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Ⅰ 産業間の連携戦略

１ 地産地消・地産外商戦略

（１）地産地消 （食育）
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○地産地消を県民に周知する取組(さんＳＵＮ高知、新ポータルサイトの活用等)
○高知の野菜ソムリエがお勧めする野菜で元気店を交流の場にする仕組みづくり
○消費者・実需者に対して産地が情報発信を行う場づくりを支援
○「おいしい風土こうちサポーター」等と連携した地産地消キャンペーンの実施

○食育による生産・消費双方の育成

○市町村アンテナショップ、産直市の設置の支援
○「おいしい風土こうちｻﾎﾟｰﾀｰ」の協力による販売店舗
の確保
○おかみさん市（県内各地域の産品を紹介・販売できる
街路市)の拡充

高齢化高齢化高齢化高齢化やややや過疎化等過疎化等過疎化等過疎化等によりによりによりにより効率的効率的効率的効率的なななな集出荷集出荷集出荷集出荷がががが困難困難困難困難なななな地域等地域等地域等地域等でででで、、、、集出荷集出荷集出荷集出荷のののの拠点整備等拠点整備等拠点整備等拠点整備等をををを支支支支
援援援援((((総合補助金総合補助金総合補助金総合補助金))))

大消費地大消費地大消費地大消費地であるであるであるである高知市高知市高知市高知市とととと生産地生産地生産地生産地とのとのとのとのパイプパイプパイプパイプのののの強化強化強化強化

県産農林水産物県産農林水産物県産農林水産物県産農林水産物
のののの応援団応援団応援団応援団づくりづくりづくりづくり

地産地消地産地消地産地消地産地消のののの意識意識意識意識をををを高高高高めるめるめるめる取組取組取組取組

○地域工務店との情報交換や共同ＰＲ、共同納入等を行うための体制の検討
○県産材を利用した木造住宅の建設促進や木製品の需要拡大への支援
○公共事業や公共施設での県産材の率先利用の推進

県産材県産材県産材県産材のののの県内県内県内県内
消費消費消費消費のののの拡大拡大拡大拡大

地産外商地産外商地産外商地産外商
へのへのへのへの展開展開展開展開

高知高知高知高知
市内市内市内市内

地域内地域内地域内地域内

食育食育食育食育のののの推進推進推進推進

地地地地　　　　産産産産　　　　地地地地　　　　消消消消　（　（　（　（食食食食　　　　育育育育　　　　をををを　　　　含含含含　　　　むむむむ）　）　）　）　のののの　　　　推推推推　　　　進進進進　　　　フフフフ　　　　ロロロロ　　　　ーーーー　　　　とととと　　　　支支支支　　　　援援援援　　　　のののの　　　　枠枠枠枠　　　　組組組組　　　　みみみみ

地域資源地域資源地域資源地域資源のののの洗洗洗洗いいいい出出出出しししし

【【【【地域資源地域資源地域資源地域資源のののの強強強強みをみをみをみを知知知知るるるる、、、、活活活活かすかすかすかす】】】】
　　　　県内各地域県内各地域県内各地域県内各地域にあるにあるにあるにある資源資源資源資源のののの情報情報情報情報をををを
共有共有共有共有しししし、、、、商品化商品化商品化商品化していくしていくしていくしていく取組取組取組取組をををを支支支支
援援援援しますしますしますします。。。。

隠れた資源・伝統的加工品

磨磨磨磨きききき上上上上げげげげ

地域外地域外地域外地域外へのへのへのへの
販売拡大販売拡大販売拡大販売拡大

・子ども
　→将来の応援団
　　　・担い手

  ・学校給食との連動
  ・味を知る、技を知る、人を知る
　

高知高知高知高知のののの農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業((((農山漁村農山漁村農山漁村農山漁村))))をををを心心心心にににに刻刻刻刻みみみみ込込込込むむむむ

・大　人
　→県民みんな高知
　　　野菜・果実応援団

  ・魅せる食育(食育レストラン)の展開
  ・生産・実需（レストラン）・消費の交流の場の創出

新新新新たなたなたなたなビジネスビジネスビジネスビジネス展開展開展開展開

○生産者・団体、直販所と業務筋（中食・外食）、商店街と
の商談会の開催

生産者生産者生産者生産者とととと販売者販売者販売者販売者とのとのとのとのマッチングマッチングマッチングマッチングをををを強化強化強化強化

○給食用食材の安定供給体制の構築支援(ネットワーク会議の実施)

学校給食学校給食学校給食学校給食へのへのへのへの
地場産物地場産物地場産物地場産物のののの供給供給供給供給

商品商品商品商品づくりづくりづくりづくり・・・・加工加工加工加工
ブラッシュアップブラッシュアップブラッシュアップブラッシュアップ

消費者のニーズに合った商品の開発を支援します。

○新たに創設する総合補助金等による支援
　市場調査、商品企画・開発、試作品づくり、ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾈｰﾐﾝｸﾞ、加工用機械・施設の整備・・・ｅｔｃ
○外部アドバイザーの派遣
　生産者・加工グループ等の組織づくり、経営、生産
技術、マーケティング戦略、商品企画・開発、パッ
ケージデザイン・ネーミング　・・・ｅｔｃ
○ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ、ｅｺﾏｰｽによるﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

マーケットインマーケットインマーケットインマーケットインのののの商品商品商品商品づくりづくりづくりづくり

・製造業の受発注ポータルサイトを活用して加工業
者のマッチング
・県内加工業者の技術、設備等の情報収集と提供
・前処理加工施設等の整備に対する支援
・給食メニューの開発

地産地消地産地消地産地消地産地消でものづくりでものづくりでものづくりでものづくり（（（（付加価値付加価値付加価値付加価値をををを生生生生みみみみ出出出出すすすすププププ
ロセスロセスロセスロセスをををを県内県内県内県内でででで行行行行うううう仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり））））

【【【【付加価値付加価値付加価値付加価値をををを生生生生みみみみ出出出出すすすす】】】】
　　　　

【【【【売売売売りりりり場場場場のののの確保確保確保確保】】】】
　　　　意欲意欲意欲意欲のあるのあるのあるのある生産者生産者生産者生産者のののの販売機会販売機会販売機会販売機会のののの拡大拡大拡大拡大をををを徹底的徹底的徹底的徹底的にににに支援支援支援支援しますしますしますします。。。。

食育食育食育食育のののの推進推進推進推進

地産地消地産地消地産地消地産地消をををを
バックアップバックアップバックアップバックアップ

限限限限られたられたられたられた地域地域地域地域のみでのみでのみでのみで流通流通流通流通しているしているしているしている産品産品産品産品

販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓・・・・販売拡大販売拡大販売拡大販売拡大

商品化商品化商品化商品化・・・・
磨磨磨磨きききき上上上上げげげげ

商品商品商品商品のののの
紹介紹介紹介紹介・・・・
取次取次取次取次ぎぎぎぎ

これまでこれまでこれまでこれまで活用活用活用活用されていなかったされていなかったされていなかったされていなかった
地域資源地域資源地域資源地域資源

①①①①生産者生産者生産者生産者、、、、加工業者加工業者加工業者加工業者、、、、販売業者等販売業者等販売業者等販売業者等でででで情情情情
報報報報をををを交換交換交換交換・・・・共有共有共有共有しししし、、、、地域地域地域地域のののの資源資源資源資源をををを発掘発掘発掘発掘・・・・
改良改良改良改良、、、、特定特定特定特定

②②②②商品化商品化商品化商品化をををを目指目指目指目指すすすす生産者生産者生産者生産者、、、、加工業者等加工業者等加工業者等加工業者等
のののの発掘発掘発掘発掘

情報提供

地域外地域外地域外地域外へのへのへのへの販売拡大販売拡大販売拡大販売拡大

観観観観
光光光光
とととと
のののの
連連連連
携携携携
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○直販所を地域の活 化の拠点にする取組への支援
　　・直販所の「安心 」を 成して農 等の 用や
　　 の
　　・携 サイトによる消費者への直販所の品 情報
     の発信
    ・直販所の情報 理システムの構築による業務筋へ
     の販路の拡大
    ・地域観光 ンシ ルジュ機 の 加

地域地域地域地域のののの直販所直販所直販所直販所のののの強化強化強化強化

・ロットが ないなどの理
で流 にの なか たもの

・マンパワーの で集出荷
できなか たもの
・い る「 ネ 」　等

地域資源活用共有会議地域資源活用共有会議地域資源活用共有会議地域資源活用共有会議
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【地産地消地産地消地産地消地産地消】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆地域地域地域地域ではではではでは高齢化高齢化高齢化高齢化とととと過疎過疎過疎過疎
化化化化がががが進進進進みみみみ、、、、効率的効率的効率的効率的なななな出荷出荷出荷出荷
がががが困難困難困難困難

◆★◆★◆★◆★高齢化高齢化高齢化高齢化、、、、過疎化過疎化過疎化過疎化にににに対応対応対応対応しししし
   た   た   た   た集出荷集出荷集出荷集出荷ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑのののの構築構築構築構築のたのたのたのた
   め   め   め   め、、、、地域地域地域地域でのでのでのでの集出荷拠点整集出荷拠点整集出荷拠点整集出荷拠点整
   備   備   備   備をををを支援支援支援支援

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

◆★◆★◆★◆★高知市内高知市内高知市内高知市内でのでのでのでのｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ゚゚゚
   の   の   の   の設置設置設置設置、、、、産直市産直市産直市産直市のののの開設開設開設開設をををを支支支支
   援   援   援   援
   ◎   ◎   ◎   ◎産直市設置産直市設置産直市設置産直市設置ののののﾙｰﾙﾙｰﾙﾙｰﾙﾙｰﾙづくりづくりづくりづくり
      や      や      や      や関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの調整調整調整調整をををを行行行行
      い      い      い      い、、、、生産者生産者生産者生産者とととと商店街商店街商店街商店街とのとのとのとの
      ﾏｯﾁﾝｸ      ﾏｯﾁﾝｸ      ﾏｯﾁﾝｸ      ﾏｯﾁﾝｸﾞ゙゙゙をををを支援支援支援支援

○○○○

◆◆◆◆業務筋業務筋業務筋業務筋((((外食外食外食外食、、、、中食中食中食中食、、、、学校給学校給学校給学校給
   食   食   食   食））））ののののﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾞ゙゙゙にににに合合合合わせたわせたわせたわせた生生生生
   産   産   産   産、、、、出荷出荷出荷出荷、、、、情報発信情報発信情報発信情報発信ができができができができ
   る   る   る   る直販所直販所直販所直販所づくりをづくりをづくりをづくりを支援支援支援支援
　 　 　 　 ★★★★業務筋業務筋業務筋業務筋とのとのとのとの予約取引予約取引予約取引予約取引をををを可可可可
      能      能      能      能とするためのとするためのとするためのとするための、、、、作付作付作付作付けけけけ
      状況      状況      状況      状況やややや直販所直販所直販所直販所でのでのでのでの生産生産生産生産
      者      者      者      者のののの販売実績販売実績販売実績販売実績にににに関関関関するするするする
      情報      情報      情報      情報をををを提供提供提供提供できるできるできるできる情報情報情報情報
      管理      管理      管理      管理ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑのののの構築構築構築構築をををを支援支援支援支援
   ★   ★   ★   ★業務筋業務筋業務筋業務筋とととと直販所直販所直販所直販所とのとのとのとの商談商談商談商談
      の      の      の      の場場場場をををを設定設定設定設定

◆◆◆◆高知市高知市高知市高知市はははは3333４４４４万人万人万人万人のののの消消消消
費人口費人口費人口費人口をををを有有有有するするするする大大大大きなきなきなきなﾏｰﾏｰﾏｰﾏｰ
ｹｯﾄｹｯﾄｹｯﾄｹｯﾄでありでありでありであり、、、、地域地域地域地域のののの直販直販直販直販
所所所所がががが数多数多数多数多くくくく出店出店出店出店しているしているしているしている

◆◆◆◆地域地域地域地域のののの直販所直販所直販所直販所がががが、、、、大消大消大消大消
費地費地費地費地であるであるであるである高知市内高知市内高知市内高知市内などなどなどなど
地域外地域外地域外地域外でのでのでのでの販路販路販路販路をををを確保確保確保確保
するにはするにはするにはするには、、、、情報情報情報情報がががが少少少少なくなくなくなく、、、、
業務筋業務筋業務筋業務筋とのとのとのとの交渉交渉交渉交渉にもにもにもにも不慣不慣不慣不慣
れなどれなどれなどれなど困難困難困難困難がががが多多多多いいいい

◆◆◆◆地域地域地域地域のののの直販所直販所直販所直販所はははは、、、、高知高知高知高知
市内市内市内市内などなどなどなど地域外地域外地域外地域外のののの情報情報情報情報
がががが少少少少ないためないためないためないため、、、、効果的効果的効果的効果的なななな
販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓ができないができないができないができない

２２２２．．．．地域産品地域産品地域産品地域産品のののの販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大をををを支援支援支援支援

◆◆◆◆業務筋業務筋業務筋業務筋のののの露地野菜露地野菜露地野菜露地野菜にににに
対対対対するするするするﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾞ゙゙゙にににに対応対応対応対応できるできるできるできる
食材供給食材供給食材供給食材供給ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑがないがないがないがない

◆◆◆◆食関係食関係食関係食関係のののの業務筋業務筋業務筋業務筋のののの直直直直
近近近近のののの傾向傾向傾向傾向はははは、、、、中国餃子事中国餃子事中国餃子事中国餃子事
件以降件以降件以降件以降、、、、加工品加工品加工品加工品（（（（惣菜惣菜惣菜惣菜））））企企企企
業業業業やややや消費者消費者消費者消費者からからからから、、、、安心安心安心安心・・・・
安全安全安全安全なななな県産野菜県産野菜県産野菜県産野菜をををを求求求求めるめるめるめる
傾向傾向傾向傾向がががが高高高高まるまるまるまる

◆◆◆◆直販所直販所直販所直販所におけるにおけるにおけるにおける新新新新たなたなたなたな
ﾏｰｹｯﾄﾏｰｹｯﾄﾏｰｹｯﾄﾏｰｹｯﾄへのへのへのへの展開展開展開展開をををを行行行行うたうたうたうた
めのめのめのめのﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｰﾀｰﾀｰﾀｰﾀ分析分析分析分析
・・・・生産生産生産生産からからからから販売販売販売販売までをまでをまでをまでを見見見見
据据据据えたえたえたえた生産生産生産生産・・・・販売計画販売計画販売計画販売計画のののの
元元元元になるになるになるになるﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｰﾀｰﾀｰﾀｰﾀをををを検討検討検討検討
・・・・露地露地露地露地（（（（旬旬旬旬））））野菜野菜野菜野菜のののの業務筋業務筋業務筋業務筋
対応対応対応対応へのへのへのへの勉強会勉強会勉強会勉強会

◆◆◆◆業務筋業務筋業務筋業務筋へのへのへのへの対応対応対応対応
・・・・産地産地産地産地とととと加工加工加工加工（（（（惣菜惣菜惣菜惣菜））））会社会社会社会社
とのとのとのとのﾏｯﾁﾝｸﾏｯﾁﾝｸﾏｯﾁﾝｸﾏｯﾁﾝｸﾞ゙゙゙支援支援支援支援
・・・・共同配送等共同配送等共同配送等共同配送等のののの検討検討検討検討（（（（配配配配
送送送送ｺｽﾄｺｽﾄｺｽﾄｺｽﾄのののの低減低減低減低減））））
・・・・旅館旅館旅館旅館ややややﾎﾃﾙﾎﾃﾙﾎﾃﾙﾎﾃﾙへのへのへのへのﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰ提提提提
案案案案、、、、研修研修研修研修のののの協力協力協力協力

◆◆◆◆直販所自直販所自直販所自直販所自らによるらによるらによるらによるキメキメキメキメ
のののの細細細細かいかいかいかい情報情報情報情報((((品揃品揃品揃品揃ええええ等等等等））））
発信力発信力発信力発信力がががが弱弱弱弱くくくく、、、、ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｰﾀｰﾀｰﾀｰﾀのののの活活活活
用等用等用等用等がががが十分十分十分十分でなかったでなかったでなかったでなかった

◆◆◆◆業務筋業務筋業務筋業務筋のののの露地野菜露地野菜露地野菜露地野菜にににに
対対対対するするするするﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾞ゙゙゙にににに対応対応対応対応できるできるできるできる
食材供給食材供給食材供給食材供給ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑがないがないがないがない

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

１１１１．．．．地産地消地産地消地産地消地産地消にににに対対対対するするするする意識意識意識意識をををを高高高高めめめめ
るるるる取組取組取組取組をををを推進推進推進推進

◆◆◆◆地産地消地産地消地産地消地産地消についてはについてはについてはについては、、、、
県民県民県民県民のののの約約約約9999割割割割がががが認知認知認知認知してしてしてして
おりおりおりおり、、、、自自自自らららら取取取取りりりり組組組組むむむむｻﾎｻﾎｻﾎｻﾎﾟ゚゚゚ｰーーー
ﾀｰﾀｰﾀｰﾀｰ数数数数がががが558558558558社社社社（（（（人人人人））））になるになるになるになる
などなどなどなど、、、、県民生活県民生活県民生活県民生活にににに定着定着定着定着しししし
つつあるがつつあるがつつあるがつつあるが、、、、行動行動行動行動にはにはにはには十十十十
分結分結分結分結びついていないびついていないびついていないびついていない

◆◆◆◆「「「「高知高知高知高知のののの野菜野菜野菜野菜ｿﾑﾘｴｿﾑﾘｴｿﾑﾘｴｿﾑﾘｴがががが
おおおお勧勧勧勧めするめするめするめする野菜野菜野菜野菜でででで元気元気元気元気
店店店店」」」」のののの選定選定選定選定、「、「、「、「おいしいおいしいおいしいおいしい風風風風
土土土土こうちこうちこうちこうちｻﾎｻﾎｻﾎｻﾎﾟ゚゚゚ｰﾀｰｰﾀｰｰﾀｰｰﾀｰ」」」」のののの登録登録登録登録
などなどなどなど、、、、地域食材地域食材地域食材地域食材のののの積極的積極的積極的積極的
なななな利用利用利用利用をををを県民県民県民県民にににに広広広広くくくく呼呼呼呼びびびび
かけかけかけかけ、、、、PRPRPRPR活動活動活動活動をををを行行行行ってきってきってきってき
たたたた

◆◆◆◆県民県民県民県民のののの地産地消地産地消地産地消地産地消のののの意識意識意識意識をををを高高高高
   める   める   める   める取組取組取組取組をををを実施実施実施実施
   ◎   ◎   ◎   ◎学校学校学校学校でのでのでのでの食育食育食育食育をとおしてをとおしてをとおしてをとおして、、、、
      子      子      子      子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに地域地域地域地域のののの産品産品産品産品
      を      を      を      を使使使使うううう大切大切大切大切さをさをさをさを理解理解理解理解させさせさせさせ、、、、
      親      親      親      親にににに伝伝伝伝えてもらうとえてもらうとえてもらうとえてもらうと共共共共にににに、、、、
      家庭      家庭      家庭      家庭ではではではでは親親親親からからからから子子子子へへへへ地地地地
      産地消      産地消      産地消      産地消のののの意義意義意義意義をををを伝伝伝伝えるえるえるえる
   ◎   ◎   ◎   ◎「「「「野菜野菜野菜野菜ｿﾑﾘｴｿﾑﾘｴｿﾑﾘｴｿﾑﾘｴがおがおがおがお勧勧勧勧めするめするめするめする
      『      『      『      『野菜野菜野菜野菜でででで元気店元気店元気店元気店』」』」』」』」やややや「「「「おおおお
      いしい      いしい      いしい      いしい風土風土風土風土こうちこうちこうちこうちｻﾎｻﾎｻﾎｻﾎﾟ゚゚゚ｰﾀｰｰﾀｰｰﾀｰｰﾀｰ」」」」
      らと      らと      らと      らと協力協力協力協力してしてしてして、、、、地産地消地産地消地産地消地産地消
      ｷｬﾝﾍ      ｷｬﾝﾍ      ｷｬﾝﾍ      ｷｬﾝﾍﾟ゚゚゚ｰﾝｰﾝｰﾝｰﾝなどをなどをなどをなどを実施実施実施実施

○○○○

Ｐ１７１　農業分野
別図（農１３）参照
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆県民県民県民県民のののの地産地消地産地消地産地消地産地消のののの意識意識意識意識
がががが高高高高まるとまるとまるとまると共共共共にににに、、、、取引取引取引取引やややや売売売売
上上上上がががが向上向上向上向上するするするする

◆◆◆◆地産地消地産地消地産地消地産地消がががが進進進進みみみみ、、、、県産県産県産県産
品利用率品利用率品利用率品利用率がががが上上上上がるにがるにがるにがるに従従従従っっっっ
てててて、、、、生産量生産量生産量生産量やややや食料自給率食料自給率食料自給率食料自給率もももも
上上上上がりがりがりがり、、、、産業全体産業全体産業全体産業全体がががが活性化活性化活性化活性化
するするするする

【【【【農業分野農業分野農業分野農業分野】】】】
◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力ああああ
るるるる農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

◆◆◆◆車車車車のののの運転運転運転運転がががが出来出来出来出来ないないないない人人人人もももも
直販所直販所直販所直販所へのへのへのへの出荷出荷出荷出荷がががが気軽気軽気軽気軽にににに
できるようになるできるようになるできるようになるできるようになる

