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県外観光客入込数・観光総消費額の推移

令和元年度事業報告（案）及び収支決算報告（案）について
自然景観や
ビュースポット、
体験・滞在型
観光施設の整備

土佐の観光創生塾な
どを通じた観光資源の
磨き上げ

ターゲットに応じた
情報発信

きめ細かな
観光情報の提供

◆特設WEBサイトやSNSを活用した情報発信
　　⇒著名人（ユージ氏、小野大輔氏、佐藤健寿氏など）を活用した動画等でのPR
　　⇒イベント情報やトピックスの投稿、フォロワー増加企画（インスタントくじなど）の実施

◆近畿、中四国のローカルメディアを活用した広報
　　⇒新たに開設した観光スポットや地域イベントなどの着地情報の露出
　　　　(RSK「ごじまる」、RNB「Beans」、読売新聞、関西ウォーカーなど）

◆旅行会社向けのセールス活動、旅行商品づくり支援 　
　　⇒都市圏等での商談会開催(10ヶ所のべ197社)、各社への個別セールス(のべ150社)　
　　⇒OTA宿泊クーポンの発行、本県企画商品のPR経費支援、レンタカー商品の造成支援
◆交通拠点や集客イベントなどでの広報　⇒空港、SAでのガイドブック配架や県外イベント出展
◆２ndシーズンスタートイベントの開催　⇒仁淀川地域イベント（参加者2,016名）

◆全国メディア等を活用した広報
　　⇒首都圏情報交換会の開催（2回29社参加）、タレント(塚地武雅氏、山里亮太氏）を起用したメディアリリース　 
　　⇒テレビ「ヒルナンデス」、「王様のブランチ」、「ゴゴスマ」、雑誌「週刊文春」「anan」「BE-PAL」「CREA」など　　

周遊促進や
二次交通の整備

キャンペーンの
開催を広く周知

観光客の満足度向上

◆プッシュ型の情報提供に向けた観光案内所等の機能強化
　　⇒ブロック別研修の開催（７ブロック各２回のべ107名、3ブロック各1回のべ25名）
　　⇒観光関連事業者等を対象にした外国人受入研修の開催（41事業者のべ110回）
    ⇒公衆無線LAN,案内カウンター設置など（3市町村4件）

◆観光客アンケートの実施と観光施設等へのフィードバック
　　⇒「体験プログラム利用者アンケート」（33ヶ所のべ258人）、OTAサイトユーザー評価の集約（のべ236人）

◆歴史・文化施設への館内ガイドの配置　⇒室戸ジオパークセンターなど10施設

◆観光人材･ガイド団体の育成　　
　  ⇒全体研修交流会〔131名参加〕及び地域別研修交流会〔3回のべ122名参加〕の開催
　  ⇒観光ガイドおもてなしアドバイザーの派遣（2団体6回）

◆インバウンド向けの情報発信、旅行商品の造成・販売
　　⇒外国人専門家等による着地型旅行商品の造成・販売（24商品）
　　　　「高知市内満喫ツアー」「鍛冶屋体験ツアー」「サイクリング・ラフティング体験ツアー」など
　  ⇒中国最大のOTAとの連携（本県特設ページ開設、予約可能宿泊施設133件掲載）
　　⇒海外旅行代理店による「チームラボ高知城光の祭」ツアー催行（台湾740名、香港334名、韓国8名）

◆市町村と連携した観光地づくり
　　⇒東洋町海上アスレチックオープン（7/13）　⇒「龍河洞」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ導入（7/19）

◆アウトドア拠点など核となる観光地づくり
　　⇒「ｽﾉｰﾋﾟｰｸ土佐清水ｷｬﾝﾌﾟﾌｨｰﾙﾄﾞ」（4/28） 　⇒「ｽﾉｰﾋﾟｰｸかわの駅おち」（6/８） 
　  ⇒「柏島観光情報発信センター」(7/1）　　⇒「ﾓﾝﾍﾞﾙｱｳﾄﾄﾞｱｳﾞｨﾚｯｼﾞ本山」（7/7）

