
  1 
 

 
 高知県産業振興推進部 計画推進課 
 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 
 電子メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

 

 

 

 

本資料は、産業振興計画に関する主な動きや成果、県民の皆様や事業者の方々に知ってい

だたきたいイベントや研修会等の情報をまとめたものです。（掲載する情報：過去 1か月の実

績及び今後 2か月程度の予定） 
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□ トピックス 

 このたび、第３期産業振興計画の内容をわかりやすくまとめた、ＰＲ版のパンフレットを

作成しました。 

 このパンフレットには、産業振興計画策定の背景や第３期産業振興計画の全体像、強化の

ポイントのほか、各産業分野の取組内容や、県の支援策等を掲載しています。 

 多くの県民の皆様にパンフレットをご覧いただけるように、下記配布場所に設置していま

す。 

（１）県内の配布場所 県庁県民室、計画推進課、一部を除くコンビニ、各産業振興推進地

域本部、県内金融機関（四国銀行、高知銀行、幡多信用金庫、日本

政策金融公庫） 等 

（２）配付期間    平成 28年 6月 28日～順次配布 

 

H28.6.30 

第３期高知県産業振興計画 PR版パンフレットの作成、配付 
 

目次 

産業振興計画のタイムリーな情報をお知らせします！ 
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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 

 

 

１．産業振興計画に関する県広報 

・6月[2016奥四万十博]  

イベント／ホタルまつり in森の巣箱 

体験／四国カルスト天狗高原セラピーロード 

[今後の予定] 

・7月[県政ピックアップ 1] 

     集落活動センターによる集落の維持・再生を応援します！ 

   [県政ピックアップ 2] 

     志のある若者を応援します！ 

   [2016奥四万十博] 

     イベント／金太郎夜市 

     体験／四万十かっぱ川舟下り 

 

・第 3期産業振興計画がスタート（4/1～） 

県計画推進課ホームページにて、計画の全体像などを掲載中 

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

 

・第３期産業振興計画の特別番組 

「高知県ただいま加速・上昇中～第３期産業振興計画でさらなる飛躍へ～」 

       放送日：6月 22日（水）19:00～19:55 

       再放送：7月 2日（土）12:00～12:55 

       放送局：テレビ高知 

 

第 3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 

【高知市地域】 5/16（月） 場所：高知会館（白鳳）      219名参加 

【安芸地域】  5/18（水） 場所：田野町ふれあいセンター   180名参加 

【嶺北地域】  5/23（月） 場所：土佐町保健福祉センター   125名参加 

【幡多地域】  5/30（月） 場所：宿毛市立宿毛文教センター（多目的ホール） 

                               271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 

＜お問合せ＞計画推進課（TEL 088-823-9334） 

 

 

◆ 県民参画に向けた県広報 

【産業振興計画ホームページ】 

【産業振興計画シンポジウムの開催】 

【県広報紙「さん SUN高知」（産業振興計画関連記事）】 

※前回の公表（H28.4.22）から新たに追加した情報には★をつけています 

【広報特別番組の作成・放送】 
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◆ 「高知家」の取り組み 

   2 月  「NIPPON POSITIVE PROJECT」がスタート 

6/7  4年目の高知家（NIPPON POSITIVE PROJECT）記者発表会 

       高知家 ポジティブコレクション募集開始 

6/14   高知家 ポジティブコレクション投稿情報公開開始 

＜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） 

 

 

 

２．産業振興計画の効果的な推進に向けた取り組み 

 

◆ 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 

・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、H27：30名） 

  ・H28年度の開催予定期間：5～11月（全 6回）、受講者数 32名 

第 1回 5/27（金）10:30-17:00（場所：ココプラ） 

    内容：期待される自治体職員像、大学と連携した地域活性化 など 

   第 2回 6/30（木）～7/1（金）終日（場所：中土佐町） 

    内容：現地視察から学ぶ地域の取組みと課題解決策 

    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） 

 

 

◆ 地域の取り組みへの支援 

・平成 27年度交付実績：14件 

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：7件（5/31 現在）   

＜お問合せ＞計画推進課 （TEL：088-823-9334） 

 

   産業振興や地域振興の取り組みを牽引する意欲ある担い手を育成するため、地域が主

体となって実施する研修会の開催等を支援 

【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」】 

【高知家プロモーションの実施】 
 

【産業振興推進総合支援事業】 

【産業振興アドバイザーの派遣】 

【地域の担い手づくりの支援】 
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      平成 28年度交付実績：2件（5/31現在） 

   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：088-823-9334） 

 

 

◆ 産業振興計画の推進体制 

 

 [今後の予定] 

7/14（木）～15（金）第 2回推進本部会議 

 

 

地域アクションプラン（234件）ごとに実行支援チームを設置するなど、支援を実施 

＜H28 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（4/18） 

  物部川地域（6/22） 

  高知市地域（4/28） 

  嶺北地域（5/10） 

仁淀川地域（4/18） 

高幡地域（4/28） 

  幡多地域（4/18） 

 

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 

※平成 27年度から、高知県まち・ひと・しごと創生総合戦略についてもフォローアップ 

委員会で検討 

◆フォローアップ委員会 

 9月、H29.1月、3月開催予定 

◆専門部会等  

    9月、H29.1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、H29.2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】 

【産業振興推進本部（推進本部）】  
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３．産業成長戦略の取り組み 

 

 

   

・個別企業への誘致活動 

 企業訪問による説明・提案（67社、のべ 146回（3月末現在）） 

・企業立地フェア 2016へ出展（5/18～20 東京ビッグサイト） 

・次世代施設園芸団地竣工式（5/20 四万十町次世代施設園芸団地） 

・四万十町次世代団地見学会（求職者向け）（5/28 四万十町次世代団地） 

・四万十あおぞらファーム落成式（6/7） 

・スマートコミュニティ Japan2016への出展（6/15～17 東京ビッグサイト） 

・次世代型こうち新施設園芸技術フェア開催（6/23・24 ぢばさんセンター） 

・四万十町次世代団地合同面接会（6/26 四万十町次世代団地） 

［今後の予定］ 

・企業立地セミナーへの出展（8/23 大阪・新阪急ホテル） 

 

  ・イチゴ生産者交流会（6/22） 

［今後の予定］ 

・キュウリ生産者交流会（7/6） 

・シキミ、サカキ研修会（7/5） 

・リリーズファミリー総会（7/29） 

   

  ・オランダ・レンティス校からの留学生受入（4/25～5/6 農業大学校） 

・高知県環境保全型農業推進協議会（6/2 高知城ホール） 

・次世代型こうち新施設園芸技術フェアでのオランダ技術者による講演会（6/24 ぢば

さんセンター） 

［今後の予定］ 

・オランダウェストラント市先進農業視察研修（7/17～23） 

・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 

 

・集落営農塾（集落営農の組織化・法人化に向けた研修） 
組織化コース 

安芸会場（6/15、6/23、［予定］7/25） 

南国会場（［予定］7/12） 

高知会場（6/24、［予定］7/11）  他 

◆ 農業分野の取り組み 

【直販所の支援・地産地消の推進】 

【まとまりのある園芸産地の育成】 

専門分野 

【次世代施設園芸の推進】 

【環境保全型農業の取り組み】 

【集落営農の推進】 
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法人化コース 

安芸会場（［予定］7/7、7/29） 

高知会場（［予定］7/11） 

四万十町会場（6/15）  他 

 

＜複合経営拠点推進セミナー＞ 

    複合経営拠点の構想づくりを行います。 

・キックオフ（6/2） 

・構想づくり 

東部会場（6/28、［予定］7/27、8/30） 

南国会場（6/22、［予定］7/19、8/31） 

高知会場（6/27、［予定］7/22、8/22） 

須崎会場（6/30、［予定］7/29、8/26） 

幡多会場（6/23、［予定］7/25、8/24） 

 

・パートナー量販店による高知青果フェア 
阪急百貨店（5/4～10、6/8～6/14） 
いたがき（5/28、［予定］7/9） 

        みやぎ生協（5/17、5/21、［予定］7/9） 
    大田市場まつり（5/19～21、6/2～4・12・19・26、［予定］7/21～23、8/18～20） 

  ・花き専門部会開催（5/13、6/24） 

・農業大学校での講義（5/18・26・27） 

・ニラプロジェクト築地市場試食宣伝会（5/20） 

・新需要マーケティング協議会総会（5/27 園芸連） 

・産地視察型商談会（5/31 ザクラウンパレス新阪急高知） 

・いいみょうがの日セミナー（6/13 エル大阪） 

［今後の予定］ 

・高知野菜ランチ（試食）会（7/6 ホテル日航大阪） 

・ヴィクトリーフラワーコンテスト（8/6・7 ヴィーナスフォート（東京都））   

 

＜土佐茶＞ 

・土佐茶の PR 

高知まるごとネット 土佐茶の情報公開中 

     新茶まつり（5/5） 

     「水出し土佐茶」集中 PR 

     県内量販店での試飲 PR（6/1～7/31） 

【URL】http://www.kochi-marugoto.pref.kochi.lg.jp/kensanpin/kodawari.html 

・「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 

【中山間農業複合経営拠点の推進】 

【県産園芸品の新需要開拓と消費拡大】 

【県特産物の認知度向上と販売拡大】 
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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） 