◆◆◆◆直販所販売額直販所販売額直販所販売額直販所販売額
　（　（　（　（HHHH20202020::::70707070億円億円億円億円
　　　　　　　　　　　　　　　　→H→H→H→H23232323::::76767676億円億円億円億円））））

※※※※改革改革改革改革のののの方向 　方向 　方向 　方向 　１１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

高知市内でのｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟの設置、産直市の開設を支援

生産者、一次産業団体：高知市内など、地域外での販売先を確保、商店街をｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ
として活用することによる、販路の確保と消費者ﾆｰｽﾞの把握による商品力の向上
県経営支援課：商店街にぎわい再生推進事業費補助金の創設　空き店舗を活用した出
店に対し支援
県経営支援課、地産地消・外商課：おかみさん市(県内各地域の産品を紹介・販売できる
街路市)の拡充

高知の野菜ソムリエがお勧めする野菜で元気店を、生産者､料理人､
消費者との交流の場にする仕組みづくり

生産者・農業団体：消費者、実需者との積極的な交流
県地産地消・外商課：消費者、実需者、生産者との交流の機会の創出への支援

消費者､実需者に対して産地が情報発信（出前授業､料理紹介等）
を行う場づくりを支援

生産者・農業団体：食育(出前授業、農業体験等）への積極的な取組、産地
                        からの情報発信
県産地づくり課：食育の場づくりへの支援、産地からの情報発信の支援

生産者・農業団体：従来の来店型から情報発信力のある業務筋にも対応できる店
　　　　　　　　　　　　への取組の検討と実践
県地産地消・外商課：情報発信力強化、来店型強化（店舗の魅力アップ）、業務筋
　　　　　　　　　　　　　　への販路拡大支援及び情報管理システム構築の支援
　　　　　　　　　　　　    業務筋と直販所のマッチング(コーディネイト)

直販所の販売形態の充実・強化

地域での集出荷拠点整備を支援

県地域づくり支援課：中山
間地域産業再生モデル事
業による支援

県計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金による支援

生産者と商店街とのﾏｯﾁﾝｸﾞを支援

生産者と商店街とのネット
ワークづくり
県経営支援課：関係機関
(団体等)とのﾈｯﾄﾜｰｸづく
りにより産直店・産直市へ
の出店を支援

地域資源活用共有会議と
の連携
県経営支援課：地域資源
活用共有会議との連携に
より、産直店・産直市への
出店を支援

Ｐ２９３　商工業分野
別図（商工２２）参照

Ｐ２９２　商工業分野
別図（商工２１）参照

Ｐ４４
別図（地１）参照
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【地産地消地産地消地産地消地産地消】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◎◆◎◆◎◆◎「「「「おいしいおいしいおいしいおいしい風土風土風土風土こうちこうちこうちこうちｻﾎｻﾎｻﾎｻﾎﾟ゚゚゚ｰーーー
   ﾀｰ   ﾀｰ   ﾀｰ   ﾀｰ」」」」店店店店のごのごのごのご協力協力協力協力によるによるによるによる、、、、意欲意欲意欲意欲
   ある   ある   ある   ある生産者生産者生産者生産者のののの販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大をををを支支支支
   援   援   援   援

◆◆◆◆多多多多くのくのくのくの直販所直販所直販所直販所がががが、、、、商品商品商品商品
のののの出荷出荷出荷出荷・・・・補充補充補充補充をををを生産者任生産者任生産者任生産者任
せにしているせにしているせにしているせにしている

◆◆◆◆昼昼昼昼のののの早早早早いいいい時間帯時間帯時間帯時間帯からからからから
品切品切品切品切れになるなどれになるなどれになるなどれになるなど、、、、販売販売販売販売
機会機会機会機会をををを逃逃逃逃しているしているしているしている

◆★◆★◆★◆★販売販売販売販売ﾁｬﾝｽﾁｬﾝｽﾁｬﾝｽﾁｬﾝｽをををを逃逃逃逃さないさないさないさない商品商品商品商品
   管理   管理   管理   管理のののの仕組仕組仕組仕組みづくりをみづくりをみづくりをみづくりを支援支援支援支援
   （   （   （   （来店型販売形態来店型販売形態来店型販売形態来店型販売形態のののの充実充実充実充実・・・・強強強強
   化   化   化   化））））
    ・    ・    ・    ・在庫状況在庫状況在庫状況在庫状況をををを生産者生産者生産者生産者にににに知知知知らららら
      せる      せる      せる      せる情報情報情報情報ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑのののの活用活用活用活用をををを
      進      進      進      進めることやめることやめることやめることや、、、、ｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸｱﾅﾛｸﾞ゙゙゙でででで管管管管
      理      理      理      理しているしているしているしている先進事例先進事例先進事例先進事例のののの紹紹紹紹
      介      介      介      介もももも含含含含めめめめ、、、、地域地域地域地域にににに合合合合ったったったった
      商品管理      商品管理      商品管理      商品管理のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり
      を      を      を      を支援支援支援支援

◆◆◆◆森林県森林県森林県森林県でありながらでありながらでありながらでありながら、、、、
戸建住宅戸建住宅戸建住宅戸建住宅のののの木造率木造率木造率木造率がががが全全全全
国平均国平均国平均国平均をををを下回下回下回下回っているっているっているっている
（（（（全国全国全国全国：：：：85858585％、％、％、％、高知県高知県高知県高知県：：：：
80808080％）％）％）％）

◆◆◆◆森林県森林県森林県森林県でありながらでありながらでありながらでありながら、、、、
公共的建築施設公共的建築施設公共的建築施設公共的建築施設のののの木造木造木造木造
率率率率がががが全国平均並全国平均並全国平均並全国平均並（（（（全国全国全国全国：：：：
24242424％、％、％、％、高知県高知県高知県高知県：：：：25252525％）％）％）％）

◆◆◆◆県産材県産材県産材県産材をををを活用活用活用活用したしたしたした木造木造木造木造
住宅住宅住宅住宅へのへのへのへの助成助成助成助成

◆◆◆◆高知県産材利用促進高知県産材利用促進高知県産材利用促進高知県産材利用促進
方針方針方針方針をををを策定策定策定策定しししし、、、、県有施設県有施設県有施設県有施設
はははは原則木材化原則木材化原則木材化原則木材化するなどするなどするなどするなど、、、、
県県県県がががが率先率先率先率先してしてしてして県産材利用県産材利用県産材利用県産材利用
をををを促進促進促進促進

◆◆◆◆民間施設民間施設民間施設民間施設ではではではでは、、、、地産地地産地地産地地産地
消消消消のののの意識意識意識意識よりよりよりより、、、、ｺｽﾄｺｽﾄｺｽﾄｺｽﾄ面面面面かかかか
らららら県外材県外材県外材県外材((((外国産外国産外国産外国産もももも含含含含むむむむ））））
をををを利用利用利用利用するするするする傾向傾向傾向傾向があるがあるがあるがある

◆◆◆◆木造公共施設等木造公共施設等木造公共施設等木造公共施設等のののの建建建建
設設設設ｺｽﾄｺｽﾄｺｽﾄｺｽﾄをいかにをいかにをいかにをいかに抑抑抑抑えるかえるかえるかえるか

◆◎◆◎◆◎◆◎木造住宅木造住宅木造住宅木造住宅にににに関関関関するするするする情報発情報発情報発情報発
   信   信   信   信のののの強化強化強化強化

◆◎◆◎◆◎◆◎地域工務店地域工務店地域工務店地域工務店とのとのとのとの情報交換情報交換情報交換情報交換
   や   や   や   や、、、、共同共同共同共同ＰＲ，ＰＲ，ＰＲ，ＰＲ，共同納入共同納入共同納入共同納入などなどなどなど
   を   を   を   を行行行行うためのうためのうためのうための体制体制体制体制をををを検討検討検討検討

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

２２２２．．．．地域産品地域産品地域産品地域産品のののの販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大をををを支援支援支援支援

◆◆◆◆地域地域地域地域のののの生産者生産者生産者生産者にとっにとっにとっにとっ
てててて、、、、直販所直販所直販所直販所はははは重要重要重要重要なななな販売販売販売販売
拠点拠点拠点拠点としてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割をををを担担担担っっっっ
ているているているている（（（（HHHH19191919::::年間売上約年間売上約年間売上約年間売上約
70707070億円億円億円億円））））
◆◆◆◆地域地域地域地域のののの直販所直販所直販所直販所はははは、、、、地域地域地域地域
外外外外とのとのとのとの結節点結節点結節点結節点となっていとなっていとなっていとなってい
るがるがるがるが、、、、集客集客集客集客のためにのためにのためにのために直販直販直販直販
所自所自所自所自らによるらによるらによるらによる商品商品商品商品やややや観光観光観光観光
などなどなどなど地域地域地域地域のののの情報情報情報情報をををを発信発信発信発信すすすす
るるるる力力力力がががが弱弱弱弱いいいい
◆◆◆◆食食食食のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のののの観点観点観点観点
からからからから、、、、国産野菜国産野菜国産野菜国産野菜をををを求求求求めるめるめるめる
動動動動きはきはきはきは、、、、消費者消費者消費者消費者においてにおいてにおいてにおいて
もももも顕著顕著顕著顕著であるがであるがであるがであるが、、、、本県本県本県本県のののの
園芸農業園芸農業園芸農業園芸農業のののの取組取組取組取組がががが県内県内県内県内
ではあまりではあまりではあまりではあまり認知認知認知認知されておされておされておされてお
らずらずらずらず、、、、生産生産生産生産とととと消費消費消費消費のののの距離距離距離距離
感感感感がががが縮縮縮縮まっていないまっていないまっていないまっていない

３３３３．．．．直販所直販所直販所直販所とととと消費者消費者消費者消費者・・・・量販店量販店量販店量販店などなどなどなど
とのとのとのとの交流機会交流機会交流機会交流機会のののの拡大拡大拡大拡大のためののためののためののための取取取取
組組組組をををを支援支援支援支援

◆◆◆◆量販店量販店量販店量販店のののの野菜等食育野菜等食育野菜等食育野菜等食育
情報発信力強化情報発信力強化情報発信力強化情報発信力強化へのへのへのへの支支支支
援援援援
・・・・量販店量販店量販店量販店にににに対対対対するするするする産地産地産地産地のののの
取組取組取組取組のののの紹介紹介紹介紹介（（（（産地訪問産地訪問産地訪問産地訪問・・・・
意見交換意見交換意見交換意見交換））））

◆◆◆◆生産者生産者生産者生産者、、、、実需者実需者実需者実需者、、、、消費消費消費消費
者者者者がががが交流交流交流交流するするするする場場場場がががが少少少少ないないないない

◆◆◆◆消費者消費者消費者消費者、、、、実需者実需者実需者実需者がががが県内県内県内県内
のののの一次産品一次産品一次産品一次産品のののの生産状況生産状況生産状況生産状況
をあまりをあまりをあまりをあまり知知知知らないらないらないらない

◆◆◆◆観光誘客観光誘客観光誘客観光誘客のののの取組取組取組取組がががが弱弱弱弱
くくくく、、、、せっかくのせっかくのせっかくのせっかくの資源資源資源資源であるであるであるである
直販所直販所直販所直販所をををを活活活活かしきれていかしきれていかしきれていかしきれてい
ないないないない

◆◆◆◆消費者消費者消費者消費者、、、、実需者実需者実需者実需者、、、、生産者生産者生産者生産者とととと
   の   の   の   の交流交流交流交流のののの機会創出機会創出機会創出機会創出のののの取組取組取組取組
   を   を   を   を支援支援支援支援
   ◎   ◎   ◎   ◎商品商品商品商品ややややイベントイベントイベントイベント、、、、地域地域地域地域のののの
      観光      観光      観光      観光などのなどのなどのなどの情報発信情報発信情報発信情報発信をををを
      支援      支援      支援      支援
   ★   ★   ★   ★直販所直販所直販所直販所をををを拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして地域地域地域地域
      の      の      の      の観光案内観光案内観光案内観光案内、、、、ﾂｱｰﾂｱｰﾂｱｰﾂｱｰ企画企画企画企画のののの
      実施      実施      実施      実施などのなどのなどのなどの観光客誘客観光客誘客観光客誘客観光客誘客のののの
      取組      取組      取組      取組をををを支援支援支援支援 ○○○○

４４４４．．．．木材木材木材木材にににに関関関関するするするする地産地消地産地消地産地消地産地消
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　((((１１１１))))住宅住宅住宅住宅やややや施設等施設等施設等施設等へのへのへのへの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県産材県産材県産材県産材のののの利用利用利用利用

○○○○

○○○○

○○○○
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆機会損失機会損失機会損失機会損失がががが解消解消解消解消されされされされ、、、、売売売売
上及上及上及上及びびびび来店者数来店者数来店者数来店者数がががが伸伸伸伸びてくびてくびてくびてく
るるるる

◆◆◆◆来店者来店者来店者来店者のののの増加増加増加増加によりによりによりにより、、、、地地地地
域域域域がががが活性化活性化活性化活性化するするするする

◆◆◆◆観光客観光客観光客観光客をはじめとしたをはじめとしたをはじめとしたをはじめとした、、、、
来店者数来店者数来店者数来店者数がががが伸伸伸伸びびびび、、、、販売額販売額販売額販売額がががが
増加増加増加増加するするするする

◆◆◆◆戸建戸建戸建戸建てててて住宅住宅住宅住宅のののの木造率木造率木造率木造率がががが、、、、
全国平均全国平均全国平均全国平均をををを上回上回上回上回っているっているっているっている
　 　 　 　 県県県県をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、市町村市町村市町村市町村がががが実実実実
施施施施するするするする公共事業公共事業公共事業公共事業でででで県産材県産材県産材県産材
がががが積極的積極的積極的積極的にににに使使使使われているわれているわれているわれている

◆◆◆◆木材木材木材木材のののの利用利用利用利用がががが山山山山をををを守守守守るこるこるこるこ
とにつながることがとにつながることがとにつながることがとにつながることが理解理解理解理解ささささ
れれれれ、、、、住宅分野住宅分野住宅分野住宅分野をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、公公公公
共施設共施設共施設共施設でのでのでのでの木材利用率木材利用率木材利用率木材利用率がががが
高高高高まりまりまりまり、、、、学校学校学校学校やややや保育園保育園保育園保育園などなどなどなど
でのでのでのでの木製品導入木製品導入木製品導入木製品導入がががが進進進進むむむむ

※※※※改革改革改革改革のののの方向 　方向 　方向 　方向 　１１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

直販所を活用した観光客誘客の取組を支援

県観光政策課：総合補助金により、「道の駅」などで観光や地域物産の情報を一元的に
発信し、旅行者の利便性の向上と観光消費額の増加につなげる取組を支援

高知県木材普及推進協
会：関係者との調整、事業
化の検討・決定
県木材産業課：工務店等
住宅関連企業が参画し、
共同して木造住宅をＰＲす
る仕組みの検討

住宅関連業界の参画促進 森林・林業・木材産業・住宅関連産業界が一
体となったＰＲ活動への展開

高知県木材普及推進協会：新たな仕組みによる情報発
信事業の実施
県木材産業課：新たな対策による支援

木や木造住宅のＰＲ

高知県木材普及推進協
会：情報発信事業の実施
県木材産業課：こうちの木
の家普及推進事業による
PR事業への支援

地域工務店等：地域住宅
のＰＲ・建築促進
県木材産業課：完成した地
域住宅の流通促進、市町
村の再開発計画への働き
かけ

地域ネットワークへの支援

地域工務店等：必要に応じ
て事業を活用し、事業拡大
県木材産業課：必要に応じ
て、国交省事業等の活用
を支援し、地域住宅の推
進を支援

地域ネットワークの形成

地域工務店等：ネットワーク
の運営や地産地消型地域
住宅の企画・検討
県木材産業課：地域ネット
ワークの形成に向けて、情
報交換および助言等の支
援

「おいしい風土こうちｻﾎﾟｰﾀｰ」店のご協力による、意欲ある生産者の販路拡大を支援

「おいしい風土こうちｻﾎﾟｰﾀｰ」店：販路開拓への協力(棚の提供)
県地産地消課(H21～地産地消・外商課)：ｻﾎﾟｰﾀｰ店舗の紹介、取次ぎ
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【地産地消地産地消地産地消地産地消】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◎◆◎◆◎◆◎県産材県産材県産材県産材をををを利用利用利用利用したしたしたした木造住木造住木造住木造住
   宅建設促進   宅建設促進   宅建設促進   宅建設促進のためののためののためののための支援支援支援支援

◆○◆○◆○◆○公共事業公共事業公共事業公共事業やややや公共施設公共施設公共施設公共施設でのでのでのでの
   県産材   県産材   県産材   県産材のののの率先利用率先利用率先利用率先利用

((((２２２２))))学校等学校等学校等学校等へのへのへのへの木製品木製品木製品木製品
　　　　　　　　のののの導入導入導入導入

◆◆◆◆学校等学校等学校等学校等へのへのへのへの木製品導木製品導木製品導木製品導
入事業入事業入事業入事業にににに対対対対するするするする現場現場現場現場のののの
ﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾞ゙゙゙はははは高高高高いがいがいがいが、、、、半額負半額負半額負半額負
担担担担のためのためのためのため、、、、更新更新更新更新のののの際際際際にににに木木木木
製品製品製品製品にににに切切切切りりりり替替替替えるえるえるえる例例例例ありありありあり
（（（（事業費推移事業費推移事業費推移事業費推移　　　　HHHH18181818：：：：8888,,,,291291291291
千円千円千円千円、、、、HHHH19191919：：：：13131313,,,,909909909909千円千円千円千円、、、、
HHHH20202020：：：：16161616,,,,294294294294千円千円千円千円））））

◆◆◆◆学校等学校等学校等学校等へのへのへのへの県産県産県産県産のののの木木木木
製机製机製机製机やややや椅子椅子椅子椅子などのなどのなどのなどの導入導入導入導入をををを
支援支援支援支援するためするためするためするため、「、「、「、「木木木木づかづかづかづか
いいいい支援事業支援事業支援事業支援事業」」」」によるによるによるによる補助補助補助補助
金金金金（（（（補助率補助率補助率補助率１１１１／／／／２２２２））））のののの実施実施実施実施

◆◆◆◆本人本人本人本人（（（（市町村市町村市町村市町村））））負担負担負担負担がががが
あるためあるためあるためあるため、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに新新新新しいもしいもしいもしいも
のをのをのをのを購入購入購入購入するのではなするのではなするのではなするのではな
くくくく、、、、切替切替切替切替のののの時期時期時期時期をををを待待待待つつつつ傾傾傾傾
向向向向があるがあるがあるがある

◆○◆○◆○◆○県産材県産材県産材県産材をををを利用利用利用利用したしたしたした木製品木製品木製品木製品
   の   の   の   の需要拡大需要拡大需要拡大需要拡大のためののためののためののための支援支援支援支援

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

○○○○

４４４４．．．．木材木材木材木材にににに関関関関するするするする地産地消地産地消地産地消地産地消

        (        (        (        (１１１１))))住宅住宅住宅住宅やややや施設等施設等施設等施設等へのへのへのへの
　　        　　        　　        　　        県産材県産材県産材県産材のののの利用利用利用利用

○○○○
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆公共施設公共施設公共施設公共施設やややや教育施設教育施設教育施設教育施設のののの
内装内装内装内装やややや家具家具家具家具にににに積極的積極的積極的積極的にににに木木木木
材材材材がががが使使使使われているわれているわれているわれている

※※※※改革改革改革改革のののの方向 　方向 　方向 　方向 　１１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

県産材を利用した木造住宅の建設促進のための支援

市町村：モデル住宅建築による木造住宅建設の普及
県木材産業課：地域材ブランド化推進事業を創設し、市町村が建築するモデル住宅に支
援

県木材産業課：こうち安心
の木の住まいづくり助成事
業による支援。木造専用団
地の新規開拓

県関係各課：ＣＯ2固定量
の認証制度による木造住
宅の建設の促進

県産材を利用した木造住宅
の建設促進のための支援

県産材の率先利用

県木材産業課：「高知県産
材利用推進方針」に基づ
く、公共施設等の木造化の
推進や公共工事への積極
的な木材利用の拡大

市町村：公共施設での県
産材の率先利用
県木材産業課：県産材利
用推進に向けた行動計画
の次期対策の検討

県木材産業課：県産材利用
のＰＲ。公共土木工事への
新工法の採用

県木材産業課：県産材利
用のＰＲを強化し、県産材
利用の取組を民間へ拡
大。合法木材の利用拡大
に向けて勉強会の実施

県産材利用の拡大

県木材産業課：市町村の
取組を促進。県産材利用
推進に向けた行動計画の
実行

県民：県産木材の積極的
な利用
県木材産業課：木づかい
促進事業による幼稚園、
保育園、小学校、中学校
への木製品の導入に対し
て支援。木づかい促進事
業による公共的な施設等
への木製品の導入に対し
て支援

県産材を利用した木製品の需要拡大のための支援

県民：県産木材の積極的
な利用
県木材産業課：木づかい
促進事業を拡充し、幼稚
園、保育園、小学校、中学
校への木製品の導入に対
して支援。木づかい促進事
業による公共的な施設等
への木製品の導入に対し
て支援
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【地産地消地産地消地産地消地産地消（（（（食育食育食育食育）】）】）】）】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