　◆民間活力を積極的に導入した観光地づくり　⇒四万十ひろばカヌー館オートキャンプ場(ピカ)、
　　　　大月エコロジーキャンプ場（キャプテンスタッグ）、四万十川ジップライン（パシフィックネットワーク）など
　◆周遊キャンペーン等の実施
　　　⇒スクラッチキャンペーン（4～9月、参加者6,511名）、土佐の城ご城印ラリー（7月～、参加者11,013名）
　◆ナイトタイムエコノミーの推進　
　　 ⇒高知光のフェスタ（11～2月:のべ15万人以上）、チームラボ高知城光の祭（11～1月:のべ8万8千名）
　◆二次交通対策 ⇒ﾚﾝﾀｶｰｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施(ｸｰﾎﾟﾝﾌﾞｯｸ約1万冊配布)、公共交通機関と連携した特別切符の造成

　◆「土佐の観光創生塾」を通じた観光商品づくり
　　　⇒77プログラムが商品造成済、うち60プログラムがキャンペーン特設サイトで販売
　　　 　「棚田フットパスと石窯ピザ焼き体験」「はたらく馬と過ごす田舎暮らし体験」など

◆市町村をはじめとした地域が連携した博覧会の開催
　　⇒「土佐れいほく博」 (7～12月:入込客前年同期比 観光施設110%、宿泊施設134%)

（千PV）

H29年度：802,340PV
R元年度：1,337,241PV
（対維新博比：166.7％）
※維新博はH30年度途中で終了しているため、
　 H29年度との比較を行う

体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ登録数（R元年度：4月⇒3月）524 ⇒ 584

う 
る

認知度向上と
全国での話題化　

◆新たなコンセプトによるプロモーション展開
　　⇒「あなたの新休日」CM、PR動画、ホームページ、ポスター、ノボリ等の制作

つ 
く 
る

も
て
な
す

H30年度：1,977,333人
R元年度 ：2,039,413人
　　　 （対前年比103.1%）

第１号議案－(１)

受入事業

誘致･広報事業

受入事業

受入事業

誘致･広報事業

誘致･広報事業

受入事業

受入事業

　　　　リョーマの休日キャンペーン
土佐二十四

万石博
花・人・土
佐であい博

志国高知
龍馬ふるさと

博
土佐・龍馬
であい博

観光総消費額
(単位：億円、右側目盛)

県外観光客入込数
(単位：万人)

志国高知
幕末維新博

大河ドラマ
「龍馬伝」

リョーマの休日
～自然＆体験キャン

ペーン～

4/27~5/6
:10連休

◆体験プログラム利用者の声（主なもの）
・ガイドさんが親切で親しみやすかった。
・楽しかったので他のいろんな体験もしたい。
・高知に来る予定ではなかったが、愛媛まで来たので寄った。想像以上によかった。
　桂浜に感動した。
・高知県は見どころが数多くあるが、遠いせいなのかあまり知られていないと思う。また来てみたい。
・子どもの喜ぶ顔が見れて良かったです。

高知光
のフェスタ

新型コロナウィル
ス感染症拡大

による影響

ｲﾝｽﾀﾝﾄくじ
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

OTAサイトユーザーの☆３以上の評価割合：94.1％

体験プログラム利用者リピート希望率：94.2％

お盆の時期台
風が直撃

新型コロナウィル
ス感染症拡大

による影響

（千人）



令和元年度事業報告書（案）

高知県自然・体験型観光キャンペーン実行委員会事業

５０５，３７０千円

誘致・広報事業 ３４４，６６５千円

◆ 全国の中での話題化・認知度向上のための取組

◆ ターゲットに応じたきめ細やかな情報発信・拡散

◆ 旅行会社等へのセールス活動

受入事業 １０７，８１８千円

◆ 盛り上がりをつくり出す特別イベント等

◆ 歴史・食を含む観光資源の磨き上げ

◆ 周遊促進事業

事務費 ５２，８８７千円

◆ 事務局運営経費等

第１号議案－(２)