＜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の開催や PR 
 ・産地視察型商談会（5/31 高知市） 

 ・ミルクフェア（6/19 高知市） 

[今後の予定] 

・居酒屋産業展（8/30～9/1 東京都） 

 

・農地・空きハウスに関する情報をホームページで提供中 

H28 年度結び付け実績(5月末現在) 農地：5件 0.4ha 空きハウス：0件 

（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） 

・県内での就農相談会等 

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 

新・農業人フェア（6/4 大阪、［予定］7/16 東京） 

農・林・漁の暮らし座談会（5/21 東京） 

高知暮らしフェア（6/11 大阪、6/12 東京） 

Startup！農業フェア＆高知ナイト（6/25 東京） 

［今後の予定］ 

産地提案型農業体験ツアー（7/9・10） 

県内就農相談会（8/13・14・21） 

   ＜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（体

験合宿）等を通じて就農を支援 

   高知会場春期講座（5/21・22） 

   こうちアグリ体験合宿（6/24～26） 

  ［今後の予定］ 

   東京夏期土曜講座（7/23・30、8/6・20・27） 

   東京夏期日曜講座（7/24・31、8/7・21・28） 

・新いなかビジネススクール 

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（5/23～H29.3/10） 

・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（6/21・28、［予定］7/5） 

【担い手の確保】 
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＜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） 

 

  ＜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 

１ 地区別セミナー（7月～8月 安芸市会場 4回、香美市会場 4回、土佐市会場 4    

回、四万十町会場 4回、四万十市会場 4回） 

２ 先進地視察（8/4・5 島根県 1回） 

＜お問合せ＞高知県農業会議 

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

１ 先進法人事例講演等研修会（4月、9月、12月、H29.1月、2月  計 5回） 

２ 農作業マニュアル作成研修会（6 月 計 1回） 

３ 経営管理研修会（12月  計 3回） 

４ 従業員・後継者育成研修会（10 月、11月、12月 計 3回） 

５ 農業経営者研修会（7月、8 月、9月 計 3回） 

６ 農業経営多角化セミナー（8月  計 1回） 

＜農業法人の組織化支援＞ 

   ・異業種交流会（8 月、H29.2月 計 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（11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 

＜お問合せ＞高知県農業会議 

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

 

・農地の受け手の募集（5月末現在） 

H26年度～ 応募件数延べ 429件、876.0ha 

・農地の出し手からの申込（5 月末現在） 

H26 年度～ 延べ 932件、330.1ha 

・受け手への農地集積（5月末現在） 

H26 年度～ 190件、212.7ha 

【農地中間管理事業】 

【農業経営の法人化】 
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 高知県産業振興推進部 計画推進課 
 電話 088-823-9333 ファクシミリ 088-823-9255 
 電子メール 120801@ken.pref.kochi.lg.jp 

・事業推進体制の強化（5月末現在） 

推進支援員の配置（10名）、農地活用サポーターの配置（7 名） 

農地の出し手の掘り起こしなどを実施 

 

＜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 

6/15 現在：H28認定面積が 134ha拡大 

 

・林業学校関係 

基礎課程（技能講習 学科・実技） 

   平成 28年度研修生 20名（うち 6名県外） 

短期課程 

 ・ヨーロッパ林業を学ぶコース（ドイツにおける森林管理、ドイツにおける路網 

  のプランニング等）の開催 5/16（高知市） 

 ・小規模林業（自伐林家）向けコース 5/17～6/15 うち７日間（香美市） 

・U・I ターン就職相談会の開催(県経営者協会主催： 6/11大阪、6/12東京) 

  [今後の主な予定] 

・林業学校関係 

  基礎課程 

  ・第１回インターンシップ 8/17～9/2 

  ・平成 29年度研修生募集関係 

    オープンキャンパスの開催 7/30（香美市） 

  短期課程 

・小規模林業（自伐林家）向けコース 7/5～1/13うち 16日間（四万十市、四万十

町） 

・プランナーコース 7/19～12/16うち６日間（高知市） 

    ・リカレント（社会人）コース 6/27～7/1（香美市） 

 

・林業学校関係（再掲） 

  短期課程 

    ・小規模林業（自伐林家）向けコース 5/17～6/15うち７日間（香美市）    

・小規模林業推進協議会関係 

小規模林業推進協議会 会員数 321人（5月末） 

［今後の予定］ 

◆ 林業分野の取り組み 

【森の工場の拡大】 

【担い手の確保】 

【副業型林家の育成支援】 【小規模林家の育成支援】 
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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 

・林業学校関係（再掲） 

短期課程  

  ・小規模林業（自伐林家）向けコース 7/5～1/13 うち 16日間（四万十市、四万 

十町） 

・小規模林業推進協議会関係 

  高知県小規模林業推進協議会通常総会及び第１回協議会 7/2（いの町） 

 

  ・新たな集成材工場や木材集出荷販売施設等を整備する木材加工流通施設整備事業の実

施（H28年度 1社 3団体） 

・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 

 

・県産木造住宅への助成事業 

  （H28年度助成申し込み件数 146 件 6/10現在） 

・ＣＬＴ建築推進協議会 

研修会の開催（5/26：65名、6/11：115名、7/2開催予定）  

・「ＣＬＴで地方創生を実現する首長連合」 

 共同代表：高知県知事、岡山県真庭市長  

 参加表明 43首長（6/26現在） 

・ＣＬＴ建築の推進 

 建築工事：田井高齢者福祉施設「元気村」落成式（6/18）  

      高知県森林組合連合会事務所落成式（7/15） 

 建築設計（5月 補助金交付決定 1件（5月）、2件（7月）） 

・木造公共施設等整備 

  1件（5月完成） 

・ＣＬＴ建築推進協議会 

スマートコミュニティ Japan2016へのＣＬＴ出展（6/15～17） 

 

・県外の土佐材住宅への助成事業（6/10現在 申請 2件） 

・流通拠点の設置と活用（既存 19箇所） 

新規の流通拠点の設置 2箇所（北陸、関西） 

・産地セミナーの実施：7件（23団体、45名） 

・関東地方等への定期便輸送 

・土佐材商談会（大阪 7/6、神奈川 7/21） 

・土佐材展示会（愛知 5/21・22、千葉 6/22、福岡 7/27 開催予定） 

 

・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（5/23）  全体協議会（6/30）   

・市町村による木質バイオマス発電用の木質バイオマスの代行証明への対応 

【県産木材の需要拡大】 

【木材加工基盤の強化】 

【県産木材の外商対策】 

【未利用森林資源の有効活用】 
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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 

 （5 月末時点 19市町村で実施） 

・木質バイオマス燃料供給コスト支援事業の計画承認 

（6/14現在：製造業者 3、流通業者 1） 

 

・東京都足立区が足立区主催の「地球環境フェア 2016」の開催に伴い排出される CO2排

出の一部 3t-CO2をオフセット(5/9) 

・小濱建設（有）が復旧第 15号 小浜復旧治山工事で排出される CO2 排出量の全部 5t-CO2

をオフセット(5/13) 

・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 排出量の一部 20t-CO2をオフセット(6/3)   

・(有)武政建設が森林基幹道開設事業河口落合線６工区工事（道交基幹 第 15 号）で排

出される CO2排出量の全部 17t-CO2をオフセット(6/10) 

 

＜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」と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～） 

  ◆県産水産物の外商の推進 

・「高知家の魚 応援の店」の県内の参画事業者を募集中 

（5 月末時点 81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 

   （5月末時点 600店舗） 

[今後の予定] 

・「産地見学会」の開催（7/3～4 関東 20店舗） 

・高級飲食店シェフの産地招へい（7/5～6 ポンテベッキオ（大阪）） 

・ミシュランシェフの協力を得た「食材提案会」の開催（7/29 東京） 

 

・宿毛湾養殖魚外商推進協議会の開催（5/31） 

・高知沖シラス産地協議会第 1回会員会議の開催（6/7） 

  [今後の予定] 

  ・インターナショナルシーフードショ―（東京）へ、県内約 20事業者が出展（8/17～19） 

・第 2回土佐清水メジカプロジェクト推進協議会の開催（7月予定） 

  

◆ 水産業分野の取り組み 

【高知家の魚の消費拡大】 

【水産加工業の振興】 

【オフセット・クレジット（J-VER）の販売】 
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  ・高知県養殖魚輸出促進協議会の開催（5/17） 

[今後の予定] 

  ・全漁連直営店「わだつみ」（シンガポール）での高知フェア（7/8～30）、高知セミナー

（7/23、25、29）の開催 

  ・高知県養殖魚輸出促進協議会がシンガポール（7/21～26）、香港フード・エキスポ等（8/9

～13）を現地視察 

 

  ○高知県農・林・漁の暮らし座談会 

日時：5/21 13:00～16:00  

場所：移住・交流情報ガーデン、東京都 

内容：高知県への移住希望者を対象に就職や移住に関する情報を提供 

面談者：1名 

 