◆◆◆◆学校給食学校給食学校給食学校給食はははは大量調理大量調理大量調理大量調理
であることであることであることであること、、、、食材食材食材食材はははは当日当日当日当日
納入納入納入納入、、、、当日調理当日調理当日調理当日調理、、、、決決決決まっまっまっまっ
たたたた時間時間時間時間までにまでにまでにまでに提供提供提供提供しなけしなけしなけしなけ
ればならないことからればならないことからればならないことからればならないことから、、、、納納納納
入入入入にはにはにはには一次処理一次処理一次処理一次処理がががが必要必要必要必要
だがだがだがだが、、、、そのそのそのその対応対応対応対応ができてができてができてができて
いないいないいないいない

◆◆◆◆農商工連携事業農商工連携事業農商工連携事業農商工連携事業などをなどをなどをなどを
活用活用活用活用したしたしたした漁協漁協漁協漁協、、、、加工業加工業加工業加工業
者者者者、、、、給食会給食会給食会給食会などとのなどとのなどとのなどとの連携連携連携連携
促進促進促進促進

◆◆◆◆前処理加工前処理加工前処理加工前処理加工・・・・冷凍保管冷凍保管冷凍保管冷凍保管
のためののためののためののための施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備、、、、事事事事
業者業者業者業者がががが少少少少ないためないためないためないため、、、、大量大量大量大量
にににに獲獲獲獲れたれたれたれた魚介類魚介類魚介類魚介類をををを加工加工加工加工・・・・
冷凍冷凍冷凍冷凍できずできずできずできず、、、、学校給食学校給食学校給食学校給食にににに
必要必要必要必要なななな量量量量をををを安定供給安定供給安定供給安定供給できできできでき
ないないないない

◆◆◆◆生鮮品生鮮品生鮮品生鮮品のののの下処理下処理下処理下処理やややや必必必必
要数量要数量要数量要数量のののの確保確保確保確保などなどなどなど、、、、給食給食給食給食
のののの食材食材食材食材としてとしてとしてとして使使使使いやすいいやすいいやすいいやすい
条件条件条件条件がががが整整整整っていないっていないっていないっていない

◆◆◆◆前処理加工前処理加工前処理加工前処理加工・・・・冷凍保管冷凍保管冷凍保管冷凍保管などなどなどなど利利利利
   用   用   用   用しやすいしやすいしやすいしやすい条件条件条件条件のののの整備整備整備整備
　　　　★★★★前処理加工前処理加工前処理加工前処理加工・・・・冷凍保管施設冷凍保管施設冷凍保管施設冷凍保管施設
     の     の     の     の設置設置設置設置をををを支援支援支援支援
　　　　★★★★前処理加工前処理加工前処理加工前処理加工・・・・冷凍保管冷凍保管冷凍保管冷凍保管のののの事事事事
     業化可能性     業化可能性     業化可能性     業化可能性（（（（事業化事業化事業化事業化モデルモデルモデルモデル））））
     や     や     や     や適正規模適正規模適正規模適正規模にににに関関関関するするするする調査調査調査調査のののの
     実施     実施     実施     実施

◆◎◆◎◆◎◆◎冷凍食品冷凍食品冷凍食品冷凍食品、、、、加工食品加工食品加工食品加工食品のののの開発開発開発開発
   に   に   に   に対対対対するするするする支援支援支援支援

◆◎◆◎◆◎◆◎地場産物地場産物地場産物地場産物（（（（魚種魚種魚種魚種、、、、野菜野菜野菜野菜ごとごとごとごと））））
   や   や   や   や給食給食給食給食のののの食材価格食材価格食材価格食材価格にににに見合見合見合見合ったったったった
   メニュー   メニュー   メニュー   メニューのののの開発開発開発開発

◆★◆★◆★◆★地場産物地場産物地場産物地場産物をををを学校給食学校給食学校給食学校給食にににに取取取取りりりり
   入   入   入   入れるためのれるためのれるためのれるための調査研究調査研究調査研究調査研究

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策現状現状現状現状

◆◆◆◆県産主要野菜県産主要野菜県産主要野菜県産主要野菜やややや魚魚魚魚のののの学校給食学校給食学校給食学校給食
   への   への   への   への安定供給体制安定供給体制安定供給体制安定供給体制のののの構築構築構築構築によによによによ
   る   る   る   る県産食材使用率県産食材使用率県産食材使用率県産食材使用率のののの向上向上向上向上
   ◎   ◎   ◎   ◎食材食材食材食材のののの安定供給体制構築安定供給体制構築安定供給体制構築安定供給体制構築をををを
      支援      支援      支援      支援
   ★   ★   ★   ★生産者生産者生産者生産者によるによるによるによる出前授業出前授業出前授業出前授業などなどなどなど
      の      の      の      の食育食育食育食育のののの実施実施実施実施をををを通通通通じたじたじたじた生産生産生産生産
      者      者      者      者やややや団体団体団体団体などなどなどなど関係者関係者関係者関係者ののののネットネットネットネット
      ワーク      ワーク      ワーク      ワークづくりづくりづくりづくり

○○○○

○○○○

２２２２．．．．地場産物地場産物地場産物地場産物のののの給食給食給食給食へのへのへのへの利用促利用促利用促利用促
進進進進をををを支援支援支援支援

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

◆◆◆◆地場産物地場産物地場産物地場産物のののの使用状況使用状況使用状況使用状況
はははは、、、、軽量野菜軽量野菜軽量野菜軽量野菜をををを中心中心中心中心とすとすとすとす
るるるる本県本県本県本県のののの生産状況生産状況生産状況生産状況からみからみからみからみ
るとるとるとると、、、、米米米米、、、、野菜野菜野菜野菜をををを中心中心中心中心にににに
地域食材地域食材地域食材地域食材がががが積極的積極的積極的積極的にににに活活活活
用用用用されているされているされているされている状況状況状況状況
※※※※重量重量重量重量ベースベースベースベースでのでのでのでの使用使用使用使用
状況状況状況状況（（（（米米米米97979797....1111%%%%、、、、野菜野菜野菜野菜
49494949....6666%%%%、、、、水産物水産物水産物水産物31313131....9999%%%%））））

◆◆◆◆学校給食学校給食学校給食学校給食におけるにおけるにおけるにおける地場地場地場地場
産物産物産物産物のののの活用状況活用状況活用状況活用状況はははは
37373737....3333％％％％でありでありでありであり、、、、これはこれはこれはこれは佐佐佐佐
賀県賀県賀県賀県（（（（44444444....2222％）、％）、％）、％）、大分県大分県大分県大分県
((((42424242....8888％％％％))))、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県
（（（（40404040....9999％）、％）、％）、％）、北海道北海道北海道北海道
（（（（40404040....8888％）、％）、％）、％）、熊本県熊本県熊本県熊本県
（（（（37373737....9999％）％）％）％）にににに次次次次ぎぎぎぎ第第第第6666位位位位でででで
あるあるあるある。（。（。（。（平成平成平成平成19191919年度文部年度文部年度文部年度文部
科学省調査科学省調査科学省調査科学省調査　　　　食品数食品数食品数食品数ﾍﾍﾍﾍﾞ゙゙゙ｰーーー
ｽｽｽｽ））））

１１１１．．．．食材食材食材食材のののの安定供給体制安定供給体制安定供給体制安定供給体制のののの構築構築構築構築
をををを支援支援支援支援

◆◆◆◆地域地域地域地域レベルレベルレベルレベルのののの食材食材食材食材のののの
供給体制供給体制供給体制供給体制のののの構築構築構築構築へのへのへのへの支支支支
援援援援

◆◆◆◆生産者生産者生産者生産者のののの「「「「給食給食給食給食でででで使使使使っっっっ
てててて欲欲欲欲しいしいしいしい」」」」とのとのとのとの思思思思いといといといと、、、、現現現現
場場場場のののの「「「「地域地域地域地域のののの食材食材食材食材をををを使使使使いいいい
たいたいたいたい」」」」とのとのとのとの思思思思いをいをいをいをマッチンマッチンマッチンマッチン
ググググするするするする場場場場がががが少少少少ないないないない

Ｐ２４５　水産業分野
別図（水６）参照
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆前処理加工前処理加工前処理加工前処理加工・・・・冷凍保管施冷凍保管施冷凍保管施冷凍保管施
設設設設のののの事業化事業化事業化事業化、、、、操業開始操業開始操業開始操業開始

※※※※改革改革改革改革のののの方向 　方向 　方向 　方向 　１１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１

◆◆◆◆学校給食学校給食学校給食学校給食のののの食材食材食材食材としてとしてとしてとして地地地地
場産物場産物場産物場産物をををを安定的安定的安定的安定的にににに供給供給供給供給するするするする
体制体制体制体制がががが構築構築構築構築されることでされることでされることでされることで、、、、
地場産物地場産物地場産物地場産物のののの利用拡大利用拡大利用拡大利用拡大がががが一一一一
層進層進層進層進むむむむ

◆◆◆◆給食給食給食給食をををを通通通通じてじてじてじて本県本県本県本県のののの農林農林農林農林
水産業水産業水産業水産業やややや地域特産物地域特産物地域特産物地域特産物へのへのへのへの
理解理解理解理解をををを高高高高めることでめることでめることでめることで、、、、将来将来将来将来
のののの本県農畜水産物本県農畜水産物本県農畜水産物本県農畜水産物のののの応援応援応援応援
団団団団がががが増加増加増加増加するするするする

【【【【農業分野農業分野農業分野農業分野】】】】
◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力ああああ
るるるる農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

◆◆◆◆学校給食学校給食学校給食学校給食のののの食材食材食材食材としてとしてとしてとして安安安安
定的定的定的定的にににに供給供給供給供給するするするする体制体制体制体制がががが構構構構
築築築築されることでされることでされることでされることで、、、、地場産物地場産物地場産物地場産物
のののの利用拡大利用拡大利用拡大利用拡大につながるにつながるにつながるにつながる

【【【【農業分野農業分野農業分野農業分野】】】】
◆◆◆◆給食給食給食給食にににに対応対応対応対応しているしているしているしている生産生産生産生産
者組織数者組織数者組織数者組織数
　（　（　（　（HHHH20202020：：：：85858585組織組織組織組織
　　　　　　　　　　　　→→→→　　　　HHHH23232323：：：：90909090組織組織組織組織））））

◆◆◆◆生鮮品生鮮品生鮮品生鮮品のののの下処理下処理下処理下処理やややや必要必要必要必要
数量数量数量数量のののの確保確保確保確保などなどなどなど、、、、給食給食給食給食のののの食食食食
材材材材としてとしてとしてとして使使使使いやすいいやすいいやすいいやすい条件条件条件条件がががが
整整整整いいいい、、、、利用拡大利用拡大利用拡大利用拡大されるされるされるされる

ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

環境保全型農業に関する食農教育の実施と給食への供給体制の構築

生産者・農業団体：環境保全型農業に関する食農教育への積極的な取組と、主要野菜
の安定供給体制の構築の検討、実践
県教育委員会、産地づくり課：好き好き高知野菜大好きっ子育成事業の仕組みの構築
県農振ｾﾝﾀｰ：環境保全型農業に関する食農教育に取り組む産地への技術支援

交流や応援団づくりの検討 取組の実践

県園芸流通課：流通関係
者との交流事業や出前授
業、販売促進事業を通し
た高知県産園芸品の応
援団づくりの検討

生産者・農業団体：県産園芸品の応援団の活用、環境保全型農業の取組ＰＲ
県産地づくり課・流通支援課：効果的な企画立案、県産園芸品の応援団づくりと運営、産
地へのフィードバック

県合併・流通支援課：前処
理加工・冷凍保管事業基
本設計のための調査

事業の具現化

事業実施主体：実施設計
後、工場建設、事前の営
業活動など
市町村：必要に応じた支援
県漁業振興課：工場建設
に係る支援

施設整備

事業者：加工施設の整備
市町村・県漁業振興課：施設整備への支援

事業実施主体（候補）：事業実施の検討
及び決定、事業計画策定、会社設立
県合併・流通支援課：事業化への働きか
け、計画策定等への支援

地域の加工施設整備

地域の冷凍保管庫整備

市町村：冷凍保管庫の整
備
県水産振興課：財政支援

前処理加工設備や冷凍保管設備等の整備を支援＜設備＞

事業の適正規模モデルの作成

食材の安定供給体制の構築を支援

県ｽﾎﾟｰﾂ健康教育課：産業振興食育推進事業(地場産物を学校給食に取り入れるための
ネットワーク会議の実施)

地場産物や給食の食材価格に見合ったﾒﾆｭｰの開発

県ｽﾎﾟｰﾂ健康教育課：産業振興食育推進事業(地場産物を学校給食に取り入れるた
めの調査研究、献立レシピの作成)

Ｐ４５
　別図（地２）参照

Ｐ４５
別図（地２）参照
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【地産地消地産地消地産地消地産地消（（（（食育食育食育食育）】）】）】）】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333
これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策現状現状現状現状

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

◆◆◆◆各地域各地域各地域各地域でででで行行行行われているわれているわれているわれている
食育食育食育食育はははは米米米米、、、、野菜中心野菜中心野菜中心野菜中心でででで、、、、
地域特産物地域特産物地域特産物地域特産物のののの活用活用活用活用がががが少少少少
ないないないない

◆◆◆◆米米米米・・・・野菜以外野菜以外野菜以外野菜以外のののの土佐土佐土佐土佐はははは
ちきんちきんちきんちきん地鶏地鶏地鶏地鶏、、、、文旦文旦文旦文旦、、、、メロンメロンメロンメロン
などなどなどなど（（（（以下以下以下以下、「、「、「、「地域特産地域特産地域特産地域特産
物物物物」）」）」）」）はははは、、、、価格価格価格価格がががが最大最大最大最大のののの
ネックネックネックネックとなりとなりとなりとなり活用活用活用活用がががが進進進進んんんん
でいないでいないでいないでいない

◆◆◆◆地域特産物地域特産物地域特産物地域特産物をををを使使使使ったったったったメメメメ
ニューニューニューニュー提案提案提案提案

◆◆◆◆食食食食べべべべ方方方方（（（（文旦文旦文旦文旦などのなどのなどのなどの剥剥剥剥
きききき方等方等方等方等））））をををを知知知知らないらないらないらない子子子子どもどもどもども
たちのたちのたちのたちの増加増加増加増加

◆◆◆◆学校給食学校給食学校給食学校給食のののの地域特産地域特産地域特産地域特産
物活用物活用物活用物活用はははは、、、、地域地域地域地域やややや農業農業農業農業にににに
対対対対するするするする理解理解理解理解とととと子供子供子供子供をををを通通通通じじじじ
たたたた消費宣伝消費宣伝消費宣伝消費宣伝のののの効果効果効果効果がががが期期期期
待待待待されるがされるがされるがされるが、、、、価格面価格面価格面価格面でででで活活活活
用用用用がががが困難困難困難困難

◆★◆★◆★◆★地域特産物地域特産物地域特産物地域特産物のののの給食給食給食給食へのへのへのへの食食食食
   材供給   材供給   材供給   材供給をををを支援支援支援支援
    ・    ・    ・    ・地域特産物地域特産物地域特産物地域特産物のののの食材供給食材供給食材供給食材供給にににに
      対      対      対      対するするするする助成助成助成助成
    ・    ・    ・    ・給食給食給食給食へのへのへのへの安定供給体制安定供給体制安定供給体制安定供給体制のののの
      構築      構築      構築      構築のののの支援支援支援支援

◆◎◆◎◆◎◆◎地場産物地場産物地場産物地場産物（（（（魚種魚種魚種魚種、、、、野菜野菜野菜野菜ごごごご
   と   と   と   と））））やややや食材価格食材価格食材価格食材価格にににに見合見合見合見合ったったったった
   メニュー   メニュー   メニュー   メニューのののの開発開発開発開発((((再掲再掲再掲再掲））））

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

◆◆◆◆各地域各地域各地域各地域のののの学校学校学校学校でででで行行行行わわわわ
れているれているれているれている給食給食給食給食にににに使使使使われるわれるわれるわれる
食材食材食材食材をををを教材教材教材教材としたとしたとしたとした食育食育食育食育でででで
もももも、、、、米米米米、、、、野菜野菜野菜野菜でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組
みみみみ事例事例事例事例がががが大部分大部分大部分大部分

３３３３．．．．将来将来将来将来のののの本県農畜水産物本県農畜水産物本県農畜水産物本県農畜水産物のののの応応応応
援団援団援団援団づくりをづくりをづくりをづくりを支援支援支援支援

○○○○

◆◆◆◆地域特産物地域特産物地域特産物地域特産物のののの食農教育食農教育食農教育食農教育とととと給給給給
   食   食   食   食へのへのへのへの食材供給食材供給食材供給食材供給のののの支援支援支援支援によによによによ
   る   る   る   る地域特産物地域特産物地域特産物地域特産物のののの理解促進理解促進理解促進理解促進
   ◎   ◎   ◎   ◎生産者生産者生産者生産者がががが行行行行うううう出前授業出前授業出前授業出前授業やややや
      現場体験      現場体験      現場体験      現場体験などのなどのなどのなどの食育食育食育食育へのへのへのへの
      取組      取組      取組      取組ををををコーディネートコーディネートコーディネートコーディネート
   ★   ★   ★   ★学校給食学校給食学校給食学校給食とととと食育食育食育食育とのとのとのとの連携連携連携連携
      を      を      を      を通通通通じたじたじたじた、、、、将来将来将来将来のののの高知高知高知高知のののの
      農畜水産物応援団      農畜水産物応援団      農畜水産物応援団      農畜水産物応援団づくりづくりづくりづくり
　    　    　    　    ①①①①地域特産物地域特産物地域特産物地域特産物（（（（土佐土佐土佐土佐はちはちはちはち
      きん      きん      きん      きん地鶏地鶏地鶏地鶏、、、、土佐土佐土佐土佐ジロージロージロージロー、、、、
      文旦      文旦      文旦      文旦、、、、メロンメロンメロンメロン等等等等））））のののの生産生産生産生産
      者      者      者      者によるによるによるによる食育食育食育食育とととと、、、、給食給食給食給食へへへへ
      の      の      の      の食材供給食材供給食材供給食材供給にににに対対対対するするするする支支支支
      援      援      援      援をををを行行行行いいいい、、、、本県特産物本県特産物本県特産物本県特産物のののの
      「      「      「      「ジュニアジュニアジュニアジュニア博士博士博士博士」」」」をををを育成育成育成育成
　    　    　    　    ②②②②主要野菜主要野菜主要野菜主要野菜（（（（ナスナスナスナス、、、、ピーピーピーピー
      マン      マン      マン      マン、、、、シシトウシシトウシシトウシシトウ、、、、ニラニラニラニラ、、、、オオオオ
      クラ      クラ      クラ      クラ））））のののの生産者生産者生産者生産者によるによるによるによる食食食食
      育      育      育      育とととと、、、、給食給食給食給食へのへのへのへの安定供給安定供給安定供給安定供給
      体制      体制      体制      体制のののの構築構築構築構築のののの支援支援支援支援
   ★   ★   ★   ★高知高知高知高知のののの野菜大好野菜大好野菜大好野菜大好きっきっきっきっ子表子表子表子表
      彰事業      彰事業      彰事業      彰事業によるによるによるによる実需者実需者実需者実需者のののの意意意意
      識醸成      識醸成      識醸成      識醸成
   ★   ★   ★   ★食育食育食育食育・・・・食農教育等体験学食農教育等体験学食農教育等体験学食農教育等体験学
      習      習      習      習のののの実施実施実施実施

◆◆◆◆県内農産物県内農産物県内農産物県内農産物のののの主要品主要品主要品主要品
目目目目がががが、、、、学校給食学校給食学校給食学校給食メニューメニューメニューメニュー
にににに登場登場登場登場するするするする機会機会機会機会がががが少少少少ないないないない

◆◆◆◆学校給食学校給食学校給食学校給食とととと連携連携連携連携したしたしたした食食食食
育活動育活動育活動育活動のののの推進推進推進推進
・・・・学校栄養職員学校栄養職員学校栄養職員学校栄養職員にににに対対対対するするするする
研修研修研修研修
・・・・学校教育学校教育学校教育学校教育とととと連携連携連携連携したしたしたした食食食食
育活動育活動育活動育活動へのへのへのへの支援支援支援支援（（（（市町村市町村市町村市町村
支援支援支援支援））））

◆◆◆◆小学校小学校小学校小学校でのでのでのでの出前授業出前授業出前授業出前授業
やややや調理実習調理実習調理実習調理実習によるによるによるによる、、、、魚食魚食魚食魚食
普及活動普及活動普及活動普及活動のののの実施実施実施実施

２２２２．．．．地場産物地場産物地場産物地場産物のののの給食給食給食給食へのへのへのへの利用促利用促利用促利用促
進進進進をををを支援支援支援支援
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆地域特産物地域特産物地域特産物地域特産物へのへのへのへの理解理解理解理解がががが
深深深深まりまりまりまり、、、、子子子子どもからどもからどもからどもから親親親親にににに話話話話をををを
することですることですることですることで、、、、家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの消費消費消費消費
もももも増増増増えるえるえるえる

◆◆◆◆給食給食給食給食をををを通通通通じてじてじてじて本県本県本県本県のののの農林農林農林農林
水産業水産業水産業水産業やややや地域特産物地域特産物地域特産物地域特産物へのへのへのへの
理解理解理解理解をををを高高高高めることでめることでめることでめることで、、、、将来将来将来将来
のののの本県農畜水産物本県農畜水産物本県農畜水産物本県農畜水産物のののの応援応援応援応援
団団団団がががが増加増加増加増加するするするする

※※※※改革改革改革改革のののの方向 　方向 　方向 　方向 　１１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