（収入） （単位：円）

① 528,872,000 495,378,608 33,493,392

② 10,597,000 9,981,218 615,782

2 受託事業収入 ① 0 0 0

3 協賛金収入 ① 0 0 0

4 その他の収入 ① 0 9,610 △ 9,610

539,469,000 505,369,436 34,099,564

（支出）

県補助金 補助金外収入

1 誘致・広報事業費 ① 350,806,000 344,664,881 344,664,881 0 6,141,119 

全国の中での話題化・認知度向上のための取組
注目を集めるプロモーション（パブリシティ）活動
イベント、催事に合わせたＴＶ等の全国的なメディア露出
ブロガー等によるウェブでの情報発信・拡散
ターゲットに応じたきめ細かな情報発信
ＨＰ、ウェブ広告、ＳＮＳ等での情報発信・拡散
近県向けＴＶＣＭ等でのメディア露出
交通機関、高速道路等での屋外広告
旅行会社等へのセールス活動
地域を巡るモニターツアー等の実施
旅行会社が取り扱う割引・クーポン等
ウェブ系旅行会社と連携した誘客促進

2 受入事業費 ① 受入事業費 132,663,000 107,817,764 97,836,546 9,981,218 24,845,236 

イベント関連事業
歴史・食資源の磨き上げ
自然&体験の観光資源の磨き上げ
周遊促進事業

3 事務費 ① 事務費 56,000,000 52,886,791 52,877,181 9,610 3,113,209 報償費、旅費、消耗品費、役務費、事務局運営費等

4 予備費 ① 予備費 0 0 0 0 0 

539,469,000 505,369,436 495,378,608 9,990,828 34,099,564 

令和元年度　高知県自然・体験型観光キャンペーン実行委員会　事業収支決算（案）

予算科目

大科目 小科目

県補助金 高知県自然・体験型観光キャンペーン事業費補助金

その他の補助金・負担金
館内ガイド配置負担金　5,181,218
二次交通地元負担金　　4,800,000

県受託事業

協賛金

その他の収入 開示請求による収入

合計

予算科目

大科目 小科目

誘致・広報事業費

合計

予算額
（①）

決算額
（②）

差額
（①－②）

備考（内訳）

1 補助金収入

予算額
（①）

決算額
（②）

差額
（①－②）

備考（予算概要）

第１号議案－(３)









１

令和２年度事業計画（案）【県予備費】

高知県自然・体験型観光キャンペーン実行委員会事業 １，３２９，４５７千円

誘致・広報事業 ９９１，２８４千円

■全国の中での話題化・認知度向上のための取組

○注目を集めるプロモーション（パブリシティ）活動

○イベント、催事に合わせたＴＶ等の全国的なメディア露出

○ブロガー等によるウェブでの情報発信・拡散

■ターゲットに応じたきめ細かな情報発信

○特設ウェブサイト、ウェブ広告、ＳＮＳ等での情報発信・拡散

○近県向けＴＶＣＭ等でのメディア露出

○交通機関、高速道路等での屋外広告

■旅行会社等へのセールス活動

○個人系、団体系及びウェブ系旅行会社と連携した誘客促進（47,150千円増額）
■新型コロナウイルス感染症対策

○国の Go To Travelキャンペーンと連動した本県独自の交通費用の助成

受入事業 ２８０，１５４千円

■盛り上がりをつくり出す特別イベント等

■歴史・食を含む観光資源の磨き上げ

○自然・体験型観光のガイドやインストラクターを養成

○主要な自然・体験型観光施設における満足度を調査

○歴史・文化施設へのガイド配置を継続

○歴史企画展を含むイベントの開催を支援

○アクティビティの安全対策等

■周遊促進事業

○交通機関とタイアップした二次交通の企画

○龍馬パスポート等を活用した周遊促進

■新型コロナウイルス感染症対策

○高知県観光リカバリー戦略に協力いただく観光関連事業者に協力金を支給

○県民を対象にした「自然＆体験キャンペーン」のモニターツアーを推進

事務費 ５８，０１９千円

○報償費

○需用費

○役務費

○その他

第２号議案－(２)