○平成 28年度第 1回漁業就業セミナー 

日時：5/29 10:30～15:00 

場所：幡多郡黒潮町伊田 高知県漁協伊田支所 

内容：高知県の漁業の紹介、定置網漁業体験と漁業関係者との面談 

参加者：12名 

 

○高知県 UIターン就職相談会の開催 

日時：6/11 11:00～17:00 

場所：難波御堂筋ホール、大阪市 

内容：高知県への U・Iターン希望者を対象に就職や移住に関する情報を提供 

面談者：8名 

 

○高知県 UIターン就職相談会の開催 

日時：6/12 10:30～16:30 

場所：東京交通会館、東京都 

内容：高知県への U・Iターン希望者を対象に就職や移住に関する情報を提供 

面談者：7名 

 

[今後の予定] 

○漁業就業支援フェア 2016の開催 

日時：7/16 12:30～16:00 

場所：天神スカイホールメインホール、福岡市  

内容：漁業の概要や漁業種類の解説、漁業関係者との面談 

 

  ・佐賀漁港において竿釣船を対象としたカツオ活餌供給の実施（4/24～6/2） 

 

【漁業の担い手確保】 

【カツオ等の地元水揚げ促進】 

【水産物の輸出振興】 
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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 

・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、また近畿・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講 

 赤潮について（6/2 須崎、6/3 宿毛） 

 魚病について（6/30須崎、[予定]7/1 宿毛） 

 飼料について（[予定]7/28須崎、7/29宿毛 ） 

 ・平成 26～28年度に発足した養殖生産者協業体の 5グループ（マダイ 3、カンパチ 1、

ブリ 1）が、共通経費によるコスト削減や新技術の導入などについて活動中 

 

・クロマグロ人工種苗生産試験を実施予定（6月～） 

 

・芸東地区の 2大敷に潮流計を設置し現場潮流を観測中 

  

  ・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） 

 

 

   ◆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 

（5月末現在 相談受付件数 77件 うち地産地消推進会議を通じて機械開発依頼

中 1件） 

○事業戦略の策定・磨き上げ 

・事業戦略の策定・磨き上げ企業 

  着手 5社、着手予定 22社（6/6 時点予定） 

◆ 商工業分野の取り組み 

【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】 

【養殖の協業化の促進と担い手の確保育成】 

【定置網漁業の経営基盤の強化】 
 

【マグロ養殖の振興】 
 

【ものづくりの地産地消・外商】 【ものづくりの地産地消・外商】 
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・事業戦略策定支援会議 

  5/20 第１回事業戦略支援会議 

  6/29 第２回事業戦略支援会議（以降毎月１回程度開催） 

・事業戦略普及啓発セミナー 

  6/24 ㈱堀場製作所 会長兼社長 堀場厚氏 他（ザ クラウンパレス新阪急高知） 

・事業戦略セグメント別セミナー 

  6/20 経営戦略入門（経営・財務）（産学官民連携センター） 

  6/22 マーケティング入門（企画・マーケティング）（産学官民連携センター） 

 [今後の予定] 

  7/8 食品流通のトレンド～今、求められる技術～（販売） 

   （以降、9月末までに「研究開発・設計」「製造」「サービス」のセミナーを開催   

    予定） 

○事業化プラン（製品企画書）の作成等 

 ・新規事業化プラン 完成 4件 着手 9件 着手予定 21件（6/6現在） 

 ・昨年作成した事業化プランの実現化支援 31件（6/6現在） 

○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） 

○営業サポート活動 

専任担当者による企業訪問活動（同行訪問や技術支援など） 

   5/26    東京営業本部お披露目会（62名参加） 

   5/27   東京営業本部ミニ展示商談会 

       （県内企業展示 5社） 

○見本市への出展支援（「高知県ブース」の設置） 

・29見本市 159小間に出展予定 

      6/1・2   EE東北'16（5社出展） 

6/1～3    インテリアライフスタイル 2016（10社出展） 

6/2・3   中部ライフガード TEC 2016（7社出展） 

6/7～10  2016国際食品工業展（4社出展） 

6/9･10   防犯防災総合展 in kansai（10社出展） 

[今後の予定] 
     7/13～15 オフィス防災 EXPO（7社出展予定） 

   7/27～29  施設園芸・植物工場展（4社出展予定） 

   8/1～10/18ジャパンマテリアル展（5 社出展予定） 

8/17～19 ジャパンインターナショナルシーフードショー東京（4社出展予定） 

  8/25・26 震災対策技術展 東北（4社出展予定） 

○海外展開支援、技術の外商 

  ・専任チームによるサポート対象企業への支援活動展開 

  （企業同行訪問、商談会出展サポート等） 

  ・海外見本市への出展支援 

     6/22～25 タイものづくり商談会 MANUFACTURING EXPO（2社出展予定） 

  ・専門家派遣を通じた個別企業アドバイス 

   ＜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   

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

◆ものづくり産業強化事業費補助金 

企画段階から試作機開発、設備投資などの段階において必要となる費用の一部を助成

する「ものづくり産業強化事業費補助金」により企業のものづくりに対する支援を行う。 

(1)試作開発準備事業 (2)試作開発事業 (3)製品改良事業（国内／海外） 

(4)設備投資促進事業（標準型／特別型） 

・随時募集 

・補助金審査会を毎月開催（設備投資促進事業「特別型」（年 3回開催）を除く） 

   ＜お問合せ＞工業振興課 （TEL：088-823-9724） 

◆企業誘致の取り組み 

  5/18～20 企業立地フェアへの出展 

      全体来場者数 2,547名 

5/25～26 コールセンター/CRM デモ＆コンファレンス 2016in大阪への出展 

      全体来場者数 2,000名 

    [今後の主な予定] 

8/23 企業立地セミナーの開催（大阪） 

 ＜お問合せ＞企業立地課（TEL：088-823-9881） 

 

・ 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：184社（5/31現在） 

・ 高知県新商品の生産等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 

平成 27年度 応募件数 14件、認定件数 9件 

  6/16（木）～7/25（月）  平成 28年度第 1回公募 

・海洋深層水の販路拡大 

  5/31  産地視察型商談会（地産地消・外商課主催）への出展 

[今後の予定] 

7/18  「ふるさと室戸まつり」での深層水フェア 

＜お問合せ＞工業振興課 （TEL：088-823-9720） 

 

    5/20    コンテンツビジネス起業研究会第 1回情報交換会：14事業者参加 

           コンテンツビジネス起業研究会第 1回個別相談会：3事業者参加 

    6/11・18  アプリ開発人材育成講座（基礎編） 

（土佐 MBA） 

        6/25・7/2・9 イラストビジネス基礎（土佐 MBA） 

  [今後の予定] 

     7/22        コンテンツビジネス起業研究会第 2回情報交換会 

          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） 

 

・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 

【地場企業の振興】 

【コンテンツ産業の振興】 

【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 

・見本市への出展支援（「高知県ブース」の設置） 

   6/1～3 EE東北‘16（夢メッセみやぎ）5社出展 

   6/2～3 中部ﾗｲﾌｶﾞｰﾄﾞ TEC2016（ポートメッセなごや）7社出展 

   6/5  地域防災フェスティバル（宿毛湾港）12 社出展 

   6/9～10  防犯防災総合展 in KANSAI 2016（インテックス大阪）10社出展 

 [今後の予定] 

  7/6    平成 28年度第 2回防災関連産業交流会（ミドリ安全㈱との個別相談会） 

     7/7    高知県防災関連製品認定審査会 

7/12   台湾防災産業協会と県商工労働部の MOU締結式 

 7/13～15 第 10回オフィス防災 EXPO（東京ビッグサイト）7社出展 

     8/25～26 第 7回「震災対策技術展」東北（AER ビル（宮城県））3社出展 

   8/27～28 KOCHI防災危機管理展（高知ぢばさんセンター）  

＜お問合せ＞ 工業振興課 （TEL：088-823-9724） 

 

・新製品や新技術開発を推進する研究会の開催 

素材製造技術研究会  （5/11・19） 

セルロースナノファイバー（ＣＮＦ）研究会  （5/13・16・24・26～27） 

複合加工研究会  （5/17・26・6/9・15～16・30） 

紙質研究会  （5/18・31・6/2） 

リサイクル炭素繊維研究会  （6/10） 

・新規導入設備の利用促進や技術研修などの実施（かみわざひとづくり事業） 

ア 製品開発プラン作りなどを推進する分科会の開催 

紙質分科会    （5/12・25） 

複合加工機分科会  （5/24・6/17） 

イ 研修会や講演会の開催 

・センター所有試験機器の利用促進のため実施する開放試験設備利用研修 

5/13   超微粒磨砕機 

6/16   パームポロシメーター 

・ものづくり技塾の開催 （5/16～18・6/8～9） 

・紙産業振興アドバイザーほか専門人材による企業の製品開発支援 

複合加工分科会講師 テーマ「オンライン厚み計について」 6/17  

・紙産業技術研修会の開催（高知県製紙工業会への委託事業 5回シリーズ） 

テーマ「製紙用薬品 3（紙力剤）」6/7  

[予定] 