◆◆◆◆地場産物地場産物地場産物地場産物をををを使使使使ったったったった給食給食給食給食やややや
食育食育食育食育をををを通通通通じてじてじてじて、、、、子子子子どもどもどもども達達達達がががが
将来将来将来将来のののの高知県農畜水産物高知県農畜水産物高知県農畜水産物高知県農畜水産物
のののの応援団応援団応援団応援団となるとなるとなるとなる

県産地づくり課：表彰制度の創設

好き好き高知野菜大好きっ子宣言チームの表彰と普及啓発

高知ジュニア博士育成のための特産農産物の食農教育と食材供給

生産者・農業団体：食農教育への積極的な取組
県産地づくり課：高知ジュニア博士育成事業補助制度の創設
県農振ｾﾝﾀｰ、畜産試験場、茶業試験場：食農教育に取り組む生産者団体への技術支
援

交流や応援団づくりの検
討

県園芸流通課：流通関係
者との交流事業や出前
授業、販売促進事業を通
した高知県産園芸品の応
援団づくりの検討

取組の実践

生産者・農業団体：県産園芸品の応援団の活用、環境保全型農業の取組ＰＲ
県産地づくり課・流通支援課：効果的な企画立案、県産園芸品の応援団づくりと運営、
産地へのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

高知ジュニア博士育成のための特産農産物の食農教育と食材供給

生産者・農業団体：食農教育への積極的な取組
県産地づくり課：高知ジュニア博士育成事業補助制度の創設
県農振ｾﾝﾀｰ、畜産試験場、茶業試験場：食農教育に取り組む生産者団体への技術支
援

学校給食と食育との連携を通じた、将来の高知の農畜水産物応援団づくり

県ｽﾎﾟｰﾂ健康教育課：産業振興食育推進事業(食育、食農教育等体験学習の実
施)

Ｐ４５
別図（地２）参照
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Ⅰ 産業間の連携戦略

１ 地産地消・地産外商戦略

（２）地産外商
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地産外商戦略地産外商戦略地産外商戦略地産外商戦略（（（（食品加工食品加工食品加工食品加工をををを含含含含むむむむ））））のののの実践実践実践実践プロセスプロセスプロセスプロセスとととと支援支援支援支援のののの枠組枠組枠組枠組みみみみ

アイデアアイデアアイデアアイデアのののの共有共有共有共有とととと活用活用活用活用
　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（事業化事業化事業化事業化のののの検討検討検討検討））））

　・・・・地産外商推進協議会地産外商推進協議会地産外商推進協議会地産外商推進協議会
　　　　　　　　　　　　分野別分野別分野別分野別ののののＷＧＷＧＷＧＷＧ
　
　・地域資源活用共有会議

　・企業研究会
　　　食品､天然素材、環境、
　　　福祉、コンテンツ

支援ツール
の適用
　　＋
アドバイザー
の活用

情報の集約､
調査､分析

企業企業企業企業

情報やその分
析結果を関係
者につなぐ

現実現実現実現実のもののもののもののもの
とするとするとするとする（（（（活用活用活用活用
するするするする））））仕組仕組仕組仕組
みみみみ

　　原材料調達　　→　加工品の開発　→　試作品　→　施設整備　　→　商品　→　売り込み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流通･販売安定供給支

援＋持続で
きる仕組み
構築支援

流通企画･産地
調整への県の
参画

アンテナショップアンテナショップアンテナショップアンテナショップ、、、、
外商外商外商外商をををを活用活用活用活用したしたしたしたテテテテ
ストマーケティングストマーケティングストマーケティングストマーケティング

パッケージ、
ネーミング、
販売戦略、
PR（商品特
性）

＋衛生管
理の高度
化
＋研修

見本市見本市見本市見本市、、、、商商商商
談会談会談会談会へのへのへのへの出出出出
展機会展機会展機会展機会のののの提提提提
供供供供

アンテナ
ショップ･レ
ストランの
活用

工業技術セン
ター等による
技術支援

総合補助金、
基金等の活用

生生生生
産産産産
拡拡拡拡
大大大大
とととと
所所所所
得得得得
のののの
向向向向
上上上上

販販販販　　　　売売売売

＜＜＜＜販売販売販売販売→→→→フィードバックフィードバックフィードバックフィードバック→→→→商品改良商品改良商品改良商品改良→→→→販売拡大販売拡大販売拡大販売拡大
→→→→生産拡大生産拡大生産拡大生産拡大→→→→所得向上所得向上所得向上所得向上＞＞＞＞のののの好循環形成好循環形成好循環形成好循環形成

アイデアの収集･調査、蓄積・分類 アイデアの共有と活用 アイデアを活かした商品の展開

原材料調達原材料調達原材料調達原材料調達からからからから加工品加工品加工品加工品ののののテストマーケティングテストマーケティングテストマーケティングテストマーケティングまでまでまでまで、、、、一貫一貫一貫一貫したしたしたした県県県県のののの相談相談相談相談････支援体制支援体制支援体制支援体制のののの整備整備整備整備

アイデア･
情報源

団体団体団体団体

地域地域地域地域

行政行政行政行政

県内各所で存在、保
有する情報を集約

アイデアを共有し
て練り上げ

地産外商に関する情報やアイデアを共有するとと
もに、下記テーマの実践方法等について協議し､
各産業界での企画､実践に資する。
　(1)産業間で連携した取組について
　(2)共通ツールの活用について
　(3)地産外商を担う官民協働型の組織について

地産外商推進協議会地産外商推進協議会地産外商推進協議会地産外商推進協議会

○５つの分野を設定し、分野ごとに研究会を設置
　＜食品・環境・福祉・天然素材・コンテンツ＞
　研究会の活動
　　・セミナーの開催
　　・素材の発掘､マッチング相談会等の開催
　　・マーケット調査等の実施
　　・異業種交流等の実施　等

○具体的なテーマごとに、企業､団体､生産者等
　からなる事業体の形成
　　・技術や販売の専門家を加えて事業化に向け
　　たプラン策定

企業研究会企業研究会企業研究会企業研究会　　　　（事務局：商工労働部）

アドバイザリーボードアドバイザリーボードアドバイザリーボードアドバイザリーボード

●事業審査アドバイザー（審査機能）
　・事業計画の確実性､妥当性等のチェック

●プラン推進アドバイザー（助言機能）
　・商品づくりやマーケティングなどの事業
　　推進に関するアドバイス

＜＜＜＜協議内容＞
　○情報収集、交換
　　（地域資源･生産者･加工業者･販売業
　　　者等の情報）
　○商品化を目指す地域資源の特定
　○商品化を目指す生産者、加工業者等
　　の発掘
　○既存商品の発掘･改良
　○戦略の検討
　○マッチング
＜構成＞
　○市町村、生産者･団体､商工業者、道
　　の駅関係者、地域支援企画員　等
　　（事務局：商工会･商工会議所）

　　　　　　　　＜予算措置額(千円)＞
総合補助金　　　　　 ＜1,000,000＞
専門家等の派遣　　　　 ＜35,000＞
サポーターづくり　　　　 ＜19,282＞
ｅコマース　　　　　　  　  ＜16,200＞
アンテナショップ　　　    ＜13,000＞

人人人人
的的的的
支支支支
援援援援

分野共通分野共通分野共通分野共通のののの支援支援支援支援ツールツールツールツール

産業振興推進本部産業振興推進本部産業振興推進本部産業振興推進本部

地域資源活用共有会議地域資源活用共有会議地域資源活用共有会議地域資源活用共有会議

運輸政策課

産業振興推進部産業振興推進部産業振興推進部産業振興推進部

会議の運営と
協議結果の
実践

トータルコーディ
ネート
　　＋
アドバイザーの
活用
　　＋
市場情報の提供

庁内庁内庁内庁内のののの情報情報情報情報をををを集中集中集中集中させさせさせさせ、、、、常常常常にににに戦略戦略戦略戦略をををを共有共有共有共有するするするする

人
材
育
成
の
支
援

農業振興部 林業振興・環境部 水産振興部 商工労働部 観光振興部

民間人材をリーダーとし、県の担当
部、工技センター、産振センター、外
部専門家等で構成するチームによ
るハンズオン支援
　・ソフト・ハード両面の補助
　・こうち産業振興基金の特別枠適用
　・その他、企業立地促進法、農商工
　連携法等による企業向け支援

新事業創出支援担当
（商工労働部）

商工支援ツー
ルの適用

各専門
分野の
支援

「龍馬伝」タイアップ商品の開発や物産販売との一体的なセールス活動など

観光観光観光観光とのとのとのとの連携連携連携連携

ニーズニーズニーズニーズ、、、、アイデアアイデアアイデアアイデア（（（（情報情報情報情報））））のののの収集収集収集収集、、、、
ストックストックストックストック（（（（調査調査調査調査････分類分類分類分類）、）、）、）、分析分析分析分析
　（例）情報の分類
　　①市場ニーズ
      ・トレンド　等
　　②原材料
　　　・資源､素材、生産者　等
　　③加工
　　　・事業者、技術、機械　等
　　④流通
　　　・物流､インフラ　等
　　⑤販売
　　　・販売先､販売ルート　等
　　⑥その他
　　　・県内外の人材、人脈

地域づくり支援課

地産地消・外商課

食品加工
推進室

●計画推進スーパーバイザー(情報発信機能)
　・観光・物産等の情報発信、マーケット情報
    の提供

計画推進課

公共交通課

水産振興部水産振興部水産振興部水産振興部
合併・流通支援課

農業振興部農業振興部農業振興部農業振興部
流通支援課
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各産業分野の「地産外商戦略」

（注）

水産業・高知県漁協の販売事業の展開

産業振興推進部・
計画の推進ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

支
援
ツ
ー
ル

ｅコマース

総合補助金

専門家等の派遣

森
の
工
場
に
よ
る
素
材

の
安
定
供
給

原
木
市
場

県内製品市場
（統合して出荷拠点化）

地域密着型工場

市場出荷型工場

顔の見える型工場

量産化工場

合板工場

増
産
分

プレカット
工場・工務
店・問屋等

建材問屋等

市場統合による販売力強化を支援
⇒ロット確保、品質向上
輸送コスト削減等を実現

木製品加工
（木のカバン・家具木のおもちゃ等）

建
築
資
材
と
し
て
の
林
産
品

森
の
物
の
活
用

ＤＩＹショップ
流通業者

消費者

森林セラピーなど地域の森林資源を活用した多様な交流メニュー

き
の
こ

、
炭
な
ど

四国島
内･近
畿圏の
問屋等

加工部門における共同･協
業化による体制の整備

統合･効率化による流通体
制の整備

官民協働の販売促進
活動やブランド戦略構築な
どによる販売力の強化

林業･木
材産業
の再生
と雇用
の創出

林
業
・
流
通
体
制

、
販
売
力
の
強
化

県外への展開
当初は業務筋中心
による高価格取引

直販所で
の販売

県内量販店と
の直接取引

本格取引

試験的取引

・販売子会社の設立を
含めた新たな販売戦
略の構築
・取引先の選択と拡大

●県外販売促進活動
Ｈ２２～
・商談会参加
・各種フェア等への出店
・出張による営業活動
・アンテナショップの活用

●県内販売促進活動
Ｈ２１

Ｈ２０

【県内量販店中心の販促
活動】

【直販店舗を拠点とした販
促活動】

県内業務
筋取引

●
集
出
荷
体
制
整
備

●
人
材
育
成
・
業
務
体
制
強
化

前処理、冷
凍保管事業
への参画

漁業者の所得向上と漁
家族の雇用の場の確保

観光・４００万人観光の実現

情報発信機能
を活用して交
流人口の増大

効果的な観光Ｐ
Ｒ、プロモーション
活動の展開

県内の観光地を結
ぶ交通手段の確保

国際観光の
推進

人材の育成と
活用

県民参加による体験
型観光資源の発掘と
磨き上げの推進

四国４県での受入
態勢の整備、ＰＲ
活動の展開

産業間連携による新た
な可能性への挑戦

地域コーディネー
ト組織の整備

首都圏からの観光客を60万人（15％）に 県内2泊以上の割合を３０％に
宿泊施設稼働率を全国なみの45％に

1人当たりの観光消費額を２５，０００円に
全体の観光消費額を１，０００億円に

観光客の増加で他の産業に波及効果を

【Ｈ２３まで】
①外販機能の活用（業務筋中心の
営業・卸売）
②物販部門(地域加工品の販売)
③飲食部門(材料供給、外販を支援
する試食、試作機能等)
【Ｈ２４～】
新たな販売戦略に基づく活用

テスト
マーケ
ティン
グ

消費者、流通業者、高
知県の応援団

地
産
外
商

商
品
の
磨
き
上
げ
支
援

商談会

開催

展示会見

本市出展

小売店
百貨店
量販店
外食産業

外販

販路拡大の
チャレンジ

流通アドバイザー
生産技術の専門家

・観光情報の発信
・旅行者動向のリ
サーチ
・期間限定のプロ
モーション
（観光物産展）

商
品
開
発

地域資源活用共有会議（７ブロック）

ものづくり企業・商業者

食品、飲料、加
工製品、和紙

購
買

市

場

量
販
店

業
務

更
な
る
販
売
拡
大

と
農
業
振
興

パートナー連携（総合的な販売）

新需要の拡大（ニーズ対応）

直販
（基幹流
通農産
物）

新需要の拡大（まとまったロット）

地産外商推進協議会：県外に打って出るという考え方に基
づく地産外商戦略を、産業間の連携と官民が協働して進めるための
協議の場として設置する。

産地と戦略を共有し農畜
産物の可能性を追求し、
評価を自ら迅速に把握し
産地へフィードバック

生産
者

Ｊ
Ａ

Ｊ
Ａ

園
芸
連
・
全
農

生産拡大・まとまり
強化等

農
業
・
園
芸
産
品
等
の
全
国
展
開

実需者との連携や販
路開拓の支援による
販売拡大

消費地でのメジャー化
を目指す流通チャレン
ジによる販売拡大

相乗効
果（チャ
レンジ品
目のメ
ジャー化

等）

農産物
の評価
を販売
先と共
有し産
地へ

フィード
バック

可能性の検証・メジャー
化できるものの産地化

青果・
花・畜
産物・
茶・米
等

好循環形成

商工業・外貨の獲得を目指した工業活性化

県が流通を支援

基幹流通品の生産流通拡
大・品質向上等

販売・マーケティング、
情報のフィードバック

支援機能

人
的
支
援

産業振興推進本部
－産業振興推進部
－地域産業振興監

⇒関係部局と連携して地産
外商の取組を支援

ＰＲ･認知度の向上、販売
機会の拡大、情報発信、
試験販売・市場調査、新規
販路開拓

機
能

吹き出し内
は、アンテナ
ショップの活
用内容

アンテナショップ

販売力強化支援チーム
と連携（営業サポート）

売れ筋
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【地産外商地産外商地産外商地産外商】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆産業分野産業分野産業分野産業分野ごとにごとにごとにごとに販売促販売促販売促販売促
進進進進のののの支援支援支援支援はははは行行行行われていわれていわれていわれてい
るがるがるがるが、、、、産業間産業間産業間産業間のののの連携連携連携連携によによによによ
るるるる取組取組取組取組がががが弱弱弱弱いいいい

◆◆◆◆産業分野産業分野産業分野産業分野ごとにごとにごとにごとに販売促販売促販売促販売促
進進進進のためののためののためののための支援支援支援支援をををを実施実施実施実施

◆◆◆◆産業間産業間産業間産業間のののの連携連携連携連携によるによるによるによる取取取取
組組組組のののの推進等推進等推進等推進等、、、、産業振興計産業振興計産業振興計産業振興計
画画画画をををを強力強力強力強力にににに推進推進推進推進するためするためするためするため
のののの全庁横断的全庁横断的全庁横断的全庁横断的なななな組織組織組織組織がががが
必要必要必要必要

◆★◆★◆★◆★県産品県産品県産品県産品のののの販売販売販売販売をををを促進促進促進促進するたするたするたするた
   め   め   め   め、、、、産業間産業間産業間産業間でででで連携連携連携連携したしたしたした取組取組取組取組をををを
   新   新   新   新しいしいしいしい組織組織組織組織でででで支援支援支援支援
   ・   ・   ・   ・ﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏごとにごとにごとにごとに支援支援支援支援ﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑをををを組織組織組織組織
　　　　　　　　しししし、、、、事業事業事業事業ののののｺｰﾃｺｰﾃｺｰﾃｺｰﾃﾞ゙゙゙ｨﾈｰﾄｨﾈｰﾄｨﾈｰﾄｨﾈｰﾄとととと適用適用適用適用
　　　　　　　　するするするする支援事業支援事業支援事業支援事業のののの検討及検討及検討及検討及びびびび
　　　　　　　　実施実施実施実施

◆◆◆◆地域地域地域地域アクションプランアクションプランアクションプランアクションプランのののの
実行実行実行実行をををを支援支援支援支援するするするする体制体制体制体制がががが必必必必
要要要要

◆★◆★◆★◆★地域地域地域地域ｱｸｼｮﾝﾌｱｸｼｮﾝﾌｱｸｼｮﾝﾌｱｸｼｮﾝﾌﾟ゚゚゚ﾗﾝﾗﾝﾗﾝﾗﾝのののの実行実行実行実行をををを支支支支
　 　 　 　 援援援援するするするする体制体制体制体制をををを地域地域地域地域ごとにごとにごとにごとに整備整備整備整備
   ・   ・   ・   ・各出先機関各出先機関各出先機関各出先機関、、、、地域支援企画地域支援企画地域支援企画地域支援企画
   員及   員及   員及   員及びびびび関係部局関係部局関係部局関係部局がががが連携連携連携連携してしてしてして取取取取
    り    り    り    り組組組組むむむむ体制体制体制体制をををを県内県内県内県内のののの地域地域地域地域ごとごとごとごと
    に    に    に    に整備整備整備整備しししし、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ統括責任統括責任統括責任統括責任
   者   者   者   者をををを置置置置いていていていて、、、、個別個別個別個別ののののﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏごとごとごとごと
   に   に   に   に、、、、そのそのそのその実行実行実行実行をををを徹底徹底徹底徹底してしてしてして支援支援支援支援

◆◆◆◆産業分野産業分野産業分野産業分野ごとにごとにごとにごとに県県県県やややや国国国国
のののの補助金等補助金等補助金等補助金等によるによるによるによる商品開商品開商品開商品開
発発発発やややや施設整備等施設整備等施設整備等施設整備等へのへのへのへの支支支支
援援援援をををを実施実施実施実施

◆◆◆◆販売促進販売促進販売促進販売促進にににに関関関関するするするする支支支支
援援援援がががが必要必要必要必要なななな生産者生産者生産者生産者やややや事事事事
業者業者業者業者、、、、地域資源地域資源地域資源地域資源のののの状況状況状況状況はははは
様様様様々々々々でありでありでありであり、、、、柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対応対応対応対応
できるできるできるできる使使使使いいいい勝手勝手勝手勝手のののの良良良良いいいい補補補補
助金助金助金助金がががが必要必要必要必要

◆★◆★◆★◆★県産品県産品県産品県産品のののの販売販売販売販売をををを促進促進促進促進するたするたするたするた
   め   め   め   め、、、、生産生産生産生産からからからから販売販売販売販売にににに至至至至るるるる各段各段各段各段
   階   階   階   階をををを対象対象対象対象にににに、、、、ﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾞ゙゙゙、、、、ｿﾌﾄｿﾌﾄｿﾌﾄｿﾌﾄのののの多様多様多様多様
   な   な   な   なﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰををををﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｯｹｰｼｯｹｰｼｯｹｰｼｯｹｰｼﾞ゙゙゙化化化化したしたしたした総合総合総合総合
   補助金   補助金   補助金   補助金をををを適用適用適用適用しししし、、、、支援支援支援支援
   ・   ・   ・   ・事業者等事業者等事業者等事業者等ののののﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾞ゙゙゙にににに柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対対対対
    応    応    応    応できるできるできるできる使使使使いいいい勝手勝手勝手勝手のののの良良良良いいいい補助補助補助補助
    金    金    金    金
   ・   ・   ・   ・支援支援支援支援にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、既存事業既存事業既存事業既存事業
    や    や    や    や国国国国のののの有利有利有利有利なななな事業事業事業事業もももも組組組組みみみみ合合合合わわわわ
    せて    せて    せて    せて最適最適最適最適なななな事業事業事業事業をををを選択選択選択選択してしてしてして適適適適
    用    用    用    用

◆◆◆◆農産物農産物農産物農産物・・・・水産物水産物水産物水産物ともともともとも生生生生
鮮鮮鮮鮮でのでのでのでの市場取引市場取引市場取引市場取引がががが中心中心中心中心

〈〈〈〈園芸農産物園芸農産物園芸農産物園芸農産物〉〉〉〉
◆◆◆◆消費流通構造消費流通構造消費流通構造消費流通構造のののの変化変化変化変化
やややや消費者消費者消費者消費者ニーズニーズニーズニーズのののの多様多様多様多様
化化化化にににに対応対応対応対応できるできるできるできる販売戦略販売戦略販売戦略販売戦略
のののの不足不足不足不足

