
◆平成29年大会記念リレー放流

番号 実施日 実施主体 放流場所
放流魚 参加者

魚種 尾数 学校名等 児童・園児
参加人数

保護者等
参加人数

1 5月16日 宿毛市、
すくも湾漁業協同組合

宿毛市大島
（咸陽島公園周辺） カサゴ 10,000 宿毛市立

大島小学校 19 0

2 5月18日
土佐市、

高知県漁業協同
組合宇佐統括支所

土佐市宇佐
しおかぜ公園 ヒラメ 2,000 土佐市立

宇佐小学校 21 0

3 5月22日 下ノ加江川アユ
保存世話人会

土佐清水市
下ノ加江川 ア　ユ 9,000 土佐清水市立

下ノ加江小学校 43 0

4 5月23日 安芸市 安芸市
安芸漁港内 ヒラメ 3,000 染井保育所 17 0

5 5月24日 土佐清水市栽培
漁業推進協議会

土佐清水市
以布利 ヒラメ 10,000 土佐清水市立

幡陽小学校 14 4

6 5月25日 下田漁業協同組合 四万十市
下田 ヒラメ 10,099 四万十市立

下田小学校 11 0

7 6月  5日 鏡川漁業協同組合 高知市
鏡　川 ア　ユ 7,000 鴨部わかば保育園 50 20

8 6月  7日 高知県漁業協同組合
上ノ加江支所

中土佐町
上ノ加江 ヒラメ 5,820 高知県漁業協同組合

上ノ加江支所 0 3

9 6月  9日 久礼漁業協同組合 中土佐町
久礼 ヒラメ 10,000 久礼保育所 21 15

◆平成30年大会記念リレー放流

番号 実施日 実施主体 放流場所
放流魚 参加者

魚種 尾数 学校名等 児童・園児
参加人数

保護者等
参加人数

1 5月  9日 大月町、
すくも湾漁業協同組合

大月町柏島
（赤灯台周辺） ヒラメ 13,000

大月町立弘見保育所 19 4
大月町立柏島保育所 6 3
大月町立つきなだ保育所 6 2

2 5月  9日 宿毛市、
すくも湾漁業協同組合

宿毛市
小筑紫港周辺 ヒラメ 9,000 宿毛市立

小筑紫小学校
11 1
12 1

3 5月11日 宿毛市、
すくも湾漁業協同組合

宿毛新港内
宇須々木公園周辺 カサゴ 12,500 宿毛市立

咸陽小学校 37 4

4 5月14日 下ノ加江川アユ
保存世話人会

土佐清水市
下ノ加江川 ア　ユ 7,500 土佐清水市立

下ノ加江小学校 37 －

5 5月16日 土佐清水市栽培
漁業推進協議会

土佐清水市
以布利港 ヒラメ 5,000 土佐清水市立

きらら清水保育園 34 4

6 5月16日 下田漁業協同組合 四万十市
下田沖、名鹿沖 ヒラメ 4,300 四万十市立

下田小学校 8 2

7 5月24日
土佐市、

高知県漁業協同
組合宇佐統括支所

土佐市
宇佐地区、新居地区 ヒラメ 2,000

土佐市立宇佐
小学校、土佐市
立新居小学校

17
10 －

8 6月  5日 鏡川漁業協同組合
高知市鏡川廓中堰上右岸

ア　ユ
2,400 鴨部わかば保育園 58 4

高知市役所 鏡庁舎下 1,650 高知市立鏡小学校 24 5
高知市役所 土佐山庁舎 2,000 高知市立土佐山学舎 36 5

リレー放流 リレー放流

　「明治１５０年記念 第３８回全国豊かな海づくり大会～高知家大会～」を県内全域で盛り上
げるため、県内の漁業協同組合等と連携して、子どもたちを対象に、県内各地で多様な魚種の
放流体験事業を実施しました。
　平成29年に９回、平成30年に８回の合わせて17回実施し、延べ588名の子どもたち等
が参加しました。

54 55

宿毛市大島(H29.５.16) 土佐市宇佐(H29.５.18) 土佐清水市下ノ加江川(H29.５.22)

