地検討会（5/1 高知市） 

・土佐甘とう生産者大会（5/20 南国市） 

 

・パートナー量販店による高知青果フェア 
阪急百貨店うめだ本店他（3/4～10・4/15～21・5/6～12） 
ヤマナカ覚王山フランテ（3/6～8） 
みやぎ生協（3/10・4/17・5/30） 
大田市場まつり（3/19～21・4/16～19） 
仙台いたがき(3/28・4/18・5/30） 
富士シティオ（3/28・29・5/16・17） 
東急ストア大森店他（4/5・12・16～19・26・5/10・17・21～24・31） 

・土佐ぶんたん祭り（3/8、高知市） 

・阪急百貨店高知県産地見学会（3/11・12） 

・新需要開拓マーケティング協議会花き専門部会（3/13） 

・高知野菜サポーターの産地見学ツアー（3/13・14） 

・高知家の野菜・くだもの体感ツアー（3/15・16） 

・こだわり青果市実施報告会・事後サポート会（3/19、ぢばさんセンター） 

・園芸品販路開拓・拡大強化事業委託業務 

プロポーザル審査委員会（3/27・28）、業務委託契約締結(5/1)、 

産地訪問 2社（5/7・8、5/8・9） 

・国産花きイノベーション 花き専門部会開催（4/20） 

・国産花きイノベーション事業  

事業計画承認（4/20）、交付申請（5/1） 

・「みどりとふれあうフェスティバル」へのブース出展（5/9・10 東京） 

・こだわり農産物展示・相談会（5/19  ザ クラウンパレス新阪急高知） 

 

・花育体験授業募集（募集期限 5/29） 

 

・高知県農林水産物直販所支援事業による支援（アドバイザー派遣）実施中 

【新需要開拓マーケティング】 

【県産園芸品のイメージアップと消費拡大】 

【まとまりのある園芸産地の育成】 

【直販所の支援・地産地消の推進】 

【農業分野への企業参入の取り組み】 
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＜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 

H27土佐茶セミナー（7回/年） 

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

・農林水産省「消費者の部屋」特別展示（4/13～17 東京） 

・第 7回新茶まつり（5/5 中央公園北口） 

＜畜産＞ 

・特産畜産物の PR 

食べ歩きマップ（H26改訂版）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 2014東京都など）の開催や PR 

・元気な志国の畜産＆競馬まつり（3/8 高知競馬場） 

・第 38回高知県ブラックアンドホワイトショウ（3/14 嶺北家畜市場） 

・マルイ「高知フェア」（3/28・29 岡山） 

・京都飲食店産地視察（4/6） 

・東京宿泊施設産地視察（4/11） 

・三越銀座店「高知フェア」（4/15～21） 

・スーパーサンゼン高知フェア(5/17 静岡県) 

・エムマートスーパーチェーン商談会（5/21） 

・銀座松屋 土佐あかうし試食販売(5/23・24) 

［今後の予定］ 

・四国×酒国 酒蔵ワンダーランド on大阪 2015出店(6/7大阪) 

  

・対話と実行座談会「中山間地域における農業振興について」（3/18 高知会館） 

 

 ＜農業経営法人化支援＞ 

・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 

［今後の予定］ 

１ 事前セミナー（7/2 高知市） 

２ 地区別セミナー（7月～8月 高知市会場 5回、四万十町会場 5回） 

【農業経営の法人化】 

【県特産物の認知度向上と販売拡大】 

【集落営農の推進】 
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３ 先進地視察（9月～10月 京都府 1回） 