〈〈〈〈園芸農産物園芸農産物園芸農産物園芸農産物〉〉〉〉
◆★◆★◆★◆★支援体制支援体制支援体制支援体制のののの強化強化強化強化とととと新新新新たなたなたなたな販販販販
   路拡大   路拡大   路拡大   路拡大へのへのへのへの取組取組取組取組
   ・   ・   ・   ・大消費地大消費地大消費地大消費地のののの量販店量販店量販店量販店とのとのとのとの販売販売販売販売
   戦略   戦略   戦略   戦略のののの共有共有共有共有ととととパートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ
   づくり   づくり   づくり   づくり
   ・   ・   ・   ・中食外食等中食外食等中食外食等中食外食等へのへのへのへの販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大
   ・   ・   ・   ・特産野菜販売促進特産野菜販売促進特産野菜販売促進特産野菜販売促進のためののためののためののための
   観光等   観光等   観光等   観光等とのとのとのとのコラボコラボコラボコラボ企画企画企画企画・・・・実践実践実践実践
   ・   ・   ・   ・果実果実果実果実・・・・花卉花卉花卉花卉のののの販売促進販売促進販売促進販売促進

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

〈〈〈〈園芸農産物園芸農産物園芸農産物園芸農産物〉〉〉〉
◆◆◆◆大消費地大消費地大消費地大消費地からからからから遠隔地遠隔地遠隔地遠隔地でででで
あってもあってもあってもあっても、、、、一元集出荷体一元集出荷体一元集出荷体一元集出荷体
制制制制をををを基盤基盤基盤基盤にににに約約約約１３０１３０１３０１３０品目品目品目品目もももも
のののの多品目多品目多品目多品目ののののセットセットセットセット販売販売販売販売とととと
品質品質品質品質、、、、ロットロットロットロットのののの確保確保確保確保によるによるによるによる
安定供給安定供給安定供給安定供給によりによりによりにより、、、、全国各全国各全国各全国各
地地地地にににに有利販売有利販売有利販売有利販売

◆◆◆◆関東関西地区関東関西地区関東関西地区関東関西地区におけるにおけるにおけるにおける
県産園芸品県産園芸品県産園芸品県産園芸品ののののイメージイメージイメージイメージ
アップアップアップアップとととと消費拡大消費拡大消費拡大消費拡大（（（（CMCMCMCM放放放放
映映映映、、、、試食宣伝活動試食宣伝活動試食宣伝活動試食宣伝活動などなどなどなど））））

◆◆◆◆関東関西中京地区関東関西中京地区関東関西中京地区関東関西中京地区でででで
のののの環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業ののののトットットットッ
プランナープランナープランナープランナーへのへのへのへの取組取組取組取組
PRPRPRPR((((出前授業出前授業出前授業出前授業やややや流通関係流通関係流通関係流通関係
者者者者とのとのとのとの産地交流産地交流産地交流産地交流などなどなどなど））））

○○○○

○○○○

２２２２．．．．商品商品商品商品のののの磨磨磨磨きききき上上上上げをげをげをげを支援支援支援支援

１１１１．．．．総合的総合的総合的総合的なななな支援支援支援支援

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

○○○○

○○○○
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆商品企画商品企画商品企画商品企画からからからから流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売
にいたるまでにいたるまでにいたるまでにいたるまでﾄｰﾀﾙﾄｰﾀﾙﾄｰﾀﾙﾄｰﾀﾙにににに県産県産県産県産
品品品品のののの販売販売販売販売をををを支援支援支援支援するするするする県県県県のののの
体制体制体制体制がががが構築構築構築構築されされされされ、、、、事業事業事業事業がががが実実実実
施施施施されているされているされているされている

◆◆◆◆魅力魅力魅力魅力あるあるあるある商品商品商品商品づくりがづくりがづくりがづくりが進進進進
められているめられているめられているめられている
・・・・首都圏首都圏首都圏首都圏をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする県県県県
外市場外市場外市場外市場にににに目目目目をををを向向向向けけけけ、、、、消費者消費者消費者消費者
のののの視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった魅力魅力魅力魅力あるあるあるある商商商商
品品品品づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

ＨＨＨＨ２３２３２３２３ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

ＨＨＨＨ２１２１２１２１

◆◆◆◆地域資源地域資源地域資源地域資源をををを活活活活かしたかしたかしたかした消費消費消費消費
者者者者ﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾞ゙゙゙にににに基基基基づくづくづくづく商品商品商品商品づくりづくりづくりづくり
やややや多様多様多様多様なななな販路販路販路販路のののの確保確保確保確保がががが進進進進
められているめられているめられているめられている

　　　　

◆◆◆◆県産品県産品県産品県産品のののの販売販売販売販売がががが拡大拡大拡大拡大しししし
ているているているている

◆◆◆◆雇用雇用雇用雇用がががが創出創出創出創出されされされされ、、、、所得所得所得所得がががが
向上向上向上向上しているしているしているしている

※※※※改革改革改革改革のののの方向 　方向 　方向 　方向 　１１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

新しい組織の設置

県：産業振興推進本部・産業振興推進部の設置

県：産業振興推進地域本部の設置（地域ごとに統括責任者(地域産業振興監)を配置し、
その下で、出先機関・地域支援企画員等が連携して取り組む体制の整備）

地域アクションプランの実行支援体制の整備

県計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金の創設

総合補助金の適用・支援

浜加工グループ：衛生管理体制・品質管理体制の確立、営業活動の強化による新たな
販路開拓、売れる商品づくり
県合併・流通支援課：浜加工グループの行なう上記取組への支援
県漁業指導所・工業技術センター：ビジネス転換に必要な新商品開発等に関する技術
指導による支援

県地産地消・外商課：高知県地産外商推進協議会を設置し、地産外商に関する各産業分野間の
連携や官民協働による具体的な地産外商の実践に関する協議を実施

県関係課：一元的に支援で
きる体制の構築、新需要開
拓ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業の創設
（野菜・果樹・花卉）

支援体制の構築と事業創
設

新体制による新たな販路開拓と有利販売への実践 ※県関係課は新組織や連
携に関わる各部担当課

農業団体：流通販売戦略の企画提案（野菜・果樹・花卉）と県との共有と実践
県関係課：流通販売戦略の企画提案（野菜・果樹・花卉）と農業団体との共有と支援

農業団体：業務加工向け商材企画、メニュー提案等業務筋への販売活動、業務ニー
ズに基づく荷姿調整等産地との協議、実需者との交流、販売後の総括と実需者・産地
との共有
県関係課：上記取組の企画・実践を支援

中食・外食等への販路拡大

効果的な量販店フェアの開催

農業団体：量販店等への高知の生産戦略を含めたフェアの企画提案、量販店との販
売戦略の共有、バイヤーの産地招聘や生産者の量販店等への派遣による交流、フェ
ア後の総括と量販店・産地との共有
県関係課：上記取組の企画・実践を支援

Ｐ１５９　農業分野
別図（農２）参照

Ｐ４４
別図（地１）参照

民間団体・市町村・県：地産外商を担う官民協働型の新組織(財団法人等)の設置
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【地産外商地産外商地産外商地産外商】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◆◆◆消費者消費者消費者消費者ﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾞ゙゙゙にににに関関関関するするするする
情報情報情報情報のののの収集収集収集収集、、、、生産者生産者生産者生産者へのへのへのへの
情報情報情報情報ののののﾌｨｰﾄﾌｨｰﾄﾌｨｰﾄﾌｨｰﾄﾞ゙゙゙ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｯｸｯｸｯｸｯｸがががが不十不十不十不十
分分分分なためなためなためなため、、、、消費者消費者消費者消費者ﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾞ゙゙゙にににに
基基基基づくものづくりがづくものづくりがづくものづくりがづくものづくりが十分十分十分十分にににに
できていないできていないできていないできていない

◆★◆★◆★◆★新新新新しいしいしいしいｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ゚゚゚のののの活用等活用等活用等活用等
   による   による   による   による、、、、ﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ゙゙゙のののの機会機会機会機会
   の   の   の   の提供提供提供提供、、、、県産品県産品県産品県産品にににに関関関関するするするするﾓﾆﾀｰﾓﾆﾀｰﾓﾆﾀｰﾓﾆﾀｰ
   調査   調査   調査   調査ややややｱﾝｹｰﾄｱﾝｹｰﾄｱﾝｹｰﾄｱﾝｹｰﾄ調査調査調査調査のののの実施実施実施実施、、、、生生生生
   産者等   産者等   産者等   産者等へのへのへのへの情報情報情報情報ののののﾌｨｰﾄﾌｨｰﾄﾌｨｰﾄﾌｨｰﾄﾞ゙゙゙ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｯｸｯｸｯｸｯｸ
   の   の   の   の充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化

◆◆◆◆中山間地域産業再生中山間地域産業再生中山間地域産業再生中山間地域産業再生ｱｱｱｱ
ﾄﾄﾄﾄﾞ゙゙゙ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｲｻｲｻｲｻｲｻﾞ゙゙゙ｰーーー事業事業事業事業によるによるによるによる中山中山中山中山
間地域間地域間地域間地域のののの拠点拠点拠点拠点ﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾈｽﾈｽﾈｽﾈｽへへへへ
のののの支援支援支援支援

◆◆◆◆有名小売店有名小売店有名小売店有名小売店（（（（紀紀紀紀ノノノノ国屋国屋国屋国屋
等等等等））））のののの協力協力協力協力によるによるによるによる商品商品商品商品のののの
磨磨磨磨きききき上上上上げげげげ

◆◆◆◆商品企画商品企画商品企画商品企画からからからから流通流通流通流通・・・・販販販販
売売売売にいたるまでにいたるまでにいたるまでにいたるまで総合的総合的総合的総合的にににに
ﾏﾈｼﾏﾈｼﾏﾈｼﾏﾈｼﾞ゙゙゙ﾒﾝﾄﾒﾝﾄﾒﾝﾄﾒﾝﾄをするをするをするをする人材人材人材人材がががが不不不不
足足足足しているしているしているしている

◆◎◆◎◆◎◆◎担担担担いいいい手手手手やややや核核核核となるとなるとなるとなる人材人材人材人材・・・・団体団体団体団体
   の   の   の   の育成育成育成育成・・・・確保確保確保確保

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

２２２２．．．．商品商品商品商品のののの磨磨磨磨きききき上上上上げをげをげをげを支援支援支援支援

○○○○○○○○
◆◆◆◆県外市場県外市場県外市場県外市場をををを視野視野視野視野にににに入入入入
れたれたれたれた商品商品商品商品づくりがづくりがづくりがづくりが十分十分十分十分でででで
きていないきていないきていないきていない
・・・・優優優優れたれたれたれた地域資源地域資源地域資源地域資源がありがありがありがあり
ながらながらながらながら全国全国全国全国にににに展開展開展開展開していしていしていしてい
るるるる商品商品商品商品はごくはごくはごくはごく一部一部一部一部にににに止止止止
まっているまっているまっているまっている

◆◆◆◆首都圏首都圏首都圏首都圏のののの既存既存既存既存ののののｱﾝﾃﾅｱﾝﾃﾅｱﾝﾃﾅｱﾝﾃﾅ
ｼｮｯﾌｼｮｯﾌｼｮｯﾌｼｮｯﾌﾟ゚゚゚はははは、、、、郊外型郊外型郊外型郊外型のののの立地立地立地立地
のためのためのためのため消費者情報消費者情報消費者情報消費者情報のののの生生生生
産者産者産者産者へのへのへのへのﾌｨｰﾄﾌｨｰﾄﾌｨｰﾄﾌｨｰﾄﾞ゙゙゙ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｯｸｯｸｯｸｯｸ機能機能機能機能
やややや情報発信力情報発信力情報発信力情報発信力がががが十分十分十分十分でででで
ないないないない

◆◆◆◆地域資源地域資源地域資源地域資源をををを活用活用活用活用したしたしたした新新新新
しいしいしいしい取組取組取組取組がががが少少少少ないないないない

◆◆◆◆ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄをををを活用活用活用活用したしたしたしたﾓﾓﾓﾓ
ﾆﾀｰﾆﾀｰﾆﾀｰﾆﾀｰ制度制度制度制度やややや首都圏首都圏首都圏首都圏ののののｱﾝﾃｱﾝﾃｱﾝﾃｱﾝﾃ
ﾅｼｮｯﾌﾅｼｮｯﾌﾅｼｮｯﾌﾅｼｮｯﾌﾟ゚゚゚でのでのでのでの試験販売等試験販売等試験販売等試験販売等
によるによるによるによる消費者消費者消費者消費者ﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾞ゙゙゙等等等等のののの
調査調査調査調査へのへのへのへの支援支援支援支援

◆◆◆◆地域産品地域産品地域産品地域産品をををを活用活用活用活用したしたしたした商商商商
品品品品のののの開発支援開発支援開発支援開発支援
・・・・意欲意欲意欲意欲のあるのあるのあるのある事業者事業者事業者事業者のののの発発発発
掘掘掘掘((((定期的定期的定期的定期的なななな情報交換会情報交換会情報交換会情報交換会
のののの開催開催開催開催、、、、身近身近身近身近なななな成功事例成功事例成功事例成功事例
のののの紹介紹介紹介紹介、、、、意欲意欲意欲意欲がうかがえがうかがえがうかがえがうかがえ
るるるる事業者事業者事業者事業者のののの情報収集情報収集情報収集情報収集・・・・意意意意
欲欲欲欲のののの喚起喚起喚起喚起))))
・・・・育成育成育成育成へのへのへのへの取組取組取組取組((((産業振産業振産業振産業振
興興興興ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰのののの専門家専門家専門家専門家やややや各種各種各種各種
助成制度助成制度助成制度助成制度のののの紹介紹介紹介紹介、、、、事業者事業者事業者事業者
へのへのへのへの必要必要必要必要とするとするとするとする情報提供情報提供情報提供情報提供
ややややｻﾎｻﾎｻﾎｻﾎﾟ゚゚゚ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄのののの実施実施実施実施))))
・・・・関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携連携連携連携((((発掘発掘発掘発掘
からからからから育成育成育成育成までまでまでまで関係機関関係機関関係機関関係機関とととと
連携連携連携連携したしたしたしたｻﾎｻﾎｻﾎｻﾎﾟ゚゚゚ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄのののの実施実施実施実施))))

地域団体商標登録数地域団体商標登録数地域団体商標登録数地域団体商標登録数
　　　　高知県高知県高知県高知県：   ：   ：   ：   4444件件件件
　　　　全 　国全 　国全 　国全 　国：：：：406406406406件件件件
地域団体商標地域団体商標地域団体商標地域団体商標：：：：地域地域地域地域のののの
名称及名称及名称及名称及びびびび商品商品商品商品（（（（ｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ））））
のののの名称等名称等名称等名称等からからからから商標商標商標商標につにつにつにつ
いていていていて、、、、一定一定一定一定のののの範囲範囲範囲範囲でででで周周周周
知知知知されたされたされたされた場合場合場合場合にににに、、、、事業事業事業事業
協同組合等協同組合等協同組合等協同組合等のののの団体団体団体団体にににに
よるよるよるよる登録登録登録登録をををを認認認認めるめるめるめる制制制制
度度度度。「。「。「。「土佐打刃物土佐打刃物土佐打刃物土佐打刃物」」」」等等等等4444
件件件件がががが登録済登録済登録済登録済みみみみ
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２３２３２３２３ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿
ＨＨＨＨ２１２１２１２１

※※※※改革改革改革改革のののの方向 　方向 　方向 　方向 　１１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

担い手や核となる人材・団体の育成・確保

県：産業振興推進アドバイザー事業による支援

浜加工グループの意識と行動の経営的視点への誘導
浜加工グループ：グループ化に向けた活動強化・意識の醸成、ビジネス感覚や営業ノウ
ハウの習得（経営的視点への意識の転換による行動変革）
漁協・市町村・県漁業指導所：新たなグループの掘り起こし、グループ化の推進
県合併・流通支援課：先進地との交流会・講演会の開催（リーダー、中核的人材の育
成）、経営アドバイザーや専門家による事業計画づくり等の個別指導による支援

新しいアンテナショップの活用等による商品企画・商品化への支援

県計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金により地域が一体となって取り組
む県産品のブランド化構想の策定やﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの実践に対し支援

県地産地消・外商課：土佐のいい物おいしい物発見コンクールの開催、コンクール入賞商
品のアンテナショップでの情報発信

地産外商推進協議会：新アンテナショップへの商品提
案、県内生産者・事業者への首都圏消費者情報の
フィードバック
県地産地消・外商課：高知県地産外商推進協議会の運
営

地産外商推進協議会：新
アンテナショップの運営方
法、販売企画や品揃え等
の基本方針を協議
県地産地消・外商課：高知
県地産外商推進協議会の
設立、運営

新しいアンテナショップの活用等による商品企画・商品化への支援

県県産品ブランド課：地
域が一体となって取り組
む県産品のブランド化
構想の策定やﾏｰｹﾃｨﾝ
ｸﾞの実践に対する支援

特産野菜等コラボ企画・実践

農業団体・市町村等：ＩＰＭ等の地域の取組を実需者へ紹介、観光資源とのコラボ企画
提案、実需者と産地の交流、企画の実践・総括
県関係課：上記取組の企画・実践を支援

果実の販売促進

農業団体：生産者・農業団体・県による地域の現状把握や課題の共有、生産流通販売
戦略策定と共有・実践
県関係課：生産販売戦略の共有と取組の支援

花きの販売促進

農業団体：市場等でのモニタリングへの参画、結果を踏まえた産地の生産流通戦略協
議・実践
県関係課：市場等でのモニタリング、生産流通戦略の策定支援及び実施の支援

アンテナショップ設立準備

農業団体：品目の選定協
議、出荷に向けた産地調
整、販売戦略作りと生産
者・農業団体・県の共有
県関係課：品目の選定
支援

アンテナショップとの連携

農業団体：品目の拡大協議、出荷に向けた産地調整、販
売拡大に向けた戦略作りと生産者・農業団体・県の共
有、実践
県関係課：上記取組の支援

Ｐ２８２　商工業分野
別図（商工１１）の

下図参照

民間団体・市町村・県：地産外商を担う官民協働型の新組織(財団法人等)の設置(再掲)
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【地産外商地産外商地産外商地産外商】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◆◆◆商品企画商品企画商品企画商品企画のののの弱弱弱弱ささささ等等等等からからからから
市場市場市場市場ﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾞ゙゙゙にににに合合合合ったったったった商品商品商品商品
のののの提供力提供力提供力提供力がががが弱弱弱弱いいいい

◆◆◆◆食品製造業食品製造業食品製造業食品製造業はははは零細企零細企零細企零細企
業業業業がががが多多多多くくくく企業体力企業体力企業体力企業体力がががが弱弱弱弱いいいい
ことなどからことなどからことなどからことなどから出荷額出荷額出荷額出荷額がががが低低低低
迷迷迷迷しているしているしているしている

◆★◆★◆★◆★地域地域地域地域でででで生産者生産者生産者生産者やややや商工業者等商工業者等商工業者等商工業者等
   が   が   が   が連携連携連携連携してしてしてして地域資源地域資源地域資源地域資源をををを発掘発掘発掘発掘・・・・商商商商
   品化   品化   品化   品化するするするする場場場場づくりづくりづくりづくり((((地域資源活地域資源活地域資源活地域資源活
   用共有会議   用共有会議   用共有会議   用共有会議のののの創設創設創設創設))))

◆★◆★◆★◆★ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｻｻｻｻﾞ゙゙゙ｲﾅｰｲﾅｰｲﾅｰｲﾅｰややややﾏｰｹﾃｨﾝｸﾏｰｹﾃｨﾝｸﾏｰｹﾃｨﾝｸﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ゙゙゙のののの専門専門専門専門
   家等   家等   家等   家等のののの外部外部外部外部のののの人材人材人材人材をををを活用活用活用活用しししし、、、、
   商品   商品   商品   商品のののの磨磨磨磨きききき上上上上げやげやげやげや効果的効果的効果的効果的なななな
   ﾏｰｹﾃｨﾝｸ   ﾏｰｹﾃｨﾝｸ   ﾏｰｹﾃｨﾝｸ   ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ゙゙゙活動等活動等活動等活動等のののの推進推進推進推進をををを支支支支
   援   援   援   援

◆◆◆◆加工加工加工加工によるによるによるによる農林水産物農林水産物農林水産物農林水産物
のののの商品化商品化商品化商品化・・・・高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化
とととと流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売ﾙｰﾄﾙｰﾄﾙｰﾄﾙｰﾄのののの開拓開拓開拓開拓
へのへのへのへの支援支援支援支援

◆◆◆◆補助事業補助事業補助事業補助事業((((県産品県産品県産品県産品ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗﾝﾗﾝﾗﾝﾗﾝ
ﾄﾄﾄﾄﾞ゙゙゙化企画推進事業等化企画推進事業等化企画推進事業等化企画推進事業等））））にににに
よるよるよるよる、、、、県産品県産品県産品県産品のののの高付加価高付加価高付加価高付加価
値化等値化等値化等値化等によりによりによりによりﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾞ゙゙゙化化化化をををを
目指目指目指目指すすすすﾓﾃﾓﾃﾓﾃﾓﾃﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ事例事例事例事例へへへへ支援支援支援支援

◆★◆★◆★◆★加工加工加工加工によるによるによるによる農林水産物農林水産物農林水産物農林水産物のののの商商商商
   品化   品化   品化   品化・・・・高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化とととと流通流通流通流通・・・・販販販販
   売   売   売   売ﾙｰﾄﾙｰﾄﾙｰﾄﾙｰﾄのののの開拓開拓開拓開拓へのへのへのへの支援支援支援支援のののの充実充実充実充実
   ・   ・   ・   ・強化強化強化強化((((新組織新組織新組織新組織・・・・総合補助金総合補助金総合補助金総合補助金をををを
   中心   中心   中心   中心としたとしたとしたとした支援支援支援支援))))