令和２年度事業　収支予算（案）【県予備費】

収入 （単位：千円）

大科目 小科目

県補助金 1,268,433 47,150 1,315,583 高知県自然・体験型観光キャンペーン事業費補助金

その他の補助金・
負担金

13,874 0 13,874

その他の収入 その他の収入 0 0 0

1,282,307 47,150 1,329,457

支出 （単位：千円）

大科目 小科目

誘致・広報事業費 誘致・広報事業費 944,134 47,150 991,284 全国の中での話題化・認知度向上のための取組

注目を集めるプロモーション（パブリシティ）活動

イベント、催事に合わせたＴＶ等の全国的なメディア露出

ブロガー等によるウェブでの情報発信・拡散

ターゲットに応じたきめ細かな情報発信

特設ウェブサイト、ウェブ広告、ＳＮＳ等での情報発信・拡散

近県向けＴＶＣＭ等でのメディア露出

交通機関、高速道路等での屋外広告

旅行会社等へのセールス活動

個人系、団体系及びウェブ系旅行会社と連携した誘客促進

新型コロナウイルス感染症対策

国のキャンペーンと連動した本県独自の交通費用助成

受入事業費 受入事業費 280,154 0 280,154

自然・体験型観光のガイドやインストラクターを養成

主要な自然・体験型観光施設における満足度を調査

歴史・文化施設へのガイド配置を継続

歴史企画展を含むイベントの開催を支援

アクティビティの安全対策等

交通機関とタイアップした二次交通の企画

龍馬パスポート等を活用した周遊促進

高知県観光リカバリーキャンペーン協力金の支給

県民対象としたモニターツアーの推進

事務費 事務費 58,019 0 58,019

予備費 予備費 0 0 0

1,282,307 47,150 1,329,457

予算科目

館内ガイド配置負担金 5,774
二次交通地元負担金　 8,100

合計

予算科目

盛り上がりをつくり出す特別イベント等

歴史・食を含む観光資源の磨き上げ

周遊促進事業

新型コロナウイルス感染症対策

事務局運営費、報償費、旅費、消耗品費等

合計

既計上予算 補正予算 金額 備考

補助金収入

既計上予算 補正予算 金額 備考

第２号議案－(３)

2





















　土佐清水市　4拠点程度　　室戸市　２拠点程度

高知県におけるワーケーションの推進

■主なワーケーション整備拠点 環境省　関連事業連携 2020年6月22日
国立・国定公園内で休暇と仕事を両立させるライフスタイルを推進

過ごし方を拡散･PR

ワーク バケーション

スペース環境整備・会議用モニター・PC環境等整備など

　第３号議案－(４)

会議室 執務スペース

ワーケーションキックオフイベント
（１）ワーケーション講演　　　（２）ガストロノミー懇親会
（３）アクティビティ体験会　　（４）プロモーション映像

ワーケーションキックオフイベントを開催ツアー・企画を補助（国）

整備を補助（国1/2･県1/4・市町村等） 拡

　　　　　　