テーマ「叩解」7/5  

テーマ「カレンダー」8/9  

・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 

＜お問合せ＞紙産業技術センター （TEL：088-892-2220） 

 

・知的財産専門家派遣（県が費用負担） 

【知的財産の保護と活用に向けた支援】 

【紙産業の振興】 
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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 

   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/151901/2016032300092.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 

・相談件数：306件（H27.4/1～H28.5/31） 

事業承継 123件（うち承継件数：6件）、人材確保 183 件（うちマッチング件数：

13 件） 

・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 

[今後の主な予定] 

◆県内企業の経営者を対象としたセミナーの開催 

人を活かす経営者ゼミ ＜全５回＞ 

講師：(株)FeelWorks 代表取締役 前川孝雄氏 

開催日：第１講 7/7(木)  9:30～17:30 「経営者のあり方」を定める 

第２講 7/29(金)  9:30～16:30 「会社の未来像」を掲げる 

第３講  9/28(水) 9:30～16:30 「適材適所の組織」を敷く 

第４講 12/7(水) 9:30～16:30 「自立・自走の仕掛け」を打つ 

第５講 2/10(金) 13:00～16:30 「人を活かす経営」発表会  

場所：高知城ホール(高知市) 

    

  ◆相談の受付（随時）相談無料 月曜日から金曜日の午前９時から午後７時まで 

                 土曜日、日曜日 事前予約により対応可能 

＜お問合せ＞ 事業承継・人材確保センター （TEL：088-855-7748） 

商工政策課 （TEL：088-823-9789） 

 

 

◆ 観光分野の取り組み 
  「歴史」と「食」を前面に打ち出す展開として一部リニューアルした観光キャンペー

ン「リョーマの休日」が 4月スタート 

  ・龍馬パスポートⅢ 

 「龍馬パスポート」が 4/1から「龍馬パスポートⅢ」としてリニューアルし、期間を

H32.3/31まで延長 

    これまでのステージアップシステムはそのままで、現在のパスポートが引き続き使

用可能 

殿堂入りを達成された方にも、表紙に段位を記載したゴールドパスポートを再発行 

     期間限定ミッション企画も登場 

・その他 

5/11    四国ＤＣ全国宣伝販売促進会議（高松） 

5/17    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） 

5/25    第 1回志国高知幕末維新博推進協議会 

【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 

5/26    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） 

6/9    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） 

6/21    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） 

6/22    地域の観光関係者との協働によるセールスキャラバン（岡山） 

[今後の主な予定] 

7/5    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） 

7/6    地域の観光関係者との協働によるセールスキャラバン（広島） 

7/25    第 2回志国高知幕末維新博推進協議会 

 

    4/10～12/25  2016奥四万十博 

5/30      土佐の観光創生塾（東部地域）第 1回 

6/1       土佐の観光創生塾（中央地域）第 1回 

6/6       新足摺海洋館基本設計アドバイザリー会議 第 2回 

6/8       土佐の観光創生塾（西部地域）第 1回 

6/8       「志国高知 幕末維新博」地域会場関連説明会 

6/24      土佐の観光創生塾（中央地域）第 2回 

6/27      土佐の観光創生塾（東部地域）第 2回 

6/28      土佐の観光創生塾（西部地域）第 2回 

6/30      「物部川 DMO協議会」設立総会 

［今後の主な予定］ 

7/6      「志国高知幕末維新博」地域会場運営連絡会 

7/8       土佐の観光創生塾（西部地域）第 3回 

7/12      土佐の観光創生塾（中央地域）第 3回 

7/20      土佐の観光創生塾（東部地域）第 3回 

7/29      観光プラットフォームづくり勉強会 

 

  4/28～   「DINING KOCHI JAPAN」の開設 

4/29～5/5 高知市中心部渋滞対策及び高知城臨時観光案内所の設置（5/2除く） 

  5/31    土佐の豊穣祭推進会議 

  5/31    H28年度第 1回外国客船オプショナルツアー部会 

  6/3    高知県おもてなし県民会議第 1回国際観光受入部会 

  6/20    24時間対応高知県通訳コールセンターの開設 

  6/21    H28年度第 2回外国客船市街地受入部会 

  6/27    モバイル Wi-Fiルーターの試用貸出開始（県内 4か所） 

 

5/14～16    チャイナエアライン香港支店による現地旅行会社インセンティブ

ツアー受入 

5/19～20    台湾観光キャンペーン（現地旅行会社との商談会） 

5/24～26    ANAアジアファムトリップ受入 

【おもてなしの向上】 

【国際観光の推進（インバウンド対策）】 

【地域観光の推進】 
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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 

6/14～16    台湾訪日教育旅行商談会（台北・台中・高雄） 

6/16～19    ITE（香港国際旅行展示会）四国ブース出展 

6/24～26    台湾日本の観光・物産博 

 [今後の主な予定] 

7/12      四国インバウンド商談会 in台湾 

8/9～11    台湾新竹県「光明小学校」舞踊チームよさこい祭り参加 

 

◆県内港湾への客船寄港等 

5/8   クルーズ客船「マリナー・オブ・ザ・シーズ」高知新港 

        7：00入港～15：00出港 

5/12  クルーズ客船「ゴールデン・プリンセス」高知新港 

        7：00入港～14：00出港 

5/23  クルーズ客船「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ」高知新港 

       14：00入港～22：00出港 

5/28  クルーズ客船「飛鳥 II」高知新港 

       10：30入港～17：00出港 

5/29  クルーズ客船「ダイヤモンド・プリンセス」高知新港 

        7：00入港～20：00出港 

6/11  クルーズ客船「ダイヤモンド・プリンセス」高知新港 

        7：00入港～18：00出港 

6/29  クルーズ客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」高知新港 

        9：00入港～17：00出港 

[今後の主な予定] 

    7/19  クルーズ客船「ダイヤモンド・プリンセス」高知新港 

        9:00入港～18:00出港 

8/12  クルーズ客船「ダイヤモンド・プリンセス」高知新港 

        7:00入港～23:59出港 

8/14  クルーズ客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」高知新港 

        9:00入港～17:00出港 

8/22  クルーズ客船「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ」高知新港 

       14:00入港～21:00出港 

8/23  クルーズ客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」高知新港 

       10:00入港～18:30出港 

8/29  クルーズ客船「ダイヤモンド・プリンセス」高知新港 

        7:00入港～17:00出港 

      ＜お問合せ＞港湾振興課（TEL:088-823-9890） 

    

5/14・15    第 2回全国大学女子硬式野球大会（安芸市営球場） 

  [今後の主な予定] 

    7/18     2016 プレナスなでしこリーグカップ 

INAC神戸レオネッサ vsコノミヤ・スペランツァ大阪高槻 

 

【スポーツツーリズム】 

TEL:088-823-9890
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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 

 

◆情報発信 

    ・包括協定等による連携 

     4/9～H29.3/8  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 

3/14～H30.12/31 JR四国との高知県の観光振興施策における協定による取り組み 

 ・4/1～ 高知県観光サポートサプリ 

       「公式！こうち旅アプリ」公開 

◆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   

・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 

  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 

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

◆高知県観光特使 

   5/20  高知県観光特使委嘱（宮脇修一氏） 

  5/31  高知県観光特使委嘱（海野和之氏） 

  6/2   高知県観光特使委嘱（井上健氏、山本耕平氏） 

  6/4   高知県観光特使委嘱（稲岡麻衣氏） 

  6/23  高知県観光特使委嘱（小川洋氏） 

   

  ◆県立施設等 

・県立のいち動物公園 

   5/1          高知中高等学校吹奏楽部コンサート 

5/3          アンデス音楽演奏会 

5/4          江戸家小猫動物ものまねライブ＆鳴き声コンテスト 

5/5          Mr.SAMEPON バルーンアートショー 

5/5          動物クイズラリー 

5/15         写真撮影会 参加者 33名 

5/28         ドリームナイト・アット・ザ・ズー 参加者 106組 396名 

6/4～6/25  アミメキリン「イブキ」のお別れメッセージの募集 

【その他の取り組み】 【その他の取り組み】 
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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 

6/12     サポーター感謝祭 参加者 37組 86名 

6/26     アミメキリン「イブキのお別れ会」 

[今後の主な予定] 

7/3     シロテテナガザル命名式 

7/10     チンパンジー「ミルキー」3 歳の誕生日会 

7/23・7/24  サマースクール 

7/16～9/4  夏休み企画展 

8/13・9/10・9/18・10/9  夜の動物公園 のいちｄｅナイト 

 

・県立美術館 

4/5～6/20   石元泰博・コレクション展 

「再現：ディオゲネス・ウィズ・ア・カメラ V（前期）」 

4/9～6/12   大原治雄写真展－ブラジルの光・家族の風景－展 

入館者数 7,650人 

[今後の主な予定] 

6/26～8/28  アール・ヌーヴォーのガラス デュッセルドルフ美術館 

ゲルダ・ケプフ・コレクション展 

6/25～8/7   石元泰博・コレクション展 

「再現：ディオゲネス・ウィズ・ア・カメラ V（後期）」 

 