安芸漁港内(H29.５.23) 土佐清水市以布利(H29.５.24) 四万十市下田(H29.５.25)

高知市鏡川(H29.６.５) 中土佐町上ノ加江(H29.６.７) 中土佐町久礼(H29.６.９)

宿毛市小筑紫港周辺(H30.5.9)大月町柏島(H30.５.９)

宿毛新港内宇須々木公園周辺(H30.５.11) 土佐清水市以布利港・四万十市下田沖(H30.5.16)

土佐市宇佐地区(H30.５.24) 高知市鏡川(H30.６.５)

○平成29年

○平成30年
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　高知県各地で行われている水産関係のイベントや伝統のイベントと連携を図りながら、全
県的な機運醸成を図ることを目的としたキャラバンを県内各地で経済的に展開し、大会に向
けた機運を盛り上げました。

◆実施一覧

◆平成29年度　魚食・食育実績一覧

番号 年月日 実施主体 実施場所
参加者

学校名等 学年等 生徒等
参加人数

保護者等
参加人数

1

平
成
29
年

5月29日、30日 南国市立十市小学校 南国市立十市小学校 南国市立十市小学校 4年 58 6
2   7月10日

すくも湾漁業協同
組合・宿毛市

宿毛市立東中学校 宿毛市立東中学校 2年 16 －
3   7月11日 2年 15 －
4   7月19日 宿毛市立山奈小学校 宿毛市立山奈小学校 5年 13 －
5   9月24日 高知地区漁業改良協議会 春野漁港 一般参加者（小学生親子） １～６年 25 30
6   9月25日 すくも湾漁業協同組合・宿毛市 宿毛市立宿毛中学校 宿毛市立宿毛中学校 1年 29 －
7   9月26日 高知県 高知市立潮江東小学校 高知市立潮江東小学校 4年 50 －
8   9月26日 すくも湾漁業協同

組合・宿毛市
宿毛市立宿毛中学校 宿毛市立宿毛中学校 1年 28 －

9   9月28日 宿毛市立小筑紫中学校 宿毛市立小筑紫中学校 5年 9 －
10   9月28日 土佐清水市漁業士連絡協議会 身体障害者療護施設  太陽の家 身体障害者療護施設  太陽の家 － 30 －
11 10月  2日

すくも湾漁業協同
組合・宿毛市

宿毛市立宿毛小学校 宿毛市立宿毛小学校 5年 27 －
12 10月  3日 5年 28 －
13 10月  5日 宿毛市立橋上小学校 宿毛市立橋上小学校 5･6年 11 －
14 10月12日 宿毛市立橋上中学校 宿毛市立橋上中学校 全学年 10 －
15 10月18日 高知県信用漁業協同組合連合会 高知県立高知東高等学校 高知県立高知東高等学校 3年 18 －
16 11月  1日 すくも湾漁業協同

組合・宿毛市 宿毛市立片島中学校 宿毛市立片島中学校 1年 22 －
17 11月  2日 1年 23 －
18 11月  8日 高知県信用漁業協同組合連合会 高知県立高知農業高等学校 高知県立高知農業高等学校 3年 38 －

19 11月  9日 土佐清水市 土佐清水市地域子育て支援
センターどんぐりっこ

土佐清水市地域子育て支援
センターどんぐりっこ － 20 －

20 11月16日 すくも湾漁業協同組合・宿毛市 宿毛市立大島小学校 宿毛市立大島小学校 4年 13 －
21 11月20日、29日 室戸市 室戸市立室戸小学校 室戸市立室戸小学校 5年 56 －
22 11月29日 大月町立大月中学校 大月町立大月中学校 大月町立大月中学校 1年 24 －
23 12月  5日 高知県漁協女性部連合協議会 大月町立大月小学校 大月町立大月小学校 6年 42 －
24 12月  8日 室戸市 室戸市立吉良川小学校 室戸市立吉良川小学校 5年 7 －
25 12月11日 すくも湾漁業協同