　　　　　　　R2年6月補正予算額　4,994千円
【自然・体験キャンペーン実行委員会】

新



１

令和２年度事業計画（案）【６月補正】

高知県自然・体験型観光キャンペーン実行委員会事業 １，３７０，３８９千円

誘致・広報事業 ９９１，２８４千円

■全国の中での話題化・認知度向上のための取組

○注目を集めるプロモーション（パブリシティ）活動

○イベント、催事に合わせたＴＶ等の全国的なメディア露出

○ブロガー等によるウェブでの情報発信・拡散

■ターゲットに応じたきめ細かな情報発信

○特設ウェブサイト、ウェブ広告、ＳＮＳ等での情報発信・拡散

○近県向けＴＶＣＭ等でのメディア露出

○交通機関、高速道路等での屋外広告

■旅行会社等へのセールス活動

○個人系、団体系及びウェブ系旅行会社と連携した誘客促進

■新型コロナウイルス感染症対策

○国の Go To Travelキャンペーンと連動した本県独自の交通費用の助成

受入事業 ３２１，０８６千円

■盛り上がりをつくり出す特別イベント等（4,994千円増額）

■歴史・食を含む観光資源の磨き上げ

○自然・体験型観光のガイドやインストラクターを養成

○主要な自然・体験型観光施設における満足度を調査

○歴史・文化施設へのガイド配置を継続

○歴史企画展を含むイベントの開催を支援（10,800千円増額）

○アクティビティの安全対策等

■周遊促進事業

○交通機関とタイアップした二次交通の企画

○龍馬パスポート等を活用した周遊促進

■新型コロナウイルス感染症対策

○高知県観光リカバリー戦略に協力いただく観光関連事業者に協力金を支給

○安心安全な体験プログラム提供に協力いただく体験観光事業者に協力金を支給（25,138千円）

○県民を対象にした「自然＆体験キャンペーン」のモニターツアーを推進

事務費 ５８，０１９千円

○報償費

○需用費

○役務費

○その他

第３号議案－(５)



令和２年度事業　収支予算（案）【６月補正】

収入 （単位：千円）

大科目 小科目

県補助金 1,315,583 40,932 1,356,515 高知県自然・体験型観光キャンペーン事業費補助金

その他の補助金・
負担金

13,874 0 13,874

その他の収入 その他の収入 0 0 0

1,329,457 40,932 1,370,389

支出 （単位：千円）

大科目 小科目

誘致・広報事業費 誘致・広報事業費 991,284 0 991,284 全国の中での話題化・認知度向上のための取組

注目を集めるプロモーション（パブリシティ）活動

イベント、催事に合わせたＴＶ等の全国的なメディア露出

ブロガー等によるウェブでの情報発信・拡散

ターゲットに応じたきめ細かな情報発信

特設ウェブサイト、ウェブ広告、ＳＮＳ等での情報発信・拡散

近県向けＴＶＣＭ等でのメディア露出

交通機関、高速道路等での屋外広告

旅行会社等へのセールス活動

個人系、団体系及びウェブ系旅行会社と連携した誘客促進

新型コロナウイルス感染症対策

国のキャンペーンと連動した本県独自の交通費用助成

受入事業費 受入事業費 280,154 40,932 321,086

自然・体験型観光のガイドやインストラクターを養成

主要な自然・体験型観光施設における満足度を調査

歴史・文化施設へのガイド配置を継続

歴史企画展を含むイベントの開催を支援

アクティビティの安全対策等

交通機関とタイアップした二次交通の企画

龍馬パスポート等を活用した周遊促進

高知県観光リカバリーキャンペーン協力金の支給

安心安全な体験プログラム提供協力金の支給

県民対象としたモニターツアーの推進

事務費 事務費 58,019 0 58,019

予備費 予備費 0 0 0

1,329,457 40,932 1,370,389

予算科目

館内ガイド配置負担金 5,774
二次交通地元負担金　 8,100

合計

予算科目

盛り上がりをつくり出す特別イベント等

歴史・食を含む観光資源の磨き上げ

周遊促進事業

新型コロナウイルス感染症対策

事務局運営費、報償費、旅費、消耗品費等

合計

既計上予算 補正予算 金額 備考

補助金収入

既計上予算 補正予算 金額 備考
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