◆○◆○◆○◆○商品商品商品商品ｶﾃｺｶﾃｺｶﾃｺｶﾃｺﾞ゙゙゙ﾘｰﾘｰﾘｰﾘｰ別別別別ののののﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾞ゙゙゙化化化化のののの
   推進   推進   推進   推進をををを支援支援支援支援

◆○◆○◆○◆○県産品県産品県産品県産品のののの高付加価値化等高付加価値化等高付加価値化等高付加価値化等にににに
   より   より   より   よりﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾗﾝﾄﾞ゙゙゙化化化化をををを目指目指目指目指すすすすﾓﾃﾓﾃﾓﾃﾓﾃﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ事事事事
   例   例   例   例へのへのへのへの支援支援支援支援

◆◆◆◆試験研究機関試験研究機関試験研究機関試験研究機関のののの研究研究研究研究
開発開発開発開発、、、、技術支援技術支援技術支援技術支援によるによるによるによる新新新新
商品商品商品商品、、、、新品種新品種新品種新品種、、、、新品目新品目新品目新品目、、、、
高品質生産技術高品質生産技術高品質生産技術高品質生産技術、、、、品質保品質保品質保品質保
持技術持技術持技術持技術のののの開発開発開発開発

◆◎◆◎◆◎◆◎試験研究機関試験研究機関試験研究機関試験研究機関のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化
   （   （   （   （新商品新商品新商品新商品のののの開発開発開発開発やややや技術支援技術支援技術支援技術支援
   等   等   等   等）、）、）、）、試験研究機関試験研究機関試験研究機関試験研究機関とととと生産者生産者生産者生産者
   等   等   等   等とのとのとのとのﾏｯﾁﾝｸﾏｯﾁﾝｸﾏｯﾁﾝｸﾏｯﾁﾝｸﾞ゙゙゙のののの推進推進推進推進

◆◎◆◎◆◎◆◎産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携によるによるによるによる新商品新商品新商品新商品のののの
   開発   開発   開発   開発をををを支援支援支援支援

◆○◆○◆○◆○ＨＡＣＣＰＨＡＣＣＰＨＡＣＣＰＨＡＣＣＰやややや森林認証制度森林認証制度森林認証制度森林認証制度なななな
   どの   どの   どの   どの導入導入導入導入をををを支援支援支援支援

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

２２２２．．．．商品商品商品商品のののの磨磨磨磨きききき上上上上げをげをげをげを支援支援支援支援

○○○○

◆◆◆◆商品企画商品企画商品企画商品企画からからからから流通流通流通流通・・・・販販販販
売売売売までのまでのまでのまでの各段階各段階各段階各段階におけるにおけるにおけるにおける
外部外部外部外部のののの視点視点視点視点のののの導入導入導入導入がががが不不不不
十分十分十分十分であるためであるためであるためであるため、、、、魅力魅力魅力魅力ああああ
るるるる商品商品商品商品づくりができていなづくりができていなづくりができていなづくりができていな
いいいい

((((1111....5555次産品次産品次産品次産品のののの課題課題課題課題))))
◆◆◆◆原材料原材料原材料原材料のののの安定確保安定確保安定確保安定確保、、、、品品品品
質質質質ののののﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾗﾂｷﾗﾂｷﾗﾂｷﾗﾂｷのののの是正是正是正是正

◆◆◆◆品揃品揃品揃品揃えやえやえやえやﾛｯﾄﾛｯﾄﾛｯﾄﾛｯﾄのののの確保確保確保確保がががが
十分十分十分十分でないでないでないでない

◆◆◆◆優位性優位性優位性優位性をををを発揮発揮発揮発揮するするするする品位品位品位品位
((((素材素材素材素材やややや技術技術技術技術))))のののの確保確保確保確保

◆◆◆◆物流方法物流方法物流方法物流方法やややや所要時間所要時間所要時間所要時間
をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした品質品質品質品質・・・・衛生安衛生安衛生安衛生安
全性全性全性全性のののの確保確保確保確保

◆◆◆◆ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾏｰｹﾃｨﾝｸﾏｰｹﾃｨﾝｸﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ゙゙゙力力力力((((商品商品商品商品のののの差差差差
別化別化別化別化・・・・販売販売販売販売ﾀｰｹﾀｰｹﾀｰｹﾀｰｹﾞ゙゙゙ｯﾄｯﾄｯﾄｯﾄやややや価価価価
格格格格))))のののの強化強化強化強化

◆◆◆◆都市部都市部都市部都市部でででで評価評価評価評価されるされるされるされる
ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｯｹｰｼｯｹｰｼｯｹｰｼｯｹｰｼﾞ゙゙゙形態形態形態形態ややややﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｻｻｻｻﾞ゙゙゙ｲﾝｲﾝｲﾝｲﾝ開開開開
発能力発能力発能力発能力

◆◆◆◆市場競争力市場競争力市場競争力市場競争力をををを高高高高めるめるめるめる低低低低
ｺｽﾄｺｽﾄｺｽﾄｺｽﾄ・・・・高品質生産技術高品質生産技術高品質生産技術高品質生産技術、、、、
新商品新商品新商品新商品、、、、新品目新品目新品目新品目のののの開発開発開発開発

◆◆◆◆商品開発商品開発商品開発商品開発のためののためののためののための研研研研
究部門究部門究部門究部門をもつをもつをもつをもつ企業企業企業企業がほとがほとがほとがほと
んどないんどないんどないんどない

○○○○
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２３２３２３２３ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿
ＨＨＨＨ２１２１２１２１

※※※※改革改革改革改革のののの方向 　方向 　方向 　方向 　１１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

外部人材を活用した商品の磨き上げ等の推進への支援

県地域づくり支援課：中山
間地域産業再生ｱﾄﾞﾊﾞｲ
ｻﾞｰ事業による支援

県地産地消・外商課：産業振興推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる商品の磨き上げ等の支援

県計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金の創設(再掲)
県県産品ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ課：県産
品ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化企画推進事業
費補助金、県産食材利用
新商品開発連携推進事
業費補助金

県試験研究機関：地域特産物のブランド化技術支援

県試験研究機関：農畜産物の高品質・安定・多収生産技術の開発
　　　　　　　　　　　ＩＰＭ技術確立支援

外部人材を活用した商品の磨き上げ等の推進への支援

専門家：事業者への助言（既存商品のブラッシュアップ）
県地産地消・外商課：専門家リストの作成、専門家を活用した商品相談会、セミナーの開
催

地域資源活用共有会議：商工業者や生産者等を中心に構成し、地域資源や地場
産品の発掘、商品化を協議（県内７ブロックに設置）
商工会等：事務局を設置
県計画推進課：産業振興推進地域本部が対応

地域資源活用共有会議の設置

Ｐ２９２　商工業分野
別図（商工２１）参照

Ｐ２８２　商工業分野
別図（商工１１）参照

Ｐ４６
別図（地３）参照

Ｐ４４
別図（地１）参照
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【地産外商地産外商地産外商地産外商】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆★◆★◆★◆★高知県高知県高知県高知県をををを総合的総合的総合的総合的にににに売売売売りりりり出出出出すすすす
   営業拠点   営業拠点   営業拠点   営業拠点としてとしてとしてとして東京都心東京都心東京都心東京都心にににに新新新新
    しい    しい    しい    しいｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ゚゚゚をををを設置設置設置設置（（（（物販物販物販物販
    だけでなく    だけでなく    だけでなく    だけでなく、、、、生産者団体生産者団体生産者団体生産者団体ともともともとも
   連携   連携   連携   連携したしたしたした外食外食外食外食やややや中食中食中食中食、、、、卸卸卸卸・・・・小小小小
   売業者等   売業者等   売業者等   売業者等へのへのへのへの県産品県産品県産品県産品のののの売売売売りりりり
   込   込   込   込みみみみ拠点拠点拠点拠点）、）、）、）、事前事前事前事前ﾌｪｱﾌｪｱﾌｪｱﾌｪｱのののの開催開催開催開催
 （ （ （ （新新新新しいしいしいしいｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ゚゚゚のののの機能機能機能機能））））
   ・   ・   ・   ・販路開拓機能販路開拓機能販路開拓機能販路開拓機能((((卸売事業卸売事業卸売事業卸売事業のののの
   展開   展開   展開   展開))))　　　　・・・・観光情報発信機能観光情報発信機能観光情報発信機能観光情報発信機能
 　・ 　・ 　・ 　・物販機能物販機能物販機能物販機能　　　　・・・・飲食機能飲食機能飲食機能飲食機能
   ・   ・   ・   ・ふるさとふるさとふるさとふるさと情報情報情報情報のののの発信機能発信機能発信機能発信機能

◆◎◆◎◆◎◆◎消費者消費者消費者消費者やややや流通流通流通流通・・・・販売業者販売業者販売業者販売業者とととと
   生産者   生産者   生産者   生産者のののの情報交換情報交換情報交換情報交換・・・・交流機会交流機会交流機会交流機会
   の   の   の   の拡大拡大拡大拡大によるによるによるによる県産品県産品県産品県産品ののののＰＲＰＲＰＲＰＲとととと
   消費者   消費者   消費者   消費者ﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾞ゙゙゙のののの把握把握把握把握へのへのへのへの支援支援支援支援
   (   (   (   (情報交換会情報交換会情報交換会情報交換会、、、、交流会交流会交流会交流会、、、、研修研修研修研修
   会   会   会   会、、、、産地体験産地体験産地体験産地体験ﾂｱｰﾂｱｰﾂｱｰﾂｱｰのののの開催開催開催開催））））

◆◎◆◎◆◎◆◎生産者生産者生産者生産者、、、、加工業者加工業者加工業者加工業者、、、、流通流通流通流通・・・・販販販販
   売業者   売業者   売業者   売業者、、、、観光業者等観光業者等観光業者等観光業者等のののの相互相互相互相互のののの
   ﾏｯﾁﾝｸ   ﾏｯﾁﾝｸ   ﾏｯﾁﾝｸ   ﾏｯﾁﾝｸﾞ゙゙゙をををを推進推進推進推進することによるすることによるすることによるすることによる販販販販
   路開拓   路開拓   路開拓   路開拓へのへのへのへの支援支援支援支援（（（（全国的全国的全国的全国的なななな展展展展
   示会   示会   示会   示会やややや見本市見本市見本市見本市へのへのへのへの出展支援出展支援出展支援出展支援、、、、
   商談会等   商談会等   商談会等   商談会等のののの開催開催開催開催））））

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

◆◆◆◆首都圏首都圏首都圏首都圏のののの既存既存既存既存ののののｱﾝﾃﾅｱﾝﾃﾅｱﾝﾃﾅｱﾝﾃﾅ
ｼｮｯﾌｼｮｯﾌｼｮｯﾌｼｮｯﾌﾟ゚゚゚のののの情報発信力情報発信力情報発信力情報発信力やややや県県県県
産品産品産品産品のののの売売売売りりりり込込込込みみみみ機能機能機能機能がががが
十分十分十分十分でないでないでないでない

◆◆◆◆県外市場県外市場県外市場県外市場にににに対対対対するするするする関関関関
心心心心がががが低低低低いこといこといこといこと、、、、またまたまたまた、、、、規模規模規模規模
のののの小小小小さいさいさいさい企業企業企業企業がががが多多多多いこといこといこといこと
からからからから、、、、県外県外県外県外へのへのへのへの販売力販売力販売力販売力がががが
弱弱弱弱くくくく、、、、販路販路販路販路がががが確保確保確保確保できてできてできてできて
いないいないいないいない

◆◆◆◆販路販路販路販路のののの開拓開拓開拓開拓・・・・拡大拡大拡大拡大のたのたのたのた
めにはめにはめにはめには卸売業卸売業卸売業卸売業やややや流通専流通専流通専流通専
門家門家門家門家をををを活用活用活用活用するするするする必要必要必要必要があがあがあがあ
るがるがるがるが（（（（小売業小売業小売業小売業とととと卸売業卸売業卸売業卸売業でででで
はははは、、、、ﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾈｽﾈｽﾈｽﾈｽのののの性質性質性質性質がががが違違違違うううう
ためためためため、、、、BtoBBtoBBtoBBtoBのののの得意得意得意得意なななな専門専門専門専門
のののの人材人材人材人材やややや協力企業協力企業協力企業協力企業がががが必必必必
要要要要）、）、）、）、十分十分十分十分できていないできていないできていないできていない
・・・・県産品県産品県産品県産品をををを扱扱扱扱うううう卸業者卸業者卸業者卸業者のののの
確保確保確保確保
・・・・大手流通業者大手流通業者大手流通業者大手流通業者とのとのとのとの取引取引取引取引
確保確保確保確保
・・・・事業者等事業者等事業者等事業者等のののの営業活動力営業活動力営業活動力営業活動力
強化強化強化強化

◆◆◆◆業務筋業務筋業務筋業務筋((((外食外食外食外食・・・・中食等中食等中食等中食等))))
等等等等へのへのへのへの新新新新たなたなたなたな需要需要需要需要のののの掘掘掘掘りりりり
起起起起こしがこしがこしがこしが十分十分十分十分できていなできていなできていなできていな
いいいい

◆◆◆◆流通側流通側流通側流通側ととととﾀｲｱｯﾌﾀｲｱｯﾌﾀｲｱｯﾌﾀｲｱｯﾌﾟ゚゚゚したしたしたした商商商商
談会談会談会談会のののの開催開催開催開催

◆◆◆◆商品計画機構商品計画機構商品計画機構商品計画機構やややや企業企業企業企業
ｺｰﾃｺｰﾃｺｰﾃｺｰﾃﾞ゙゙゙ｨﾈｰﾀｰｨﾈｰﾀｰｨﾈｰﾀｰｨﾈｰﾀｰによるによるによるによる販路開販路開販路開販路開
拓拓拓拓のののの支援支援支援支援

◆◆◆◆事業者等事業者等事業者等事業者等のののの展示会展示会展示会展示会やややや
見本市等見本市等見本市等見本市等へのへのへのへの出展出展出展出展にににに対対対対
するするするする補助補助補助補助((((産業振興産業振興産業振興産業振興ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ
のののの補助金補助金補助金補助金))))

◆◆◆◆高知高知高知高知ﾌｪｱﾌｪｱﾌｪｱﾌｪｱ等等等等、、、、量販店主量販店主量販店主量販店主
体体体体のののの販売促進活動販売促進活動販売促進活動販売促進活動へのへのへのへの
支援支援支援支援（（（（園芸品等園芸品等園芸品等園芸品等））））

◆◆◆◆消費者消費者消費者消費者やややや流通流通流通流通・・・・販売業販売業販売業販売業
者者者者とととと生産者生産者生産者生産者のののの情報交換情報交換情報交換情報交換・・・・
交流機会交流機会交流機会交流機会のののの拡大拡大拡大拡大((((産地見産地見産地見産地見
学会学会学会学会のののの開催等開催等開催等開催等))))

◆◆◆◆生産者生産者生産者生産者、、、、加工業者加工業者加工業者加工業者、、、、流流流流
通通通通・・・・販売業者販売業者販売業者販売業者、、、、観光業者観光業者観光業者観光業者
等等等等のののの相互相互相互相互ののののﾏｯﾁﾝｸﾏｯﾁﾝｸﾏｯﾁﾝｸﾏｯﾁﾝｸﾞ゙゙゙のののの推推推推
進進進進

◆◆◆◆加工等加工等加工等加工等によるによるによるによる農林水産農林水産農林水産農林水産
物物物物のののの商品化商品化商品化商品化・・・・高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値
化化化化とととと流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売ﾙｰﾄﾙｰﾄﾙｰﾄﾙｰﾄのののの開開開開
拓拓拓拓へのへのへのへの支援支援支援支援((((再掲再掲再掲再掲））））

◆◆◆◆首都圏首都圏首都圏首都圏をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする
大消費地大消費地大消費地大消費地へのへのへのへの県産品県産品県産品県産品やややや
観光等観光等観光等観光等のののの情報発信力情報発信力情報発信力情報発信力がががが
弱弱弱弱くくくく、、、、売込売込売込売込みがみがみがみが十分十分十分十分できできできでき
ていないていないていないていない
((((首都圏首都圏首都圏首都圏のののの既存既存既存既存ののののｱﾝﾃﾅｱﾝﾃﾅｱﾝﾃﾅｱﾝﾃﾅ
ｼｮｯﾌｼｮｯﾌｼｮｯﾌｼｮｯﾌﾟ゚゚゚のののの現状現状現状現状))))
・・・・郊外型郊外型郊外型郊外型のののの立地立地立地立地でででで、、、、規模規模規模規模
がががが小小小小さいためさいためさいためさいため消費者情報消費者情報消費者情報消費者情報
のののの生産者生産者生産者生産者へのへのへのへのﾌｨｰﾄﾌｨｰﾄﾌｨｰﾄﾌｨｰﾄﾞ゙゙゙ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｯｸｯｸｯｸｯｸ
機能機能機能機能やややや情報発信力情報発信力情報発信力情報発信力がががが十十十十
分分分分でないでないでないでない((((再掲再掲再掲再掲））））
・・・・他他他他のののの小売業者小売業者小売業者小売業者やややや飲食業飲食業飲食業飲食業
者者者者へへへへ売売売売りりりり込込込込んでいくんでいくんでいくんでいく卸売卸売卸売卸売
機能機能機能機能がないがないがないがない

３３３３．．．．県産品県産品県産品県産品のののの販路販路販路販路のののの拡大拡大拡大拡大をををを支援支援支援支援

○○○○

  ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌ  ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌ  ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌ  ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ゚゚゚のののの来場者数来場者数来場者数来場者数
  の  の  の  の県別比較県別比較県別比較県別比較

 沖縄県 沖縄県 沖縄県 沖縄県　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 ２３４２３４２３４２３４万人万人万人万人
 北海道 北海道 北海道 北海道　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 ２０６２０６２０６２０６万人万人万人万人
 新潟県 新潟県 新潟県 新潟県　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　９１９１９１９１万人万人万人万人
 岩手県 岩手県 岩手県 岩手県　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 ６０６０６０６０万人万人万人万人
 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県　　　 　 　　　 　 　　　 　 　　　 　 ５０５０５０５０万人万人万人万人
 香川県 香川県 香川県 香川県・・・・　　　　   　　　　   　　　　   　　　　   ４６４６４６４６万人万人万人万人
     愛媛県     愛媛県     愛媛県     愛媛県
 ※ ※ ※ ※　　　　高知県 　　   高知県 　　   高知県 　　   高知県 　　   １１１１１１１１万人万人万人万人

 都道府県名    来場者数 都道府県名    来場者数 都道府県名    来場者数 都道府県名    来場者数
                     (H19)                     (H19)                     (H19)                     (H19)

既存既存既存既存ののののｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ゚゚゚はははは首都首都首都首都
圏圏圏圏にににに立地立地立地立地しているしているしているしている27272727道県道県道県道県のののの
うちうちうちうち、、、、利用者数利用者数利用者数利用者数、、、、売上額売上額売上額売上額ともともともとも
にににに15151515位位位位。。。。他県平均他県平均他県平均他県平均とととと比比比比べべべべ
てててて、、、、利用者数利用者数利用者数利用者数でででで39393939％、％、％、％、売上売上売上売上
額額額額でででで38383838％％％％とととと低位低位低位低位にあるにあるにあるにある
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２３２３２３２３ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿
ＨＨＨＨ２１２１２１２１

◆◆◆◆首都圏首都圏首都圏首都圏をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする県県県県
外外外外へのへのへのへの情報発信情報発信情報発信情報発信をををを強化強化強化強化しししし、、、、
高知県高知県高知県高知県をををを丸丸丸丸ごとごとごとごと売売売売りりりり出出出出すこすこすこすこ
とでとでとでとで、、、、県産品県産品県産品県産品のののの販売販売販売販売がががが拡大拡大拡大拡大
されているされているされているされている
・・・・多様多様多様多様なななな販路販路販路販路をををを確保確保確保確保

※※※※改革改革改革改革のののの方向 　方向 　方向 　方向 　１１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

高知県を総合的に売り出す営業拠点として東京都心に新しいｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟを設置

県県産品ブランド課：基
本計画の策定、物件調
査

県地産地消・外
商課：アンテナ
ショップ設置に向
けた取組（物件
確定・賃貸借契
約締結、施設運
営者決定、店舗
内装工事　等）

県地産地消・外商課：施設運営業務
想定する機能：①販路開拓業務②観光情報発信
機能③物販機能④飲食機能⑤ふるさと情報の発
信機能

県地産
地消・
外商
課：アン
テナ
ショップ
オープ
ン

県関係課：一元的に支援で
きる体制の構築、新需要開
拓ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業の創設
（野菜・果樹・花卉）

支援体制の構築と事業創
設【再掲】 新体制による新たな販路開拓と有利販売への実践【再掲】

※県関係課は新組
織や連携に関わる
各部担当課

農業団体：流通販売戦略の企画提案（野菜・果樹・花卉）と県との共有と実践
県関係課：流通販売戦略の企画提案（野菜・果樹・花卉）と農業団体との共有と支援

農業団体：業務加工向け商材企画、メニュー提案等業務筋への販売活動、業務ニー
ズに基づく荷姿調整等産地との協議、実需者との交流、販売後の総括と実需者・産地
との共有
県関係課：上記取組の企画・実践を支援

中食・外食等への販路拡大【再掲】

効果的な量販店フェアの開催【再掲】

農業団体：量販店等への高知の生産戦略を含めたフェアの企画提案、量販店との販売
戦略の共有、バイヤーの産地招聘や生産者の量販店等への派遣による交流、フェア後
の総括と量販店・産地との共有
県関係課：上記取組の企画・実践を支援