・県立歴史民俗資料館 

4/29～6/26  企画展 いざなぎ流の里・物部 

[今後の主な予定] 

7/15～9/19  企画展 前田博史写真展橅（ぶな）史 

 

・県立坂本龍馬記念館   

     4/1～7/1   ～新国を拓き候～「海を渡った“龍馬”たち」展 

[今後の主な予定] 

7/2～11/4  坂本龍馬の実像は？「龍馬の評価」展 

 

・県立文学館  

4/29～6/19  桐野伴秋の世界と文学の旅～土佐・日本そして世界へ～展 

[今後の主な予定] 

7/9～9/19  ～デビュー20周年記念～島田ゆか絵本原画展 

 

・県立県民文化ホール 

5/1   音楽の絵本 親子のためのクラシックコンサート   934 人 

5/15  リチャード・クレイダーマン コンサート    1,443人 

5/21  Char コンサート                737 人 

6/26  シネマ歌舞伎 天守物語 

[今後の主な予定] 

8/6   KANO上映会 

8/26   須川展也 withサックス・バンドコンサート 

9/10・11 ミュージカルお遍路さんどうぞ 
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9/21  ニッセイ オペラ 

 

・県立牧野植物園 

      2/20 ～5/29  企画展「すみれ・たんぽぽ展」 

              入園者数 59,701人 

     3/12 ～5/29  春のキャンペーン｢Dramatic MAKINO 植物園に行こう！｣ 

              入園者数 51,185人 

     4/29～5/1   ヒトツバタゴ夜間開園（NEW!「なんじゃもんじゃの木」の観賞） 

              入園者数 4,614人 

     5/21～5/22   ヤマアジサイ展 

              入園者数 1,990人 

     5/28～6/5   サボテンと多肉植物展 

              入園者数 6,285人 

     5月     植物教室、観察会（4回） 

    [今後の主な予定] 

     7/16～8/21   食虫植物とアリ植物展 

     7/16～9/4   企画展 昆虫★植物展 

     7/31      企画展 講演会「ファーブルと牧野富太郎（仮）」 

     8/12～8/14   夜の植物園 

     8/20      企画展ギャラリートーク 昆虫★植物 採集会 

     8月中～下旬 オオオニバスにのろう！ 

       

 

 

 

・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・贈り物グルメカタログ 2016」取扱中（H27.9/1（火）～H28.8/31（水）） 

・「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（首都圏、関西、中部、中国、 

四国、九州）に売り込む商品を引き続き募集中 
  ・第 18 回 理事会 

      開催日：6/3（金） 

      会 場：高知会館 

      内 容：平成 27年度事業報告 

  ・まるごと高知報告会、個別商談会 

      開催日、会場：6/20（月）高知県ふくし交流プラザ 5階研修室Ａ 

                   （高知県高知市朝倉戊 375-1） 

             6/21（火）四万十市立中央公民館 3階研修室 2 

                   （四万十市右山五月町 8-22） 

◆ 地産地消・地産外商戦略 

連携テーマ 

【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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  ・第 7回評議員会 

      開催日：6/27（月） 

      会 場：高知サンライズホテル 

      内 容：平成 27年度事業報告 

＜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/ 

         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 

 

＜首都圏等＞  

3/10～6/20 「かごの屋」関西 60店舗、関東 30店舗での「四国フェア」 

3/25～7/31  新宿ルミネでの「AKOMEYA コラボ企画」 

4/28～5/10  マルイファミリー海老名での「全国アンテナショップフェア」 

5/1～5/31  京王プラザホテル新宿での「土佐・四国の味覚」 

5/1～5/31  ヨシケイ開発（通販）での「群馬・高知フェア」 

5/4     テレビショッピング（QVC ジャパン）での「日本全国ぐるぐるグルメ

～高知～」 

5/13～15   大野屋での「高知県フェア」 

5/19～5/22  ローヤルよつや（神奈川）での「高知フェア」 

6/1～7    小田急百貨店藤沢店での「四国・山陰・山陽の物産展」 

6/1～7    大野屋商店での「高知県フェア」 

6/1～7/31   サンルートホテルガーデンパレスでの「四国フェア」 

6/1～30    やるき茶屋での「四国フェア」 

6/1～30    庄やでの「四国フェア」 

6/1～30    日本海庄やでの「四国フェア」 

6/3      テレビショッピング（QVC ジャパン）での「日本全国ぐるぐるグルメ

～高知～」 

6/4～7    三徳での「四国フェア」 

6/10～12   AKOMEYA新宿店での「高知フェア」 

6/19     テレビショッピング（QVC ジャパン）での「日本全国ぐるぐるグルメ

～高知～」 

[今後の予定] 

    7/1～7/3   AKOMEYA新宿店での「高知フェア」 

8/15～29   ナチュラルローソンでの「高知フェア」 

    8月下旬～9月末 和食えんでの「瀬戸内・土佐フェア」 

 

【高知フェア等】 
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＜関西＞ 

 5月初旬～31 通信販売スリーナイスでの「沖の島水産かつおの藁焼きたたき販 

        売」 

5/7・8    トップワールドでの「高知旨いもん祭」 

 5/13～15   オークワでの「四国フェア」 

5/20～22   フレスコ全店での「高知フェア」 

5/21・22   トップワールドでの「高知旨いもん祭」 

 6/3～7/3   舞鶴若狭自動車道・西紀 SA上りでの「高知うまいもんフェア」 

6/4      竹田写真館での「KOCHI naturaru MARKET@OSAKA vol.7」 

［今後の予定］ 

7/1～8/31   北野クラブレストランでの「高知県×兵庫県「食材コラボフェア」」 

7/5～8    パントリー／ラッキーでの「高知フェア」 

 

＜中部＞ 

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

6/8～13   松坂屋名古屋店での「四国・瀬戸内の物産と観光展」 

6/11・12   四軒家店での「フランテフェアー（仮）」 

［今後の予定］ 

7/2～10   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＞ 

     5/5・6    アルク小郡店、下松店での「高知フェア」 

        5/18～31  高知大丸での「ディスカバリーこうちフェア」 

        5/19～22  フジグラン高知での「第 3回高知いいものうまいもの市」 

    5/19～23  マイショップみついでの「高知フェア」 

    5/19～22  フジグラン高知での「高知いいものおいしいもの市」 

        5/27～29   セブンスターでの「高知フェア」 

6/4・5   明治屋（福岡）での「高知フェア」 

［今後の予定］ 

7/15～17  松山生協での「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 

  ・四国フェア【再掲】 

         開催日：3/20（日）～6/20（月） 

         場 所：かごの屋 

  ・四国・山陰・山陽の物産展 

    開催日：6/1（水）～6/7（火） 

    場 所：小田急百貨店藤沢店 

  ・四国フェア 

    開催日：6/1（水）～7/31（日） 

    場 所：サンルートホテル ガーデンパレス 

  ・四国×酒国 2016 

【四国産品外商ネットワーク会議】 
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    開催日：6/5（日） 

    場 所：西梅田スクエア 

  ・阪神の四国味めぐり 

    開催日：6/8（水）～6/14（火） 

    場 所：阪神百貨店梅田店 

 [今後の予定] 

  ・四国四県 味と技めぐり 

    開催日：8/31（水）～9/6（火） 

    場 所：あべのハルカス近鉄本店 

 

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 

  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 

 

・近畿生鮮・デリカ内見会 

    開催日：5/19（木） 

    会 場：日本アクセス近畿低温物流センター 

主 催：日本アクセス西日本営業部門 

    内 容：日本アクセス西日本の取引先が集まる展示商談会 

・三井食品内覧会 

    開催日：5/24（火） 

    会 場：三井食品本社 

主 催：三井食品株式会社 

    内 容：三井食品株式会社の取引先が集まる展示商談会 

  ・産地視察型商談会〈全体会〉 

     開催日：5/31（火） 

     会 場：ザ クラウンパレス新阪急高知 

     主 催：高知県 

     共 催：高知県地産外商公社 

     内 容：県内外の小売店等バイヤーを県内に招へいしての商談会 

・三井食品株式会社 フードショー 2016 

     開催日：6/15（水）・16(木) 