組合・宿毛市
宿毛市立咸陽小学校 宿毛市立咸陽小学校 5年 33 －

26 12月15日 宿毛市立松田川小学校 宿毛市立松田川小学校 5･6年 12 －
27 平

成
30
年

2月2日、4日 室戸市 室戸市立中川内小学校 室戸市立中川内小学校 3～6年 7 3
28   2月  6日 すくも湾漁業協同組合・宿毛市 宿毛市立平田小学校 宿毛市立平田小学校 5年 16 －
29 2月20日、22日 室戸市 室戸市立室戸岬小学校 室戸市立室戸岬小学校 3･5･6年 23 3

◆平成30年度　魚食・食育実績一覧

番号 年月日 実施主体 実施場所
参加者

学校名等 学年等 生徒等
参加人数

保護者等
参加人数

1

平
成
30
年

5月15日
高知県

中土佐町立大野見小学校 中土佐町立大野見小学校 3･4年 12 －
2 5月22日 馬路村立馬路小学校 馬路村立馬路小学校 2年 6 6
3 5月31日 津野町立中央小学校 津野町立中央小学校 5年 21 4

4 6月4日、5日 高知市公設水産物地方
市場鮮魚仲卸組合 南国市十市小学校 南国市十市小学校 4年 47 －

5 6月14日 高知県 四万十町立田野々小学校 四万十町立田野々小学校 3･4年 13 13
6 6月29日 香美市立大宮小学校 香美市立大宮小学校 5年 23 －
7 7月  5日

すくも湾漁業協同
組合、宿毛市

宿毛市立山奈小学校 宿毛市立山奈小学校 5年 12 －
8 7月10日、11日 宿毛市立東中学校 宿毛市立東中学校 2年 22 －
9 7月17日 宿毛市立平田小学校 宿毛市立平田小学校 3・4年 17 －
10 7月18日 宿毛市立橋上小学校 宿毛市立橋上小学校 5・6年 7 －

魚食・食育普及活動 魚食･食育普及活動

　県内の小中学校・各施設等で実施されている魚食・食育活動と連携を図り、森・川・海のつな
がりや、環境保全の大切さ等をPRしました。

56 57

南国市立十市小学校
（H29.5.30）

宿毛市立山奈小学校
（H29.７.１９）

高知市立潮江東小学校
（H29.９.26）

身体障害者療護施設 太陽の家
（H29.９.28）

大月町立大月中学校
（H29.11.29）

室戸市立吉良川小学校
（H29.12.8）

中土佐町立大野見小学校
（H30.5.15）

馬路村立馬路小学校
（H30.5.22）

津野町立中央小学校
（H30.5.31）

四万十町立田野々小学校
（H30.6.14）

香美市立大宮小学校
（H30.6.29）

□ 大会テーマのフィンガーペイントフラフ
　魚食・食育授業に参加した小学生を対象に、森・川・海を表現したフラフを手や指を使って色づけ
してもらいました。完成したフラフは、高知龍馬空港と関連行事会場に展示しました。



　高知県各地で行われている水産関係のイベントや伝統のイベントと連携を図りながら、全
県的な機運醸成を図ることを目的としたキャラバンを県内各地で経済的に展開し、大会に向
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15 10月18日 高知県信用漁業協同組合連合会 高知県立高知東高等学校 高知県立高知東高等学校 3年 18 －
16 11月  1日 すくも湾漁業協同

組合・宿毛市 宿毛市立片島中学校 宿毛市立片島中学校 1年 22 －
17 11月  2日 1年 23 －
18 11月  8日 高知県信用漁業協同組合連合会 高知県立高知農業高等学校 高知県立高知農業高等学校 3年 38 －

19 11月  9日 土佐清水市 土佐清水市地域子育て支援
センターどんぐりっこ

土佐清水市地域子育て支援
センターどんぐりっこ － 20 －

20 11月16日 すくも湾漁業協同組合・宿毛市 宿毛市立大島小学校 宿毛市立大島小学校 4年 13 －
21 11月20日、29日 室戸市 室戸市立室戸小学校 室戸市立室戸小学校 5年 56 －
22 11月29日 大月町立大月中学校 大月町立大月中学校 大月町立大月中学校 1年 24 －
23 12月  5日 高知県漁協女性部連合協議会 大月町立大月小学校 大月町立大月小学校 6年 42 －
24 12月  8日 室戸市 室戸市立吉良川小学校 室戸市立吉良川小学校 5年 7 －
25 12月11日 すくも湾漁業協同