＜お問合せ＞高知県農業会議 

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

＜農業法人の経営改善支援＞ 

・農業法人向け研修会 

    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） 

［今後の予定］ 

    １ 先進法人事例講演等研修会（6月～H28.2 月  4回） 

２ 農作業マニュアル作成研修会（7月～8月  2回） 

３ 経営能力開発研修会（7月～9月  3回） 

４ 従業員研修（10月～12月  3回） 

５ 農業経営多角化セミナー（8月  1回） 

＜農業法人の組織化支援＞ 

   ・異業種交流会（［予定］8月、H28.2 月 2回） 

      農業法人協会、メカトロ技術研究会、技術・市場交流プラザ、産業振興センター

等が参加し、各々の取り組みについて講演する 

   ・農業法人交流会（［予定］12月 1回） 

農業法人の経営者、従業員のほか、法人化を志向する農家、関係機関が先進法

人の講演、現地視察により交流を図る 

【H26 年度取り組み実績】 

○農業法人向け研修会 

農業経営研修会（4回,88 人） 

財務諸表活用経営改善研修会（3回,12 人,延べ 30 人） 

農業経営計画作成等支援研修会（7回,16人,延べ 40人） 

後継者・従業員育成研修会（4回,31 人,延べ 45人） 

農業経営多角化セミナー（H26.10/7,11人） 

○中国四国ブロック農業法人協会研修会（H26.8/28.29,48法人（内県内 12法人））  

○法人現地視察（H26.10/23 三原村、宿毛市,27人） 

○農業法人等交流会（H26.11/19,20 人） 

○異業種交流会（H26.6/25,22 人 11/26,38 人） 

＜お問合せ＞高知県農業会議（TEL：088-824-8555 E-Mail：gkouti@bronze.ocn.ne.jp） 

 

＜農業分野全般に関するお問合せ＞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 

3月末現在：H26認定面積が 4,279ha拡大 

 

 

◆ 林業分野の取り組み 

【森の工場の拡大】 
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・森林未来経営塾の開催（3/2～6土佐町：12 名） 

・林業学校関係 

第 3回設置構想検討委員会の開催（3/25） 

基礎課程入校式（4/19 入校者 18名） 

基礎課程授業開始（4/21～ 香美市） 

[今後の主な予定] 

・林業学校関係 

    第４回設置構想検討委員会の開催（6月上旬予定） 

    基礎課程現場実習（伐木・造材）（7/29～8/25） 

  基礎課程インターンシップ（前期）（9月実施予定） 

短期課程 5/14(木)～6/12(金) 小規模林業（自伐林家 ）向けコースの開講（香美市） 

6/16(火)・7/ 2(木) 先駆者に学ぶコース（儲かる林業）の開講（高知市） 

6/25(木)  林業改革コース（木材の安定供給に向けて）の開講（高知市） 

・高校生林業機械研修(チェーンソー及び刈り払機)(7/27～7/31、8/10～8/14) 

・高校生林業職場体験教室の開催(8 月開催予定) 

・U・Iターン就職相談会の開催(県経営者協会主催：5/17、6/6、8/15、9/5、12月～H28.1 

月、2/19) 

  ・林業体験教室の開催(Ｈ28.2 月開催予定) 

  ・林業就業相談会の開催(Ｈ28.2 月開催予定） 

 

［今後の予定］ 

・林業学校関係（再掲） 

短期課程  

5/14（木）～6/12（金）小規模林業（自伐林家 ）向けコースの開講（香美市） 

6/16(火)・7/ 2(木) 先駆者に学ぶコース（儲かる林業）の開講（高知市） 

・可搬式林業機械研修(小規模林家等) (5/18～5/22、10/19～10/23、Ｈ28.1/18～1/22) 

  ・小規模林業推進協議会関係 

地区会（4月～5月中旬 6地区） 

    副会長会（5月下旬予定） 

    第 1回協議会（6 月下旬予定） 

 

・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 

  ・新たなラミナ工場を整備する木材加工流通施設整備事業の実施 

・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 

（H26年度：7事業体） 

・製材品の品質の向上 

【木材加工基盤の強化】 

【担い手の確保】 

【副業型林家の育成支援】 【副業型林家の育成支援】 
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H26年度：性能表示木材を 18,283m3出荷 

 

・県産木造住宅への助成事業 

 （H26助成実績 384戸） 

 （5月 15 日時点申込 69件） 

・木の香るまちづくり推進事業（H26年度実績 36 団体 53施設に交付） 

・ＣＬＴ建築推進協議会 

ＣＬＴ建築推進協議会第 3回総会（H27.4/24）、幹事会（H27.4/24）講演会（H27.4/24）

100 名参加 

 

・県外の土佐材住宅への助成事業（4月末申込 24件） 

・流通拠点の設置と活用 

 既存の流通拠点 15 カ所（関東 6、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（茨城、岡山）の設置 

・土佐材展示会の開催 

岐阜（4/25）、愛知（5/23・24） 

[今後の主な予定] 

・ 県外商談会の実施  大阪（6/11） 

 

・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 

H26年度までの累計：254 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 

運営委員会（6月上旬予定）  全体協議会（6月中旬予定）   

・木質ペレット製造施設（宿毛市）H26.11 月稼働 

・木質バイオマス発電 2カ所（宿毛市（1/27 竣工）、高知市（4/4竣工）  

 