     会 場：パシフィコ横浜  

     主 催：三井食品株式会社 

     内 容：三井食品株式会社の取引先が集まる展示商談会 

   ・2016年国分グループ首都圏エリア展示会 

     開催日：6/28（火）・29(水） 

     会 場：東京国際フォーラム 

     主 催：国分グループ本社株式会社 

     内 容：国分グル―プ株式会社の取引先（首都圏）が集まる展示会 

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

［今後の予定］ 

  ・2016年秋季国分グループ展示商談会 

     開催日：7/13（水） 

     会 場：帝国ホテル大阪  

     主 催：国分グループ 

     内 容：国分グル―プの取引先が集まる展示会 

  ・スハラ食品展示会 

     開催日：7/13（水） 

     会 場：札幌  

     主 催：株式会社スハラ食品 

     内 容：株式会社スハラ食品の取引先（北海道）が集まる展示会 

  ・日本アクセス東日本秋季フードコンベンション２０１６ 

     開催日：7/13（水）、14（木） 

     会 場：さいたまスーパーアリーナ  

     主 催：株式会社日本アクセス 

     内 容：株式会社日本アクセスの取引先が集まる展示会 

・日本アクセス西日本秋季フードコンベンション２０１６ 

     開催日：7/21（木）、22（金） 

     会 場：インテックス大阪  

     主 催：株式会社日本アクセス西日本営業部門 

     内 容：株式会社日本アクセス西日本の取引先が集まる展示会 

・第 13 回五味商店こだわり商品展示会 

     開催日：7/27（水） 

     会 場：丸ビルホール  

     主 催：株式会社五味商店 

     内 容：株式会社五味商店の取引先が集まる展示会 

  ・産地視察型商談会（カテゴリー別） 

     開催日：7/28（木）、29（金）県内各地域） 

・第９回居酒屋産業展 

開催日：8/30（火）～9/1(木） 

     会 場：東京ビッグサイト 

     主 催：外商ビジネスウィーク実行委員会 

     内 容：外食業界の経営者やバイヤーを中心に約 5万人が参加するプロ向け専 

門展示会。県内事業者 14社が参加予定 

＜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  

5,155アイテム（店内販売は約 2,939アイテム(5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) 

【高知市内のアンテナショップ】 
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《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（毎週火曜日） 

 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 

    ・大学との協働 

      高知大学 地域協働学部 地域協働企画立案実習の受け入れ（隔週、1年間） 

・店頭販売の強化 

奇想天外 土佐土産、高知のキャラクター販売 

     野村煎豆加工店 ミレービスケット販売 

    ・その他 

  ふるさと納税へのお返し（H27.5/15～H28.5/31：1,094 件） 

・ギフト等の物販強化 

・インターネット販売強化 

    ・客船寄航の対応 

特産品等の販売ブースを設置 

   寄港時、店舗２階を通訳待合室として提供 

＜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県内事業者の支援を 

実施 

・タイ食品見本市「ＴＨＡＩＦＥＸ」出展（5/25（水）～27（金）） 

[今後の予定] 

・シンガポール「明治屋」バイヤー招へい商談会（7/4（月）～6（水）高知市） 

・シンガポール「Ｊ－ＭＡＲＴ」テストマーケティング（8/1（月）～10/31（月）） 

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

 

・バンコクものづくり商談会(6/22(水)～24(金)) 

＜お問合せ＞ 工業振興課（TEL：088-823-9724） 

 

  ・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 

 

 

 

【海外への地産外商に挑戦】 

【全国への情報発信】 
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・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：4/6（水）～（H27年度相談件数：31件） 

・市場対応商品開発等事業費補助金 

   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、

生産管理高度化等を支援する 

補助率：1/2 以内 

補助限度額：上限 3,000千円、下限 100千円 

補助先：事業実施主体（高知県内の事業者・団体） 

H27年度実績：5社 

・生産管理高度化 

＜高知県主催「食品衛生管理高度化支援事業」＞ 

経営トップセミナー：H29.2 月 半日×1回（高知会場）  

 HACCP研修：6月から 8月で 2日間 7回(6会場、保健所単位)予定 

HACCP研修（補講）：9月 1日×1回（高知会場）予定 

一般衛生管理研修：11月 半日×3回（安芸・四万十・高知会場）予定 

衛生管理指導者研修：9月 2日×1回（高知会場予定） 

・衛生管理ワンストップ窓口の設置（地産地消・外商課内）（TEL088-821-8966） 

・ＨＡＣＣＰアドバイザーの派遣（無料） 

・生産管理コーディネーターの派遣（無料） 

＜高知県主催「食品表示研修」＞ 

カテゴリ別（農畜産・水産・調味料・調理食品）研修：8月から 10月 4回 

栄養成分表示研修：6月 半日×1回（高知会場） 

H29.1月 半日×2回（高知・四万十会場） 

＜お問合せ＞地産地消・外商課 食品加工推進担当（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：668件 

      ＜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 2件（5月末現在） 菓子、清酒 

＜お問合せ＞工業技術センター （TEL：088-846-1111） 

 

 

 

 

【食品加工の推進、生産管理の高度化】 
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◆ 移住促進による経済活性化 

   ◆移住に関心をもってもらう取り組み 

・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：  429,236件 

H27年度アクセス数：  525,243件       

H28年度アクセス数：  54,780件[前年度比 106%] ※5月末 

 

◆移住に向けた主体的な行動に移ってもらう取り組み 

・移住・交流コンシェルジュ 

＜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 

＜東京＞ 

     移住・交流コンシェルジュを東京（「まるごと高知」地下 1階）に配置（H26.4～） 

「ふるさと回帰支援センター」（東京）に相談窓口設置（H27.4～） 

◇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） 

 ⇒[予定]7/22に、ふるさと回帰支援センターが大幅にフロア面積を拡充し、

東京交通会館 8階にリニューアルオープン（それに伴い高知県の相談窓

口も 8階に移転）  

「まるごと高知」の開設日（H27.4～） 

◇開設日 月曜 

◇開設時間 11:00～19:30 

＜大阪＞ 

大阪での出張相談を開始（H26.11～） 

◇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） 

 ＜相談者数（県＋市町村）＞  

平成 26年度 3,458人 

平成 27年度 3,943人 

平成 28年度   497 人[前年同期比 87％] ※5月末 

 

・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 

【移住促進策】 
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く方を「移住支援特使」として委嘱（6/16 現在 10社 30人） 

   ・移住相談会等 

5/21     東京 農・林・漁業の暮らし座談会 

6/11   大阪 高知暮らしフェアの開催 

6/12   東京 高知暮らしフェアの開催 

6/25～26やりがい仕事トライアル合宿 in 高知！（農業、林業への就職編） 

（香美市、高知市、南国市） 

［今後の主な予定］ 

7/22     東京 移住笑談会（テーマ：就職）の開催 

7/23     大阪 移住笑談会（テーマ：起業）の開催 

7/30～31高知暮らし体感ツアー（高知市、いの町） 

8/5      東京 移住笑談会（テーマ：起業）の開催 

8/6      大阪 ふるさと回帰フェア 2016 への出展    

        

・「高知家で暮らし隊会員」対象の割引制度を開始 

     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（H25.12/1～） 

     引越代金の割引制度を開始（H25.12/25～） 

ホテル旅館の宿泊特典を開始（H26.2/1～） 

          リフォームの割引特典を開始（H26.9/5～） 

        レオパレス賃貸物件の契約金割引制度を開始（H27.6/3～） 

     高知市内の一部賃貸物件の短期契約可能特典を開始（H27.6/3～） 

合宿免許料金の割引特典を開始（H27.7/23～） 

・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材を対象に、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 

【起業希望者コース】［予定］ 

9月       東京・大阪での座学研修 

H29.1月       高知でのフィールドワーク研修 

    【就業希望者コース】 

6/11        大阪 座学研修・合同企業就職相談会 

6/12           東京 座学研修・合同企業就職相談会 

[今後の主な予定] 

10月        東京・大阪での座学研修 

12月           東京・大阪での合同企業就職相談会 

＜お問合せ＞移住促進課（TEL 088-823-9755） 

 

  ◆移住について真剣に考えてもらう取り組み 

   ・高知県移住推進協議会 

官民協働による「高知県移住推進協議会」を開催 

4/28  平成 28年度 第 1回高知県移住推進協議会 

・高知県移住者ローン優遇制度を開始（H27.7/6 四国銀行、H27.7/15 高知銀行） 

   ・高知家移住促進プロジェクト 

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
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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 

5/27 総会   

◆安心して住み続けてもらう取り組み 

・「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（6/16現在 17市町村 79人） 

   ・移住者交流会 

     6/18   日高村・いの町で開催（ご当地グルメ＆文化に触れる一日） 

   

  ◆移住実績 

   ＜移住者数（県＋市町村）＞  

平成 26年度 403組 652人 

平成 27年度 518組 864人 

平成 28年度 194組 289人 [前年同期比 156％] ※5月末（暫定値） 

 

 

◆ 担い手の育成・確保  

 
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：H24:1,672 名、H25:1,648名、H26:1,921名、H27:1,718名 

平成 28年度は「起業家養成講座」、「エグゼクティブコース」を新設するなどカリキュ

ラムをバージョンアップし、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 

◆土佐 MBA事前面談 

  産業人材育成コーディネーターによる受講相談 

  開催日：5/13（四万十市）、5/21（安芸市）、5/15・27・28（高知市） 

◆入門編（11科目）「起業家入門」を新設（6/22 時点の参加者延べ 476名） 

B-4 広報戦略入門 

開催日時：6/15(水)14:00-16:00、18:30～20:30（場所：ココプラ） 

         講師：高知県地産地消外商公社 野戸 昌希 氏 

     参加者：87名 

   B-5 経営戦略入門 

     開催日時：6/20（月）14:00-16:00、18:30～20:30（場所：ココプラ） 

     講師：タクティス<経営支援サービス> 田村 樹志雄 氏 

     参加者：103名 

  その他の入門編科目 

     実施期間：6/6（月）～7/8（金）（場所：ココプラ） 

講師：民間企業の実務者、大学教授ほか 

受講対象：産業に関わる全ての方 

◆基礎編（13科目）「起業家養成講座」を新設 

【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：7～12月 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 