組合・宿毛市
宿毛市立咸陽小学校 宿毛市立咸陽小学校 5年 33 －

26 12月15日 宿毛市立松田川小学校 宿毛市立松田川小学校 5･6年 12 －
27 平

成
30
年

2月2日、4日 室戸市 室戸市立中川内小学校 室戸市立中川内小学校 3～6年 7 3
28   2月  6日 すくも湾漁業協同組合・宿毛市 宿毛市立平田小学校 宿毛市立平田小学校 5年 16 －
29 2月20日、22日 室戸市 室戸市立室戸岬小学校 室戸市立室戸岬小学校 3･5･6年 23 3

◆平成30年度　魚食・食育実績一覧

番号 年月日 実施主体 実施場所
参加者

学校名等 学年等 生徒等
参加人数

保護者等
参加人数

1

平
成
30
年

5月15日
高知県

中土佐町立大野見小学校 中土佐町立大野見小学校 3･4年 12 －
2 5月22日 馬路村立馬路小学校 馬路村立馬路小学校 2年 6 6
3 5月31日 津野町立中央小学校 津野町立中央小学校 5年 21 4

4 6月4日、5日 高知市公設水産物地方
市場鮮魚仲卸組合 南国市十市小学校 南国市十市小学校 4年 47 －

5 6月14日 高知県 四万十町立田野々小学校 四万十町立田野々小学校 3･4年 13 13
6 6月29日 香美市立大宮小学校 香美市立大宮小学校 5年 23 －
7 7月  5日

すくも湾漁業協同
組合、宿毛市

宿毛市立山奈小学校 宿毛市立山奈小学校 5年 12 －
8 7月10日、11日 宿毛市立東中学校 宿毛市立東中学校 2年 22 －
9 7月17日 宿毛市立平田小学校 宿毛市立平田小学校 3・4年 17 －
10 7月18日 宿毛市立橋上小学校 宿毛市立橋上小学校 5・6年 7 －

魚食・食育普及活動 魚食･食育普及活動

　県内の小中学校・各施設等で実施されている魚食・食育活動と連携を図り、森・川・海のつな
がりや、環境保全の大切さ等をPRしました。
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南国市立十市小学校
（H29.5.30）

宿毛市立山奈小学校
（H29.７.１９）

高知市立潮江東小学校
（H29.９.26）

身体障害者療護施設 太陽の家
（H29.９.28）

大月町立大月中学校
（H29.11.29）

室戸市立吉良川小学校
（H29.12.8）

中土佐町立大野見小学校
（H30.5.15）

馬路村立馬路小学校
（H30.5.22）

津野町立中央小学校
（H30.5.31）

四万十町立田野々小学校
（H30.6.14）

香美市立大宮小学校
（H30.6.29）

□ 大会テーマのフィンガーペイントフラフ
　魚食・食育授業に参加した小学生を対象に、森・川・海を表現したフラフを手や指を使って色づけ
してもらいました。完成したフラフは、高知龍馬空港と関連行事会場に展示しました。



◆実施一覧
開催年度 実施日 イベント名 開催地 開催場所

29
年
度

  5月  3日 宇佐大鍋まつり 土 佐 市 宇佐しおかぜ公園
  5月21日 かつお祭 中土佐町 ふるさと海岸
  7月15日 道の駅なかとさオープンイベント 中土佐町 道の駅なかとさ
  8月12日 宇佐港まつり 土 佐 市 宇佐しおかぜ公園
  8月19日 大綱まつり 土 佐 市 高岡町
  8月27日 仁淀川国際水切り大会 い の 町 波川公園
  9月  2日 新子まつり 須 崎 市 多目的公園
  9月23日 仁淀川こども祭 日 高 村 めだか池
  9月24日 鏡川こども祭り 高 知 市 鏡川トリム公園
10月  7日・8日 全国ご当地じゃこサミット 安 芸 市 安芸タイガース球場駐車場
10月7日・8日・9日 宿毛まつり 宿 毛 市 海風公園
10月14日 土佐さがのもどりガツオ祭 黒 潮 町 佐賀
10月22日 窪津みなと祭 土佐清水市 窪津漁港新港
11月  3日 大月町産業祭 大 月 町 大月町立総合グラウンド