・販売実績（4月末までの累計） 8,874ｔ-CO2 （延べ 223件（委託 9件含む）） 

・（有）山中建設が水源再生第 202－4－1号大川（作業道）水源森林再生対策工事で排出

される CO2 排出量の半分 25t-CO2 をオフセット（3/3） 

・高知エコデザイン地方議員連盟会員 13 名が 2015 年 4 月の統一地方選挙の期間中にお

いて、使用した選挙活動用の自動車の CO2 排出量 13t-CO2 をオフセット（3/13） 

・（有）アール・ティ・エスが 1カ月の運送で排出される CO2 排出量 20 t-CO2 をオフセッ

ト（3/17） 

・（有）武政建設が復旧第 6 号中尾谷復旧治山工事で排出される CO2 排出量の半分以上

20t-C02をオフセット（3/20） 

・（有）武政建設が道交基幹第 10 号森林基幹道開設事業河口落合線 1 工区工事で排出さ

れる CO2排出量の半分以上 18 t-CO2 をオフセット（3/20） 

【県産木材の需要拡大】 

【未利用森林資源の有効活用】 

【県産木材の外商対策】 

【オフセット・クレジット（J-VER）の販売】 
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・（有）泉家が高知県西庁舎の鶴亀食堂で販売するお弁当について、1食分につき 1kg-CO2

を付けて 4,000食 4t-CO2 販売（3/20） 

・（有）森木組が復旧第 9 号弘瀬復旧治山工事で排出される CO2 排出量の全部 6t-CO2 を

オフセット（3/25） 

・(有)西野建設が杉熊林業専用道新設工事で排出される CO2 排出量の一部 5t-CO2 をオフ

セット（4/21） 

・(有)山中建設が地すべり第 504号潰溜地すべり防止工事で排出される CO2排出量の全部

4t-CO2をオフセット（4/21） 

・杉本土建(株)が復旧 15号 下西の川 No.2復旧治山工事で排出される CO2排出量の全部

7t-CO2をオフセット（4/23） 

 

  ◆協働の森パートナーズ協定 

   協定実績（5/20時点） 58企業・団体、25市町村参加（延べ 62協定） 

・4/1 NTT西日本グループ、高知市、高知市森林組合との協働の森パートナーズ協定       

を締結 

     ・4/1  商店街振興組合 原宿表参道欅会、高知市、高知市森林組合との協働の森パー 

トナーズ協定を締結 

・4/2 井上石灰工業株式会社、高知市、高知市森林組合との協働の森パートナーズ協 

定を締結 

・4/7  株式会社四万十ドラマ、四万十町との協働の森パートナーズ協定を締結 

・4/7  住友大阪セメント株式会社、須崎市との協働の森パートナーズ協定を締結 

・5/19 株式会社オンワードホールディングス、高知市、高知市森林組合との協働の 

森パートナーズ協定を締結   

 

＜林業分野全般に関するお問合せ＞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）「高知家の魚 応援の店」と、「県内参画事業者」の県産水産物の取引につなげる 

ためのニーズ収集、サンプル出荷、商談会の開催といった外商支援事業を販売子会  

社に委託（4月～） 

◆県産水産物の PR 

   （1）食育授業の実施（年間 25回以上実施予定） 

・5月から県内の各小・中学校で実施 

（2）・「高知家の魚 応援の店」の県内の参画事業者を募集中 

（H26年度末時点 67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 

  （H26年度末時点 374店舗） 

◆ 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】 
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・築地にっぽん漁港市場で商談会を開催（5/26） 

・高級飲食店「銀座 5丁目 GINZA Kansei」の坂田シェフを産地（黒潮町、土佐清

水市、中土佐町）へ招へい（5/24～25） 

   ◆県産水産物の外商の推進 

     ・大阪市場関係者とのネットワークを活用した量販店での水産物フェアの開催 

      （5/30、生協おおさかパルコープながお店） 

     ・産地買受人連絡協議会を開催予定（6月上旬） 

 

・宿毛湾養殖魚外商推進協議会を開催（3/20） 

・高知県水産物加工販売組合会議を開催予定（6月） 

・平成 27年度高知沖シラス産地協議会会員会議を開催予定（6月） 

・すくも湾漁協と企業が連携して、宿毛湾のブランド養殖魚「夏旨ブリ」の加工出荷を 

5/2 から開始 

 

・短期研修（3月末時点） 

35名実施（H26.4 月 4名、5月 1名、6月 2名、7月 6名、8月 2名、9月 3名、10月 

4名、11月 3名、12月 1名、H27.1月 3名 、2月 5名、3月 1名） 

・長期研修（平成 26 年度実績） 

9名が新たに研修を開始（安芸・機船船びき網３、穴内・機船船びき網 1、清水・サバ 

釣１、浦戸・小型底びき網１、加領郷・一本釣り１、室戸・一本釣り１、赤岡・機船 

船びき網１） 

・漁業就業セミナー 

   ○マダイ養殖を対象に平成 27年度第 1回漁業就業セミナーを実施 

    日 時：4/26 10:30～15:00 

    場 所：高知県漁業協同組合深浦支所（須崎市浦ノ内塩間 49-3） 

    参加者：9名(神奈川県 1、福井県 2、千葉県 1、岡山県 1、沖縄県 1、県内 3) 