特産野菜等コラボ企画・実践【再掲】

農業団体・市町村等：ＩＰＭ等の地域の取組を実需者へ紹介、観光資源とのコラボ企画
提案、実需者と産地の交流、企画の実践・総括
県関係課：上記取組の企画・実践を支援

果実の販売促進【再掲】

農業団体：生産者・農業団体・県による地域の現状把握や課題の共有、生産流通販売
戦略策定と共有・実践
県関係課：生産販売戦略の共有と取組の支援

Ｐ１５９　農業分野
別図（農２）参照

Ｐ２８３　商工業分野
別図（商工１２）参照

民間団体・市町村・県：地産外商を担う官民協働型の新組織(財団法人等)の設置(再掲)
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【地産外商地産外商地産外商地産外商】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

◆★◆★◆★◆★県外県外県外県外におけるにおけるにおけるにおける高知高知高知高知ﾌｧﾝｸﾗﾌﾌｧﾝｸﾗﾌﾌｧﾝｸﾗﾌﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ゙゙゙
   の   の   の   の組織化組織化組織化組織化、、、、県産品県産品県産品県産品のののの情報提供情報提供情報提供情報提供
   （   （   （   （県人会県人会県人会県人会、、、、著名人著名人著名人著名人、、、、県産品愛用県産品愛用県産品愛用県産品愛用
   者   者   者   者））））

◆★◆★◆★◆★高知高知高知高知ﾌｧﾝｸﾗﾌﾌｧﾝｸﾗﾌﾌｧﾝｸﾗﾌﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ゙゙゙ののののﾒﾝﾊﾒﾝﾊﾒﾝﾊﾒﾝﾊﾞ゙゙゙ｰーーーへのへのへのへの
   定期的   定期的   定期的   定期的なななな県産品県産品県産品県産品のののの頒布会頒布会頒布会頒布会のののの
   実施   実施   実施   実施

◆★◆★◆★◆★贈答品贈答品贈答品贈答品((((歳暮歳暮歳暮歳暮・・・・中元中元中元中元・・・・ｷｷｷｷﾞ゙゙゙ﾌﾄﾌﾄﾌﾄﾌﾄ))))にににに
   関   関   関   関するするするする県産品愛用運動県産品愛用運動県産品愛用運動県産品愛用運動のののの展開展開展開展開

◆★◆★◆★◆★海外事務所海外事務所海外事務所海外事務所のののの活用活用活用活用、、、、民間民間民間民間
   (   (   (   (ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｪﾄﾛｪﾄﾛｪﾄﾛｪﾄﾛやややや商社等商社等商社等商社等))))とのとのとのとの連携連携連携連携によによによによ
   る   る   る   る貿易拡大貿易拡大貿易拡大貿易拡大へのへのへのへの支援支援支援支援

３３３３．．．．県産品県産品県産品県産品のののの販路販路販路販路のののの拡大拡大拡大拡大をををを支援支援支援支援

○○○○
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２３２３２３２３ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿
ＨＨＨＨ２１２１２１２１

※※※※改革改革改革改革のののの方向 　方向 　方向 　方向 　１１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

県産品愛用運動 高知ﾌｧﾝｸﾗﾌﾞの組織化・県産品の情報提供

県地産地消・外商課：県外の県人会メンバー等への県産品広報紙の送付、雑誌等の出
版社や大手のポータルサイト運営事業者等とのネットワークづくり、首都圏や大阪にある
高知県に縁のある飲食店と連携した県産品試食会や高知ﾌｪｱの開催による高知のサ
ポーターづくり

県企画調整課：県職員へ
の県産品利用意向ｱﾝｹｰﾄ
調査の実施

県園芸流通課：流通関係者
との交流事業や出前授業、
販売促進事業を通した高知
県産園芸品の応援団づくり
の検討

生産者・農業団体：県産園芸品の応援団の活用、環境保全型農業の取組ＰＲ
県産地づくり課・流通支援課：効果的な企画立案、県産園芸品の応援団づくりと運営、産
地へのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

交流や応援団づくりの検討 取組の実践

県内事業者：セミナーの受講、展示会への商品出品、人員派遣
県地産地消・外商課：スーパーマーケットトレードショーへの出展、出展商品の募集、出
展効果を高めるためのセミナーの開催

県内事業者：展示会への
商品出品、人員派遣
県地産地消・外商課：「’０
９食博覧会・大阪」への出
展、出展商品の募集
大阪事務所、観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮ
ﾝ協会：観光情報の発信

全国的な展示会や見本市への出展支援

商談会の開催等

専門店：バイヤーによる商品へのアドバイス、商品改良の実施、売り出しイベントの実施
県地産地消・外商課：複数の専門店のﾊﾞｲﾔｰを招いた商談会の開催、売り出しイベントの
実施

県地産地消・外商課：輸出向け商談会の開催、海外商談会の開催、上海アンテナ
　　　　　　　　　　　　　ショップ開設、東南アジア市場調査、国際弁護士・弁理士相
　　　　　　　　　　　　　談、商社等の活用促進

食品系にターゲットを絞り、商社機能を活用した輸出商談会及び海外商談会の
開催。上海へのアンテナショップ等の開設

花きの販売促進【再掲】

農業団体：市場等でのモニタリングへの参画、結果を踏まえた産地の生産流通戦略協
議・実践
県関係課：市場等でのモニタリング、生産流通戦略の策定支援及び実施の支援

アンテナショップ設立準備
【再掲】

農業団体：品目の選定協
議、出荷に向けた産地調
整、販売戦略作りと生産
者・農業団体・県の共有
県関係課：品目の選定
支援

アンテナショップとの連携
【再掲】

農業団体：品目の拡大協議、出荷に向けた産地調整、
販売拡大に向けた戦略作りと生産者・農業団体・県の共
有、実践
県関係課：上記取組の支援

Ｐ２８４　商工業分野
別図（商工１３）参照

Ｐ２８５　商工業分野
別図（商工１４）参照

Ｐ２８７～２９０
商工業分野

別図（商工１６～１９）
参照

Ｐ２８６　商工業分野
別図（商工１５）参照

Ｐ４７
別図（地４）参照

29



連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【地産外商地産外商地産外商地産外商】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◆◆◆首都圏等首都圏等首都圏等首都圏等のののの大消費地大消費地大消費地大消費地
からからからから遠距離遠距離遠距離遠距離であるというであるというであるというであるというﾊﾊﾊﾊ
ﾝﾃﾝﾃﾝﾃﾝﾃﾞ゙゙゙ｨｷｬｯﾌｨｷｬｯﾌｨｷｬｯﾌｨｷｬｯﾌﾟ゚゚゚をををを抱抱抱抱えているえているえているえている

◆◆◆◆事業者等事業者等事業者等事業者等ののののｅｅｅｅｺﾏｰｽｺﾏｰｽｺﾏｰｽｺﾏｰｽのののの
拡大拡大拡大拡大にににに向向向向けたけたけたけたＩＴＩＴＩＴＩＴ技術講技術講技術講技術講
習会習会習会習会のののの開催開催開催開催((((産業振興産業振興産業振興産業振興ｾﾝｾﾝｾﾝｾﾝ
ﾀｰﾀｰﾀｰﾀｰやややや商工会等商工会等商工会等商工会等))))

◆◆◆◆ｅｅｅｅｺﾏｰｽｺﾏｰｽｺﾏｰｽｺﾏｰｽ等等等等のののの無店舗販無店舗販無店舗販無店舗販
売売売売ののののﾉｳﾊｳﾉｳﾊｳﾉｳﾊｳﾉｳﾊｳをををを持持持持つつつつ企業企業企業企業がががが
少少少少ないないないない

◆★◆★◆★◆★ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄをををを活用活用活用活用したしたしたした県産品県産品県産品県産品
   販売   販売   販売   販売へのへのへのへの支援支援支援支援（ｅ（ｅ（ｅ（ｅｺﾏｰｽｺﾏｰｽｺﾏｰｽｺﾏｰｽ））））
  ・  ・  ・  ・ｅｅｅｅｺﾏｰｽｺﾏｰｽｺﾏｰｽｺﾏｰｽののののﾉｳﾊｳﾉｳﾊｳﾉｳﾊｳﾉｳﾊｳ獲得獲得獲得獲得のためののためののためののための
   研修会等   研修会等   研修会等   研修会等のののの開催開催開催開催
  ・  ・  ・  ・大手大手大手大手ｅｅｅｅｺﾏｰｽｻｲﾄｺﾏｰｽｻｲﾄｺﾏｰｽｻｲﾄｺﾏｰｽｻｲﾄとととと連携連携連携連携したしたしたした取取取取
   組   組   組   組のののの推進推進推進推進のののの検討検討検討検討
  ・  ・  ・  ・観光観光観光観光のののの情報発信情報発信情報発信情報発信ｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄとととと連携連携連携連携しししし
   た   た   た   た県産品県産品県産品県産品ののののｅｅｅｅｺﾏｰｽｺﾏｰｽｺﾏｰｽｺﾏｰｽのののの拡大拡大拡大拡大にににに
   対   対   対   対するするするする支援支援支援支援
  ・  ・  ・  ・継続的継続的継続的継続的にににに購入購入購入購入してもらうしてもらうしてもらうしてもらう顧客顧客顧客顧客
   を   を   を   を確保確保確保確保するためのするためのするためのするための支援支援支援支援

◆◆◆◆県産品県産品県産品県産品にににに関関関関するするするする情報情報情報情報
発信発信発信発信((((県産品県産品県産品県産品ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｰﾀﾍｰﾀﾍｰﾀﾍｰﾀﾍﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽやややや
ﾏｽﾒﾃﾏｽﾒﾃﾏｽﾒﾃﾏｽﾒﾃﾞ゙゙゙ｨｱｨｱｨｱｨｱをををを活用活用活用活用したしたしたしたＰＲＰＲＰＲＰＲ))))

◆◆◆◆県産園芸品県産園芸品県産園芸品県産園芸品ののののｲﾒｰｼｲﾒｰｼｲﾒｰｼｲﾒｰｼﾞ゙゙゙
ｱｯﾌｱｯﾌｱｯﾌｱｯﾌﾟ゚゚゚とととと消費拡大消費拡大消費拡大消費拡大（ＣＭ（ＣＭ（ＣＭ（ＣＭ放放放放
映映映映やややや試食宣伝活動試食宣伝活動試食宣伝活動試食宣伝活動へのへのへのへの
支援支援支援支援））））
◆◆◆◆環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業へのへのへのへの
取組取組取組取組ののののＰＲＰＲＰＲＰＲ((((出前授業出前授業出前授業出前授業やややや
産地交流産地交流産地交流産地交流))))
◆◆◆◆物産展物産展物産展物産展でのでのでのでの観光観光観光観光ＰＲＰＲＰＲＰＲのののの
実施実施実施実施

◆◎◆◎◆◎◆◎県産品県産品県産品県産品にににに関関関関するするするする情報発信機情報発信機情報発信機情報発信機
   能   能   能   能のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化((((ﾎｰﾑﾍﾎｰﾑﾍﾎｰﾑﾍﾎｰﾑﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙のののの
   充実   充実   充実   充実、、、、ﾏｽﾒﾃﾏｽﾒﾃﾏｽﾒﾃﾏｽﾒﾃﾞ゙゙゙ｨｱｨｱｨｱｨｱをををを活用活用活用活用したしたしたしたＰＲＰＲＰＲＰＲ
   (   (   (   (野菜野菜野菜野菜やややや畜産物畜産物畜産物畜産物))))))))

◆◆◆◆県外県外県外県外へのへのへのへの営業活動営業活動営業活動営業活動がががが
できるできるできるできる人材人材人材人材をををを有有有有するするするする企業企業企業企業
がががが少少少少ないないないない

◆◆◆◆規模規模規模規模のののの小小小小さいさいさいさい企業企業企業企業がががが
多多多多いこといこといこといこと等等等等からからからから、、、、県外県外県外県外へへへへ
のののの営業活動営業活動営業活動営業活動ができるができるができるができる人材人材人材人材
をををを有有有有するするするする企業企業企業企業がががが少少少少ないないないない

◆◎◆◎◆◎◆◎知的財産知的財産知的財産知的財産のののの保護保護保護保護とととと活用活用活用活用にににに向向向向
   けた   けた   けた   けた支援支援支援支援

◆◎◆◎◆◎◆◎全国的全国的全国的全国的なななな展示会展示会展示会展示会やややや見本市見本市見本市見本市へへへへ
   の   の   の   の出展支援出展支援出展支援出展支援、、、、商談会等商談会等商談会等商談会等のののの開催開催開催開催
   (   (   (   (再掲再掲再掲再掲))))

◆★◆★◆★◆★新商品新商品新商品新商品のののの開発開発開発開発やややや販路販路販路販路のののの開拓開拓開拓開拓
   に   に   に   に関関関関するするするするｾﾐﾅｰｾﾐﾅｰｾﾐﾅｰｾﾐﾅｰ等等等等によるによるによるによる企業企業企業企業のののの
   育成   育成   育成   育成

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

３３３３．．．．県産品県産品県産品県産品のののの販路販路販路販路のののの拡大拡大拡大拡大をををを支援支援支援支援

４４４４．．．．企業企業企業企業のののの販売力販売力販売力販売力のののの強化強化強化強化をををを支援支援支援支援

○○○○

○○○○

◆◆◆◆知的財産知的財産知的財産知的財産のののの保護保護保護保護とととと活活活活
用用用用にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援

◆◆◆◆商工会商工会商工会商工会などをなどをなどをなどを通通通通じたじたじたじた経経経経
営指導営指導営指導営指導、、、、企業体質企業体質企業体質企業体質のののの強化強化強化強化

◆◆◆◆事業者等事業者等事業者等事業者等のののの展示会展示会展示会展示会やややや
見本市等見本市等見本市等見本市等へのへのへのへの出展出展出展出展にににに対対対対
するするするする補助補助補助補助((((産業振興産業振興産業振興産業振興ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ
のののの補助金補助金補助金補助金)()()()(再掲再掲再掲再掲))))

◆◆◆◆新商品新商品新商品新商品のののの開発開発開発開発やややや販路販路販路販路
のののの開拓開拓開拓開拓にににに関関関関するするするするｾﾐﾅｰｾﾐﾅｰｾﾐﾅｰｾﾐﾅｰ等等等等
によるによるによるによる企業企業企業企業のののの育成育成育成育成
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２３２３２３２３ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿
ＨＨＨＨ２１２１２１２１

※※※※改革改革改革改革のののの方向 　方向 　方向 　方向 　１１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

◆◆◆◆県内企業県内企業県内企業県内企業のののの販売力販売力販売力販売力がががが強強強強
化化化化されているされているされているされている
・・・・県外県外県外県外へへへへ打打打打ってってってって出出出出ることのでることのでることのでることので
きるきるきるきる企業企業企業企業のののの育成育成育成育成

県企画調整課(H21～地産地消・外商課)：楽天市場「まち楽　高知」の開設等大手ｅコマースサイトとの連携

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活用した県産品販売への支援(ｅｺﾏｰｽ)

県地産地消・外商課：高知を丸ごと情報発信するための新しいﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄの構築

県地産地消・外商課：高知を丸ごと情報発信するための新しいﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄの構築(再掲)

県新産業推進課：知財活用ﾓﾃﾞﾙ支援事業、知的所有権ｾﾝﾀｰの機能充実

ｅｺﾏｰｽのﾉｳﾊｳ獲得のための研修会等の開催

県経営支援課：「ｅ-コマー
スセミナー開催事業」によ
るセミナーの実施

H22年度以降は参加する商業者の知識・技術習得レベル
に応じてレベルの高い内容のものも検討

県産品に関する情報発信機能の充実・強化

知的財産の保護と活用に向けた支援

県内事業者：セミナーの受講、展示会への商品出品、人員派遣
県地産地消・外商課：スーパーマーケットトレードショーへの出展、出展商品の募集、出
展効果を高めるためのセミナーの開催

県内事業者：展示会への
商品出品、人員派遣
県地産地消・外商課：「’０９
食博覧会・大阪」への出
展、出展商品の募集
大阪事務所、観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮ
ﾝ協会：観光情報の発信

全国的な展示会や見本市への出展支援

商談会の開催等

専門店：バイヤーによる商品へのアドバイス、商品改良の実施、売り出しイベントの実施
県地産地消・外商課：複数の専門店のバイヤーを招いた商談会の開催、売り出しイベント
の実施

Ｐ２９１　商工業分野
別図（商工２０）参照

Ｐ２８４　商工業分野
別図（商工１３）参照

Ｐ２８５　商工業分野
別図（商工１４）参照

Ｐ２８６　商工業分野
別図（商工１５）参照

Ｐ４７
別図（地４）参照

Ｐ４７
別図（地４）参照

県企画調整課(H21～地産地消・外商課)：楽天市場「まち楽　高知」の開設等大手ｅコマースサイトとの連携(再掲)
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Ⅰ 産業間の連携戦略

１ 地産地消・地産外商戦略

（３）食品加工の推進

※ 概念図は、Ｐ１７（地産外商）を参照
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【食品加工食品加工食品加工食品加工のののの推進推進推進推進】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆地域地域地域地域ｱｸｼｮﾝﾌｱｸｼｮﾝﾌｱｸｼｮﾝﾌｱｸｼｮﾝﾌﾟ゚゚゚ﾗﾝﾗﾝﾗﾝﾗﾝのののの実行実行実行実行をををを支支支支
   援   援   援   援するするするする体制体制体制体制をををを地域地域地域地域ごとにごとにごとにごとに整整整整
   備   備   備   備
　 　 　 　 ★★★★各出先機関各出先機関各出先機関各出先機関､､､､地域支援企地域支援企地域支援企地域支援企
      画員及      画員及      画員及      画員及びびびび関係部局関係部局関係部局関係部局がががが連連連連
      携      携      携      携してしてしてして取取取取りりりり組組組組むむむむ体制体制体制体制ををををブブブブ
      ロック      ロック      ロック      ロックごとにごとにごとにごとに整備整備整備整備しししし、、、、個別個別個別個別
      の      の      の      のテーマテーマテーマテーマごとにごとにごとにごとに、、、、そのそのそのその実実実実
      現      現      現      現をををを徹底徹底徹底徹底してしてしてして支援支援支援支援

   ★   ★   ★   ★デザイナーデザイナーデザイナーデザイナーなどのなどのなどのなどの外部専外部専外部専外部専
      門家      門家      門家      門家によるによるによるによる商品企画商品企画商品企画商品企画のののの
      支援      支援      支援      支援
   ◎   ◎   ◎   ◎地域地域地域地域のののの直販所直販所直販所直販所やややや量販店量販店量販店量販店
      での      での      での      での販路販路販路販路のののの確保確保確保確保をををを支援支援支援支援
   ◎   ◎   ◎   ◎「「「「おいしいおいしいおいしいおいしい風土風土風土風土こうちこうちこうちこうちサポサポサポサポ
      ーター      ーター      ーター      ーター」」」」店舗店舗店舗店舗のののの紹介紹介紹介紹介・・・・取次取次取次取次
      ぎ      ぎ      ぎ      ぎ、、、、協力店舗協力店舗協力店舗協力店舗でのでのでのでの試験販試験販試験販試験販
      売      売      売      売などのなどのなどのなどの実施実施実施実施

◆★◆★◆★◆★生産生産生産生産からからからから販売販売販売販売にににに至至至至るまでるまでるまでるまで
   の   の   の   のハードハードハードハード、、、、ソフトソフトソフトソフトををををパッケーパッケーパッケーパッケー
   ジ   ジ   ジ   ジ化化化化したしたしたした事業事業事業事業によるによるによるによる支援支援支援支援

◆◆◆◆工場工場工場工場のののの衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理のののの高度化高度化高度化高度化をををを
   促進   促進   促進   促進
　 　 　 　 ★★★★流通流通流通流通・・・・販売業者販売業者販売業者販売業者がががが求求求求めるめるめるめる
      衛生管理水準達成      衛生管理水準達成      衛生管理水準達成      衛生管理水準達成へのへのへのへの
      誘導      誘導      誘導      誘導
　 　 　 　 ★★★★流通流通流通流通・・・・販売業者販売業者販売業者販売業者がががが求求求求めるめるめるめる
      衛生管理水準達成      衛生管理水準達成      衛生管理水準達成      衛生管理水準達成へのへのへのへの
      支援      支援      支援      支援

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

◆◆◆◆少量少量少量少量でもでもでもでも扱扱扱扱えるえるえるえる外食産外食産外食産外食産
業等業等業等業等とのとのとのとのマッチングマッチングマッチングマッチングをををを進進進進
めるためめるためめるためめるため、、、、業務筋業務筋業務筋業務筋（（（（宿泊宿泊宿泊宿泊
施設施設施設施設））））等等等等へのへのへのへの紹介紹介紹介紹介をををを行行行行っっっっ
たたたた

◆◆◆◆「「「「おいしいおいしいおいしいおいしい加工食品加工食品加工食品加工食品
マップマップマップマップ」」」」などのなどのなどのなどの冊子冊子冊子冊子のののの作作作作
成成成成やややや、、、、ホームページホームページホームページホームページによによによによ
るるるる情報発信情報発信情報発信情報発信をををを行行行行ったったったった

◆◆◆◆補助事業等補助事業等補助事業等補助事業等をををを活用活用活用活用したしたしたした
施設整備施設整備施設整備施設整備やややや商品開発商品開発商品開発商品開発なななな
どどどど、、、、製造者製造者製造者製造者グループグループグループグループのののの
ニーズニーズニーズニーズにににに応応応応じたじたじたじた支援支援支援支援をををを
行行行行ったったったった