11月  5日 むろとまるごと産業まつり 室 戸 市 室戸市保健福祉センター
やすらぎ横

11月12日 海の駅・須崎の魚まつり 須 崎 市 須崎魚市場通り
11月19日 上ノ加江くろしおふれあい祭り 中土佐町 上ノ加江漁港
12月  3日 土佐清水市産業祭 土佐清水市 旧県合同庁舎前広場
  1月21日 土佐のおさかなまつり 高 知 市 中央公園
  2月18日 高知龍馬マラソン 高 知 市 桂浜花海道
  2月24日 漁師の元気祭り 土佐清水市 高知県漁協清水統括支所
  3月10日 土佐のおきゃく 高 知 市 中央公園

  3月11日 「3.11 私たちは、忘れない～未来に
つなげるプロジェクト～」 高 知 市 イオンモール高知

30
年
度

  4月14日 宗田節まつり 土佐清水市 浦尻
  4月29日 どろめ祭り 香 南 市 赤岡町
  4月29日 宿毛まるごと産業祭 宿 毛 市 宿毛市総合運動公園
  5月  2日～7日 Tシャツアート展 黒 潮 町 砂浜美術館　入野の浜
  5月  3日 上ノ加江黒潮海鮮祭り 中土佐町 上ノ加江漁港
  5月  3日 宇佐大鍋まつり 土 佐 市 宇佐しおかぜ公園
  5月20日 かつお祭 中土佐町 ふるさと海岸
  7月15日 マリンフェスティバルYASU 香 南 市 夜須町
  7月16日 桂浜水族館海の日イベント 高 知 市 桂浜水族館
  8月  2日～21日 海洋堂　森・川・海　ジオラマ展 高 知 市 高知よさこい情報交流館
  8月11日 宇佐港まつり 土 佐 市 宇佐しおかぜ公園
  8月19日 大綱まつり 土 佐 市 高岡町
  9月  7日 アサリ学習会 土 佐 市 宇佐町
  9月23日 仁淀川こども祭 日 高 村 めだか池

□ 概要
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鏡川こども祭り 全国ご当地じゃこサミット 宿毛まつり

仁淀川こども祭

どろめ祭り

桂浜水族館海の日イベントTシャツアート展

宗田節まつり

土佐のおさかなまつり

高知龍馬マラソン

　高知県各地で行われている水産関係のイベントや伝統のイベントと連携を図りながら、全
県的な機運醸成を図ることを目的としたキャラバンを県内各地で経済的に展開し、大会に向
けた機運を盛り上げました。

◆実施一覧

仁淀川国際水切り大会 新子まつり 仁淀川こども祭

宇佐大鍋まつり かつお祭 大綱まつり

上ノ加江くろしおふれあい祭り土佐さがのもどりガツオ祭

豊かな海づくりキャラバン 豊かな海づくりキャラバン

　高知県各地で行われているイベントと連携を図りながら、全県的な機運醸成を図ることを
目的としたキャラバンを県内各地で展開しました。



鏡川こども祭り 全国ご当地じゃこサミット 宿毛まつり

仁淀川こども祭

どろめ祭り

桂浜水族館海の日イベントTシャツアート展

宗田節まつり

土佐のおさかなまつり

高知龍馬マラソン

仁淀川国際水切り大会 新子まつり 仁淀川こども祭

宇佐大鍋まつり かつお祭 大綱まつり

上ノ加江くろしおふれあい祭り土佐さがのもどりガツオ祭

豊かな海づくりキャラバン
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