  ◆応用編（マーケティング戦略、財務戦略） 

実施期間：H29.2・3 月  場所：ココプラ 

講師：県内経営コンサルタント  受講対象：産業に関わる全ての方 

◆実践編 

・「目指せ！弥太郎 商人
あきんど

塾」地域セミナー（新） 

講師： 臼井 純子氏（オフィス・ウスイ代表） 

実施期間：5/11・12（宿毛市）、5/19・20（安芸市） 

受講者：ご自身のビジネスを拡大したい事業者（各 20事業者程度、募集中） 

参加者：3名（宿毛市）、3名（安芸市） 

・「目指せ！弥太郎 商人
あきんど

塾」 

講師：臼井 純子氏（オフィス・ウスイ代表）ほか 

受講者：新商品の開発やビジネスプランの構築を目指す 20事業者 

実施期間：7～H29.3月（2.5日間×6回）（募集中） 

・「土佐経営塾」 

講師：調整中  

受講者：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 20名 

     実施期間：9～12月（全 12セッション予定）（6月募集開始予定） 

◆エグゼクティブコース（新設） 

 県内中小・中堅企業の幹部育成のための経営大学院（MBAスクール）レベルの講座 

受講対象：県内企業の次期経営層 25名（H28.6月募集開始予定） 

実施期間：8～H29.2月（全 6セッション） 

◆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 

  実施期間：5/13～H29.2月 

＜開講式＞5/13 14:00～（場所：高知大学農学部） 

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

 ◆６次産業化セミナー 

   県内の地域資源を活かした農村の活性のため、農産加工や農家レストランなどに意欲 

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 

     ・基礎コース （10グループ程度）7/14、8/17、9/8 全 3回  

・実践コース （6グループ）6/20～ 全 7回 

    ＜お問合せ＞地域農業推進課 （TEL：088-821-4537） 
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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 

2名の特別技術支援員（食品加工、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（26件/21 日間、5月末現在） 

・ 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 

・ 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 

3コース  3日間 44名参加（5月末現在） 

＜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＞ ※詳細は p.16へ 

・新規導入設備の利用促進や技術研修などの実施（かみわざひとづくり事業） 

・紙産業技術研修会の開催（高知県製紙工業会への委託事業 5回シリーズ） 

・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） 

 ＜お問合せ＞紙産業技術センター （TEL：088-892-2220） 

 

  ・生徒の企業・学校見学（進路を知ろう事業）H28.5月～H29.3月  

 5月末現在 3校 203名実施 

・生徒、保護者、教員対象進路講演会（キャリアサポート事業）H28.4月～H29.3月  

 5月末現在 794名（生徒 619名、保護者 72名、教員 103名）4校実施 

・インターンシップ（仕事を知ろう事業）H28.6月～H29.3月  

5月末現在 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） H28.5 月～H29.3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） 

 5月末現在 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） 

 5月末現在 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 計 60名実施予定 

・ スキルアップ講習会（社会人基礎力の育成事業） H28.4月～H29.3月  

5月末現在 1校 53名実施 

 

・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～) 

【各種技術指導等】 

【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】 

【高等学校における人材育成事業】 
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・キャリア教育地区別指導者養成研修会の開催  

東部地区（7/28予定） 

中部地区（8/1予定） 

西部地区（7/27予定） 

  ・キャリア教育教員用啓発パンフレット配布 6,000部（3月）        

 

  ・若者の就職を促進するため、ジョブカフェこうちにおいて、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 

  【URL】http://www.jobcafe-kochi.jp/  

ジョブカフェこうち （TEL:088-802-2025） 

運営日：年中無休（12/29～1/3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（12/29～1/3 を除く） 

時間：11:00～19:00 

セミナー等の開催 

      5/21（土） ｢自己アピール力を磨くトレーニング｣      13名 

6/18（土） 高校生のための「業界・業種理解セミナー」   62名      

   [今後の予定] 

      7/2（土） インターンシップマッチング交流会           

・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 

H27年度 18校実施 

H28年度 17校実施予定 

 

・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 366社、求職者 636人（5 月末現在） 

【URL】http://ui-turn.pref.kochi.lg.jp 

就職者数 平成 27年度 88人 平成 28年度 7名（5月末現在） 

・高知県事業承継・人材確保センターＵＩターン就職支援室での無料職業紹介の実施 

所在地：高知市本町 2-2-29 畑山ビル５階  

時間：9:00～19:00 休日：土日祝日、12/29～1/3 

ＴＥＬ：088-872-2035 

・ジョブセンターはりまや「U・Iターン就職相談コーナー」での就職支援 

高知県へ U・I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 

【Ｕ・Ｉターン就職支援】 

【若年者等の県内企業への就職促進】 
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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 

    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ターン就職相談会の開催 

6/11（土）  大阪  高知県 U・Iブースへの来場  23人 

6/12（日）  東京  高知県 U・Iブースへの来場  15人 

 [今後の予定] 

8/13（土） 高知市で開催 

・高知家の女性しごと応援室によるきめ細かな就労支援 

    所在地：高知市旭町 3-115 こうち男女共同参画センター「ソーレ」2 階 

    時間：月曜日 9:00～17:00 火～木曜日：9:00～18:00 土曜日：10:00～17:00 

    ＴＥＬ：088-873-4510 

    ＜お問合せ＞県民生活・男女共同参画課  女性の活躍推進室 （TEL：088-823-9651） 

    【URL】http://www.kochijyosei.jp/index.html 

 

 

   地域に残りたいと願う若者の就職に関する希望をかなえるには、第一次産業から第三

次産業までの多種多様な仕事が必要。そのため、地域に根差した第一次産業や観光など

を核として、その周りに様々な産業を集積させる「地域産業クラスター」を意図的に生

み出していく 

＜5月＞ 

  ◆地域産業クラスター専門コーディネーターの配置 

   プロジェクトを立ち上げるための情報収集やクラスタープランの策定、実践等を支援 

  ◆地域産業クラスター化推進チームの設置 

   具体のプロジェクトごとに課題とニーズを集約して事業化につなげていく体制を整備 

 ＜お問合せ＞地産地消・外商課 （TEL:088-823-9770） 

 

 

◆ 起業・新事業展開の促進 

◆4/1 計画推進課内に起業推進室を設置、総合相談窓口を開設 

関係機関（市町村、商工会・商工会議所、創業支援機関等）との連携体制を構築 

相談件数（4～6月）：21件 

創業支援計画認定件数（5月）：8市町（※6月末現在 14市町） 

 

◆起業推進体制の整備 

 [今後の予定] 

    7月下旬 第 1回高知県起業推進会議 

◆ 地域産業クラスターの形成 

【女性の就労支援】 

【起業推進】 

【地域産業クラスターの形成】 

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

設置目的：各機関のサポート力・連携体制の強化、さらなる施策のアクティブ化

の検討、個別案件へのサポート 

構成メンバー：関係部（文化生活部、産業振興推進部、商工労働部）部長以下 

議題：高知県起業推進会議の役割について 

 

◆小規模起業促進事業費補助金 

  高知県内における小規模な起業を支援することにより、若者世代の働く場を増やし、   

もって県外への転出抑制及びＵターン等の転入促進を図る。 

補助対象：操業開始後 1年以内に 3人以上 9人以下の正規職員の県内新規雇用を 

行う事務系事業者 

  ＜お問合せ＞ 計画推進課 起業推進室（TEL:088-823-9781） 

 

◆高知県起業支援研修事業 

    高知県での起業を考えている都市部の人材を対象に、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 

【起業希望者コース】［予定］  

9月       東京・大阪での座学研修 

H29.1月       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） 

 

◆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」 

平成 28年度は「起業家入門」「起業家養成講座」を新設するなどカリキュラムをバー

ジョンアップし、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 

○入門編「起業家入門」を新設（6月末時点の参加者延べ 128 名） 

  B-1起業家入門 

開催日時：6/6(月)14:00-16:00（場所：ココプラ） 

          講師：城西大学 小野 正人 氏 

     参加者：68名 

   B-2女性のための起業入門 

    開催日時：5/14（土）14:00-16:00（場所ソーレ） 

      講師：オフィス・ウスイ 臼井 純子 氏 

     参加者：60名 

[今後の取組] 

○基礎編「起業家養成講座」を新設 

  C 起業家養成講座 

   ①起業家養成 はじめに 

     開催日時：7/2（土）15:30～17:00（場所：ココプラ） 

     講師：日本 MITベンチャーフォーラム 副理事長 本橋健 

   ②起業家養成 起業家講話① 

     開催日時：7/10（日）15:30～17:00（場所：ココプラ） 

     講師：株式会社エムスクエア・ラボ 代表取締役 加藤百合子 

   ③起業家養成 起業家講話② 
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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 