    内 容：座学（高知県の漁業、支援制度（漁業就業、移住）の説明、 

養殖業者との意見交換） 

        体験（マダイ養殖場の見学、エサやり体験） 

○高知県 U・Iターン就職相談会・高知暮らしフェアの開催 

   ・東京 

日時：5/17 11:00～16:00 

場所：東京交通会館 

   ・大阪 

    日時：6/6 13:00～18:00 

    場所：ヒルトンプラザウエストオフィスタワー 

   ・内容 

    高知県への U・Iターンの希望者を対象に就職や移住に関する情報を提供する 

     ○漁業就業支援フェア 2015の開催 

    日時：6/27 12:30～16:00 

【漁業の担い手確保】 

【水産加工業の振興】 
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    場所：大阪市 OMM ビル 

    内容：漁業の概要や漁業種類の解説、漁業関係者との面談 

 

・黒潮町活餌供給機能強化対策協議会を開催（4/23） 

・佐賀漁港においてカツオの活餌としてマイワシを活け込み（4/22・5/13）、カツオ竿

釣り船に供給を開始 

 

・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全 10店舗で、また株式会社丸久が展開する中国・九州地方

の量販店で販売中 

・JFすくも湾漁協が提供する「直七マダイ」が、吉川水産株式会社の展開する関東圏の店舗

及び県内量販店で販売中 

 

・養殖関係者を対象とした養殖ビジネススクールを開催予定（6月～） 

 平成 26年度に開催した同講座は延べ 538名の養殖関係者が受講 

・平成 26年度に発足した養殖生産者協業体の 4グループ（マダイ 3、カンパチ 1）が、

共通経費などのコスト削減や新技術の導入などについて活動中 

・平成 27年度クロマグロ種苗生産技術開発試験協議を開催(4/20) 

 

  ・ホームページ「漁村感動体験！！タラッタ！こうち」 

（【URL】http://www.kochi-marugoto. pref.kochi.lg.jp/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 

 

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

 

 

本年度も引き続き「こうちビジネスチャレンジ基金事業」を実施。募集要項等は、公

益財団法人高知県産業振興センターのホームページに掲載 

・応募期間：7/1（水）～8/19（水）17時必着 

＜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 

 

 

◆ その他の取り組み 

【第 3回こうちビジネスチャレンジ基金事業実施のお知らせ】 

【マグロ養殖の振興】 

【漁村における滞在型・体験型観光の推進】 

 

【養殖生産者グループの活動促進】 

【カツオ等の地元水揚げ促進】 

【養殖の協業化の促進と担い手の確保育成】 

TEL:088-845-6600
http://www.joho-kochi.or.jp/challenge/index.html
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◆こうち型地域還流再エネ事業 

 ・H26.10/17こうち・さかわメガソーラー発電所発電開始 

 ・H26.10/20こうち・くろしお太陽光発電所発電開始 

 ・H26.11/21こうち安芸メガソーラー発電所発電開始 

 ・H27.1/19 こうち・ひだかメガソーラー発電所発電開始  

・H27.4/1  こうち名高山ソーラーファーム発電所発電開始 

・H27.4/7  こうち・しみず足摺岬太陽光発電所発電開始 

・H27.5/25 こうち・しみず太田太陽光発電所発電開始 

［今後の主な予定］ 

◆県有施設の屋根貸し事業 

・6月中旬(予定) 事業者との協定締結(6 施設) 

  ◆高知県新エネルギー導入促進協議会の開催 

・6月下旬(予定) 

＜お問合せ＞新エネルギー推進課 （TEL:088-821-4538） 

◆土佐町における小水力発電所建設計画 

・水源のさと石原「北郷」発電所の建設工事発注（H27.2-四半期予定） 

  ［発電所緒元］ 

    最大出力 670 キロワット 

    有効落差 26.47 メートル 

    最大使用水量 毎秒 3.2 立方メートル 

    年間発電電力量 295.8万キロワット時 （一般家庭 820 世帯分に相当） 

＜お問合せ＞電気工水課 （TEL:088-821-4622） 

【新エネルギーの利用促進】 

TEL:088-821-4538