開催日時：7/30（土）15:30～17:00（場所：ココプラ） 

     講師：ベルグアース株式会社 代表取締役 山口一彦 

   ④起業家養成 まとめ① 

     開催日時：9/10（土）13:30～15:00（場所：ココプラ） 

     講師：城西大学 小野正人 

   ⑤起業家養成 まとめ② 

     開催日時：9/10（土）15:15～16:45（場所：ココプラ） 

     講師：城西大学 小野正人 

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

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

 

◆市町村等が設置・運営するシェアオフィスへの入居促進や入居した事業者等の活動な

どを支援 

[今後の予定] 

7月下旬～8月上旬 シェアオフィスプロモーション実施 

      ＜お問合せ＞ 計画推進課 起業推進室 （TEL：088-823-9781） 

 

 

◆ 産学官民連携 

  ◆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 

◆産業振興等に資する人材育成研修等の実施 

 □連続講座 

・ローカル toグローバル（㈱野村総合研究所との連携により開催） 

     第 1回 開催日時：6/20（月）13：00-17:00(場所：ココプラ) 

講師：㈱野村総合研究所 業務革新コンサルティング部長   

森沢 伊智郎 氏 他 

           内容：地方の中小企業が海外への販路を開拓する際のプロセスを 

学ぶ 

           参加者：24 名 

[予定]第 2回 開催日時：7/8（金）13：00-17:00(場所：ココプラ) 

第 3回 開催日時：8/5（金）13：00-17:00(場所：ココプラ) 

    

  ・高知コ・クリエーションベース（㈱リクルートライフスタイル（じゃらんリサー

チセンター）との連携により開催） 

地域課題解決と産業振興に寄与する新規事業を生み出すことを目的とし、 

全 6回開催 

第 1回 開催日時：6/28（火）13:15-18:30（場所：ココプラ） 

[予定]第 2回 開催日時：8/4（木）13:15-18:30(場所：ココプラ)   

      

【産学官民連携センター（ココプラ）】 

【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 

□高知家フューチャーセミナー 

第 1回 開催日時：6/3（金）13:30-17:00 

          ＜第 1部＞     

       講師：日経 BP 社 執行役員 麓 幸子 氏 
          演題：「女性が活躍する組織はなぜ強いのか～そのビジネスメリットと推進   

のポイント」 
              参加者：72名 
            ＜第 2部＞ 内容：ワークショップ 
              テーマ：女性が活躍できる社会になるためには？ 

“あなたが明日からできること“ 
              参加者：28名 

[予定] 

第 2回 開催日時：7/15（金）13:30-17:00 

        ＜第 1部＞ 

          講師：サイボウズ株式会社 デジタルビジネスプロデューサー他 
                    中村 龍太 氏 
               演題：「働き方が変わる未来予想」  

 ～実践…フク業がもたらすメリット、デメリット～ 
            ＜第 2部＞内容：ワークショップ 
              テーマ：あなたが 2枚目の名刺を持つとしたら？ 

□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：5/18（水）18:30-20:00（場所：ココプラ） 

        講師：高知大学 医学部附属病院薬剤部 教授 宮村充彦 

        演題：天然素材の医療への応用 

～ショウガを利用した嚥下機能改善品の開発を中心に～ 

参加者：29 名 

    第 2回 開催日時：5/25（水）18:30-20:00（場所：ココプラ） 

        講師：高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科 准教授 近藤拓也 

        演題：コンクリートの一生～健康診断・手術・寿命～PC構造物を例に取り 

参加者：19 名 

第 3回 開催日時：6/1（水）18:30-20:00（場所：ココプラ） 

講師：高知県立大学 社会福祉学部 講師 福間 隆康  

演題：障がい者の就労支援～障害のある人を企業戦力にするための 

           雇用管理～ 

        参加者：13名 

第 4回 開催日時：6/8（水）18:30-20:00（場所：ココプラ） 

講師：高知県立牧野植物園 園長 水上 元  

演題：「植物インベントリーと産業振興：海外産植物資源からの有用物質の探索 
と開発」 

参加者： 21名 

第 5回 開催日時：6/15（水）18:30-20:00（場所：ココプラ） 

講師：高知工科大学 システム工学群 教授 田島 昌樹 
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演題：建築・住宅の室内環境 ～温暖な気候ほど、室内には問題が！～ 

参加者：13 名 

第 6回 開催日時：6/22（水）18:30-20:00（場所：ココプラ） 

講師：高知学園短期大学 医療衛生学科医療検査専攻 准教授 三木友香理 

演題：青少年の夢を広げるための体験活動～臨床検査をのぞいてみよう～ 

参加者：30 名 

第 7回 開催日時：6/29（水）18:30-20:00（場所：ココプラ） 

講師：工業技術センター 

（1）食品開発課 チーフ 森山 洋憲 

演題：酵素で”一皮剥けた”商品開発～ブンタンのカットフルーツ化～ 

（2）生産技術課 主任研究員 今西 孝也 

演題：高機能情報提供システムに関する研究開発 ～まるごと東部博に 

おける実証試験とクラウド型電子案内板の開発～ 

（3）資源環境課 研究員 鈴木 大進 

演題：健康食品・香粧品開発に向けた県内植物の探索 ～抗アレルギー・ 

        抗老化機能について～ 

[今後の予定] 

第 8回 開催日時：7/6（水）18:30-20:00（場所：ココプラ） 

講師：高知大学 医学部附属病院検査部・病態情報診断学  

講師 竹内 啓晃 

演題： 高知県産品の探索・評価 ～ 健康・医療への統合展開  

－生体効果検証とその応用－ 

第 9回 開催日時：7/20（水）18:30-20:00（場所：ココプラ） 

講師：高知工業高等専門学校 ソーシャルデザイン工学科 助教 大角理人 

演題：有機化学の魅力～不用品の再生や日用品への応用～  

第 10回 開催日時：7/27（水）18:30-20:00（場所：ココプラ） 

講師：高知県立大学 看護学部 教授 竹崎 久美子 

演題：危機を見据えた日頃の備え－老人看護と南海地震対策の接点－ 

第 11回 開催日時：8/3（水）18:30-20:00（場所：ココプラ） 

講師：高知工科大学 環境理工学群 講師 大谷 政孝 

演題：さまざまな可能性を秘めたナノ凹凸粒子  

～人工光合成の実現に向けて～ 

第 12回 開催日時：8/24（水）18:30-20:00（場所：ココプラ） 

講師：高知学園短期大学 看護学科 教授 池田 恵美子 

演題：「里山の地域活動」に触れた学生の変化 

第 13回 開催日時：8/31（水）18:30-20:00（場所：ココプラ） 

講師：紙産業技術センター 素材開発課 主任研究員 森澤 純 

演題：トイレに流せる製品群の評価システム（土佐方式）について 

 ※以降、原則毎週水曜日（毎月第 2水曜日を除く）開催予定。 

 

□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：5/20（金）18:30-20:00（場所：ココプラ） 
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          講師：株式会社ミロク 代表取締役社長 弥勒 美彦  
演題：地方企業の事業ビジョンと戦略  
    ～ミロクの生き残るべき道としての価値創造～ 

        参加者：42 名 
  第 2回 開催日時：6/17（金）18:30-20:00（場所：ココプラ）  

講師：有限会社 華珍園 代表取締役 中越 景之 
演題：高知に根ざす商売って何だ…？ ～わたしたちと食材・人・地域～ 

[予定] 第 3回 開催日時：7/15（金）18:30-20:00（場所：ココプラ） 

        講師：学校法人龍馬学園 理事長 佐竹 新市 

        演題：地方における職業教育の役割と心の経営 

    第 4回 開催日時：8/19（金）18:30-20:00（場所：ココプラ） 

 ※以降、毎月第 3金曜日開催予定。 

 

   □第 2 回高知を盛り上げるアイデアソン（起業気運醸成のため㈱オルトプラスとの連

携により開催） 

開催日時：6/12 (日) 9:30-17:00（場所：高知工業高等専門学校） 

テーマ：ＩＴ×防災 

    参加者：22名 

   □知財マッチング（県内中小企業の技術を新事業創出につなげるため、大手企業の開

放特許とマッチングする。） 

＜事業説明会＞ 

        開催日時：5/24（火）13:30-16:30（場所：永国寺キャンパス） 

        参加者：29名 

□地域産業創出Ⅰ 

    土佐 MBA 実践編等の修了生を対象として、地域アクションプラン等に繋がる地域を

巻き込んだビジネスのプランづくりにより事業推進力を高める。 

       講師：オフィス・ウスイ 代表 臼井純子 

開催：6/28～29年 1月（全 10回） 

  ＜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 

 4/5（火）～5/31（火） 産学官連携産業創出研究推進事業（委託）の募集 

4/26（火）～6/7（火）産学官連携多分野利用促進事業（補助金）の募集 

 [今後の予定] 

      7月   産学官連携産業創出研究推進事業（委託）採択発表 

産学官連携多分野利用促進事業（補助金）採択発表 

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

 

 

 

  

【産学官連携新産業創出】 