◆◆◆◆加工品加工品加工品加工品にににに使使使使えるえるえるえる食材食材食材食材、、、、
調理法調理法調理法調理法のののの検討検討検討検討（ＪＡ（ＪＡ（ＪＡ（ＪＡ等等等等へへへへ
のののの提案提案提案提案））））をををを行行行行ったったったった

◆◆◆◆地域活性化的地域活性化的地域活性化的地域活性化的なななな取組取組取組取組
やややや活動活動活動活動にににに対対対対するするするする支援支援支援支援をををを中中中中
心心心心にににに実施実施実施実施したしたしたした（（（（水産関係水産関係水産関係水産関係））））

◆◆◆◆年間販売額年間販売額年間販売額年間販売額100100100100万円未万円未万円未万円未
満満満満のののの製造者製造者製造者製造者がががが約約約約60606060％％％％をををを
占占占占めておりめておりめておりめており、、、、製造者製造者製造者製造者のののの意意意意
向向向向もももも現状維持現状維持現状維持現状維持、、、、減産減産減産減産がががが全全全全
体体体体のののの３３３３／／／／４４４４にににに達達達達するなどするなどするなどするなど、、、、
地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける加工加工加工加工のののの担担担担いいいい
手手手手であるであるであるである農林漁家農林漁家農林漁家農林漁家のののの生産生産生産生産
意欲意欲意欲意欲がががが低低低低いいいい

◆◆◆◆消費者視点消費者視点消費者視点消費者視点のののの売売売売れるれるれるれる
商品商品商品商品づくりができていなづくりができていなづくりができていなづくりができていな
いいいい

◆◆◆◆県内県内県内県内のののの農協農協農協農協やややや生産者生産者生産者生産者
グループグループグループグループ等等等等がががが、、、、自自自自らがらがらがらが生生生生
産産産産したしたしたした農林水産物農林水産物農林水産物農林水産物をををを原材原材原材原材
料料料料としてとしてとしてとして加工加工加工加工しているしているしているしている農農農農
林水産加工品林水産加工品林水産加工品林水産加工品のののの約約約約90909090％％％％
はははは、、、、柚子柚子柚子柚子のののの加工品加工品加工品加工品

◆◆◆◆地域加工地域加工地域加工地域加工をさらにをさらにをさらにをさらに発展発展発展発展
させるためのさせるためのさせるためのさせるためのフォローアッフォローアッフォローアッフォローアッ
ププププ体制体制体制体制がないがないがないがない

◆◆◆◆組織基盤組織基盤組織基盤組織基盤のののの脆弱性脆弱性脆弱性脆弱性かかかか
らららら、、、、設備投資設備投資設備投資設備投資、、、、生産拡大生産拡大生産拡大生産拡大
がががが困難困難困難困難であるであるであるである事例事例事例事例がががが多多多多いいいい

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状

１１１１．．．．地域加工地域加工地域加工地域加工へのへのへのへの取組取組取組取組

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

○○○○○○○○

◆◆◆◆ビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンスをををを
逃逃逃逃すすすすケースケースケースケースやややや、、、、後継後継後継後継
者不足者不足者不足者不足によりによりによりにより、、、、伝統的伝統的伝統的伝統的
なななな加工技術加工技術加工技術加工技術そのものそのものそのものそのもの
がががが廃廃廃廃れかけているれかけているれかけているれかけている
ケースケースケースケースがあるなどがあるなどがあるなどがあるなど、、、、地地地地
域域域域でのでのでのでの生産意欲生産意欲生産意欲生産意欲がががが低低低低
くなっているくなっているくなっているくなっている

（（（（食品加工食品加工食品加工食品加工のののの意義意義意義意義））））
外食外食外食外食やややや中食中食中食中食のののの広広広広まりによりまりによりまりによりまりにより、、、、食品加工食品加工食品加工食品加工へのへのへのへのニーズニーズニーズニーズ
がががが高高高高まっているまっているまっているまっている中中中中、、、、
①①①①巨大巨大巨大巨大マーケットマーケットマーケットマーケットであるであるであるである首都圏首都圏首都圏首都圏をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、県外県外県外県外へへへへ
打打打打ってってってって出出出出ることができるることができるることができるることができる。。。。
　　　　・・・・生鮮生鮮生鮮生鮮のままではのままではのままではのままでは鮮度鮮度鮮度鮮度のののの問題問題問題問題などからなどからなどからなどから、、、、遠隔地遠隔地遠隔地遠隔地
でのでのでのでの販売販売販売販売にににに制約制約制約制約をををを受受受受けるけるけるける場合場合場合場合があるがあるがあるがある。。。。
②②②②本県本県本県本県のののの強強強強みであるみであるみであるみである一次産品一次産品一次産品一次産品にさらににさらににさらににさらに付加価値付加価値付加価値付加価値をををを
付付付付けてけてけてけて販売販売販売販売できるできるできるできる。。。。
③③③③産業間産業間産業間産業間のののの連携連携連携連携がががが促進促進促進促進されされされされ、、、、産業全体産業全体産業全体産業全体へのへのへのへの波及波及波及波及
効果効果効果効果がががが期待期待期待期待できるできるできるできる。。。。
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

※※※※改革改革改革改革のののの方向 　方向 　方向 　方向 　１１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

◆◆◆◆地域加工地域加工地域加工地域加工のののの進展進展進展進展によりによりによりにより地地地地
域事業者域事業者域事業者域事業者のののの所得所得所得所得がががが向上向上向上向上しししし
ているているているている

◆◆◆◆地域加工地域加工地域加工地域加工のののの推進推進推進推進によりによりによりにより地地地地
域域域域のののの賑賑賑賑わいのわいのわいのわいの創出創出創出創出、、、、所得所得所得所得のののの
向上向上向上向上がががが図図図図られているられているられているられている

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

県：産業振興推進地域本部の設置(地域ごとに統括責任者(地域産業振興監)
　　を配置し、その下で、出先機関・地域支援企画員等が連携して取り組む体
　　制を整備)

工場の衛生管理の高度化の促進

地域アクションプランの実行を支援する体制を地域ごとに整備

県工業技術センター：食品加工製品の安全性及び品質管理技術の支援(Ⅰ期)

県地域づくり支援課：中山
間地域産業再生ｱﾄﾞﾊﾞｲ
ｻﾞｰによる支援

県地産地消・外商課：産業振興推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる商品企画への支援

外部専門家による商品企画の支援

県：産業振興推進総合支援事業費補助金の創設

総合補助金の創設

地域のこだわりを活かした加工品の開発や規模拡大の推進

生産者・農業団体：地域固有の技術の継承(後継者の確保)
県地産地消・外商課：地域加工をさらに成長させるためのフォローアップ体制の整備
　　　　　　　　　　　　　　伝統的な加工技術者の選定と普及・啓発

専門家：事業者への助言（既存商品のブラッシュアップ）
県地産地消・外商課：専門家リストの作成、専門家を活用した商品相談会、セミナーの開
催

浜加工グループが行う商品開発から販売までの取組を総合的に支援

浜加工グループ：衛生管理体制・品質管理体制の確立、営業活動の強化による新たな
販路開拓、売れる商品づくり
県合併・流通支援課：浜加工グループの行なう上記取組への支援
県漁業指導所・工業技術センター：ビジネス転換に必要な新商品開発等に関する技術指
導による支援

※県関係課は新組織や
連携に関わる各部担当
課

衛生管理の高度化に向けた研修や認証取得への支援

生産者・農業団体：衛生管理高度化研修等への積極的な参加による意識の醸成
県関係課：HACCP、ISO等の認証の取得への誘導
　　　　　　　（意識啓発、ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟを目的とした研修の実施等)
　　　　　　　HACCP、ISO等の認証取得に対する支援（ﾊｰﾄﾞ、ｿﾌﾄの支援）

「おいしい風土こうちｻﾎﾟｰﾀｰ」店のご協力による、意欲ある生産者の販路拡大を支援

県地産地消課(H21～地産地消・外商課)：ｻﾎﾟｰﾀｰ店舗の紹介、取次ぎ

県食品・衛生課：高知県食品衛生管理認証制度の普及(認証施設５施設、認証基準作成８業種) 認証施設８施設へ
認証基準作成10業種へ

県福祉保健所：衛生講習会による意識啓発

支援体制や相談窓口等
の検討

県関係課：総合的な補助制
度の創設、ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ
を提供する窓口の設置を
検討

Ｐ２８２　商工業分野
別図（商工１１）の

上図参照

Ｐ４６
別図（地３）参照

Ｐ４４
別図（地１）参照
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【食品加工食品加工食品加工食品加工のののの推進推進推進推進】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◆◆◆栽培技術指導栽培技術指導栽培技術指導栽培技術指導、、、、樹園地樹園地樹園地樹園地
のののの整備等整備等整備等整備等、、、、産地産地産地産地がががが取取取取りりりり組組組組
むむむむ原材料原材料原材料原材料のののの安定供給安定供給安定供給安定供給へへへへ
のののの取組取組取組取組にににに対対対対するするするする支援支援支援支援

◆◆◆◆全国流通全国流通全国流通全国流通をををを視野視野視野視野にににに入入入入
れたれたれたれた加工品加工品加工品加工品のののの原材料原材料原材料原材料となとなとなとな
るるるる一次産品一次産品一次産品一次産品のののの選定選定選定選定とととと、、、、取取取取
りりりり組組組組むむむむシステムシステムシステムシステムとなってとなってとなってとなって
いないいないいないいない

◆★◆★◆★◆★市町村市町村市町村市町村やややや商工団体商工団体商工団体商工団体などによなどによなどによなどによ
   る   る   る   る地域資源活用共有会議地域資源活用共有会議地域資源活用共有会議地域資源活用共有会議のののの創創創創
   設   設   設   設によりによりによりにより、、、、地域資源地域資源地域資源地域資源のののの発掘発掘発掘発掘やややや
   商品開発   商品開発   商品開発   商品開発などをなどをなどをなどを支援支援支援支援

◆◎◆◎◆◎◆◎産学官産学官産学官産学官のののの連携連携連携連携によるによるによるによる商品開商品開商品開商品開
   発   発   発   発のののの支援支援支援支援

◆◎◆◎◆◎◆◎試験研究機関試験研究機関試験研究機関試験研究機関のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化
   による   による   による   による商品開発商品開発商品開発商品開発のののの支援支援支援支援

◆◎◆◎◆◎◆◎加工用原材料加工用原材料加工用原材料加工用原材料のののの安定供給安定供給安定供給安定供給
   ＜   ＜   ＜   ＜生産地生産地生産地生産地のののの確保確保確保確保＞＞＞＞

◆◆◆◆産地側産地側産地側産地側、、、、食品加工企業食品加工企業食品加工企業食品加工企業
側側側側ともにともにともにともに、、、、おおおお互互互互いのいのいのいの情報情報情報情報
（（（（栽培状況栽培状況栽培状況栽培状況、、、、技術力技術力技術力技術力、、、、情情情情
報力報力報力報力））））をよくをよくをよくをよく知知知知らないたらないたらないたらないた
めめめめ、、、、商品化商品化商品化商品化にににに向向向向けたけたけたけたマッマッマッマッ
チングチングチングチングができていないができていないができていないができていない

◆◆◆◆異業種異業種異業種異業種がががが交流交流交流交流できるできるできるできる場場場場
のののの提供提供提供提供やややや、、、、企業企業企業企業やややや産地産地産地産地へへへへ
のののの情報提供情報提供情報提供情報提供をををを行行行行ったったったった
・・・・おいしいおいしいおいしいおいしい風土風土風土風土こうちこうちこうちこうちササササ
ポーターポーターポーターポーター交流会交流会交流会交流会のののの開催開催開催開催
・・・・食食食食にににに関関関関するするするする企業等企業等企業等企業等がががが会会会会
員員員員ののののNPONPONPONPO法人法人法人法人によるによるによるによる産地産地産地産地
訪問訪問訪問訪問ののののコーディネイトコーディネイトコーディネイトコーディネイト

◆◆◆◆情報不足情報不足情報不足情報不足（（（（県内一次産県内一次産県内一次産県内一次産
品品品品のののの生産状況生産状況生産状況生産状況、、、、県内加工県内加工県内加工県内加工
業者業者業者業者のののの技術力等技術力等技術力等技術力等））））のたのたのたのた
めめめめ、、、、生産者生産者生産者生産者とととと食品加工業食品加工業食品加工業食品加工業
者者者者ののののマッチングマッチングマッチングマッチングができてができてができてができて
いないいないいないいない

◆★◆★◆★◆★前処理加工設備前処理加工設備前処理加工設備前処理加工設備やややや冷凍保管冷凍保管冷凍保管冷凍保管
   設備等   設備等   設備等   設備等のののの整備整備整備整備をををを支援支援支援支援＜＜＜＜設備設備設備設備＞＞＞＞

◆◆◆◆生産者生産者生産者生産者とととと食品加工業者食品加工業者食品加工業者食品加工業者ののののマッマッマッマッ
   チング   チング   チング   チングのののの推進推進推進推進
　 　 　 　 ★★★★地域資源活用共有会議地域資源活用共有会議地域資源活用共有会議地域資源活用共有会議（（（（再再再再
   掲   掲   掲   掲））））でででで加工原料加工原料加工原料加工原料にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを
   全県的   全県的   全県的   全県的にににに共有共有共有共有

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

○○○○

２２２２．．．．産業化産業化産業化産業化へのへのへのへの取組取組取組取組

((((１１１１))))生産生産生産生産にににに関関関関するするするする施策施策施策施策 （（（（生産生産生産生産におけるにおけるにおけるにおける現状現状現状現状））））
◆◆◆◆本県本県本県本県のののの農産物農産物農産物農産物はははは、、、、全般全般全般全般
的的的的にににに他県産他県産他県産他県産にににに比比比比べてべてべてべて高高高高
水準水準水準水準のののの市場価格市場価格市場価格市場価格でででで取引取引取引取引ささささ
れていることかられていることかられていることかられていることから、、、、生鮮生鮮生鮮生鮮
品品品品でのでのでのでの販売販売販売販売がががが主軸主軸主軸主軸になっになっになっになっ
ておりておりておりており、、、、加工加工加工加工にににに取取取取りりりり組組組組んんんん
でいるところはでいるところはでいるところはでいるところは、、、、散見散見散見散見されされされされ
るるるる程度程度程度程度（（（（水産物水産物水産物水産物もほとんもほとんもほとんもほとん
どがどがどがどが鮮魚鮮魚鮮魚鮮魚でのでのでのでの出荷出荷出荷出荷であであであであ
るるるる））））

◆◆◆◆一定一定一定一定ののののロットロットロットロットをををを必要必要必要必要とととと
するするするする原材料原材料原材料原材料のののの安定的安定的安定的安定的なななな
供給供給供給供給ができていないができていないができていないができていない

（（（（生産生産生産生産にににに関関関関するするするする施策施策施策施策））））
◆★◆★◆★◆★生産生産生産生産（（（（産地調整産地調整産地調整産地調整をををを含含含含むむむむ））））からからからから
   販売   販売   販売   販売までまでまでまでトータルトータルトータルトータルにににに相談相談相談相談、、、、指導指導指導指導
   できる   できる   できる   できる体制体制体制体制をををを整備整備整備整備しししし、、、、加工用原加工用原加工用原加工用原
   材料   材料   材料   材料のののの安定的安定的安定的安定的なななな供給供給供給供給をををを支援支援支援支援

Ｐ２４５　水産業分野
別図（水６）参照
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿
ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

◆◆◆◆需給需給需給需給ががががマッチマッチマッチマッチしたしたしたした加工用加工用加工用加工用
原材料原材料原材料原材料のののの生産体制生産体制生産体制生産体制がががが確立確立確立確立
しししし、、、、安定供給安定供給安定供給安定供給がががが可能可能可能可能となっとなっとなっとなっ
ているているているている

◆◆◆◆企業企業企業企業がががが食品加工食品加工食品加工食品加工にににに取取取取りりりり
組組組組むむむむ事例事例事例事例がががが増増増増えているえているえているえている

◆◆◆◆産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携によるによるによるによる加工加工加工加工
食品食品食品食品のののの開発開発開発開発がががが進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる

◆◆◆◆十分十分十分十分ななななマーケティングマーケティングマーケティングマーケティングとととと
営業展開営業展開営業展開営業展開によりによりによりにより商品商品商品商品のののの販売販売販売販売
がががが拡大拡大拡大拡大しているしているしているしている

◆◆◆◆食品加工業食品加工業食品加工業食品加工業のののの振興振興振興振興によりによりによりにより
雇用雇用雇用雇用のののの創出創出創出創出、、、、所得所得所得所得のののの向上向上向上向上
がががが図図図図られているられているられているられている

※※※※改革改革改革改革のののの方向 　方向 　方向 　方向 　１１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

県工業技術センター：農商工連携による新たな商品開発及び食品産業の育成
                      　　食品加工特別技術支援員等の配置による商品開発の推進

支援体制や相談窓口等
の検討

県関係課：総合的な補助制
度の創設、ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ
を提供する窓口の設置を
検討

加工向け農産物の安定供給の確保と加工、流通、販売までﾄｰﾀﾙに支援する
体制による取組の推進

生産者・農業団体：食品加工業者との積極的な交流、加工用原材料の安定的な供給
県関係課：加工用原材料の生産(産地調整を含む)から、加工、流通、販売まで、ﾄｰﾀﾙに
支援できる体制の整備、生産から販売に至るまでのﾊｰﾄﾞ、ｿﾌﾄをﾊﾟｯｹｰｼﾞ化した事業によ
る支援

戦略の策定と共有 戦略の実践(ＰＤＣＡサイクル)

地域資源活用共有会議の設置

地域資源活用共有会議：商工業者や生産者等を中心に構成し、地域資源や地場産品
の発掘、商品化を協議（県内７ブロックに設置）
商工会等：事務局を設置
県計画推進課：産業振興推進地域本部が対応

県合併・流通支援課：前処
理加工・冷凍保管事業基
本設計のための調査

事業の具現化

事業実施主体：実施設計
後、工場建設、事前の営
業活動など
市町村：必要に応じた支
援
県漁業振興課：工場建設
に係る支援

施設整備

事業者：加工施設の整備
市町村・県漁業振興課：施設整備への支援

事業実施主体（候補）：事業実施の検討
及び決定、事業計画策定、会社設立
県合併・流通支援課：事業化への働きか
け、計画策定等への支援

地域の加工施設整備

地域の冷凍保管庫整備

市町村：冷凍保管庫の整備
県水産振興課：財政支援

前処理加工設備や冷凍保管設備等の整備を支援＜設備＞

適正規模モデルの作成

産学官の連携による商品開発の支援、試験研究機関の充実・強化による商品開発の支援

県試験研究機関：農畜産物等の高品質・安定多収生産技術の開発(原料生産支援)

産学官の連携による商品開発の支援、試験研究機関の充実・強化による商品開発の支援

生産者、農業団体、県農業
振興部：品目別総合戦略の
策定と共有

生産者・農業団体：課題の解決策への主体的取組
県農業振興部：課題解決に向けた支援策の組み立てと支援

Ｐ２９２　商工業分野
別図（商工２１）参照

Ｐ２７６　商工業分野
別図（商工５）参照
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【食品加工食品加工食品加工食品加工のののの推進推進推進推進】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

＜＜＜＜総合的総合的総合的総合的なななな支援支援支援支援＞＞＞＞
◆★◆★◆★◆★食品加工食品加工食品加工食品加工をををを進進進進めるためめるためめるためめるため、、、、
   産業間   産業間   産業間   産業間でででで連携連携連携連携したしたしたした取組取組取組取組をををを新新新新
   しい   しい   しい   しい組織組織組織組織（（（（産業振興推進部産業振興推進部産業振興推進部産業振興推進部））））
   で   で   で   で支援支援支援支援
　  　  　  　  ・・・・ﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏ毎毎毎毎にににに支援支援支援支援ﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑをををを結成結成結成結成
     し     し     し     し、、、、事業事業事業事業ののののｺｰﾃｺｰﾃｺｰﾃｺｰﾃﾞ゙゙゙ｨﾈｰﾄｨﾈｰﾄｨﾈｰﾄｨﾈｰﾄとととと適適適適
    用    用    用    用するするするする支援事業支援事業支援事業支援事業のののの検討検討検討検討・・・・実実実実
    施    施    施    施

◆★◆★◆★◆★食品加工食品加工食品加工食品加工をををを進進進進めるためめるためめるためめるため、、、、
　 　 　 　 生産生産生産生産からからからから販売販売販売販売にににに至至至至るるるる各段階各段階各段階各段階
   を   を   を   を対象対象対象対象にににに、、、、ﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾞ゙゙゙、、、、ｿﾌﾄｿﾌﾄｿﾌﾄｿﾌﾄのののの多様多様多様多様
   な   な   な   なﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰﾒﾆｭｰををををﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｯｹｰｼｯｹｰｼｯｹｰｼｯｹｰｼﾞ゙゙゙化化化化したしたしたした総総総総
   合補助金   合補助金   合補助金   合補助金によりによりによりにより支援支援支援支援

◆★◆★◆★◆★生産生産生産生産からからからから販売販売販売販売にににに至至至至るまでるまでるまでるまで
   の   の   の   のﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾞ゙゙゙、、、、ｿﾌﾄｿﾌﾄｿﾌﾄｿﾌﾄををををﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｯｹｰｼｯｹｰｼｯｹｰｼｯｹｰｼﾞ゙゙゙化化化化しししし
   た   た   た   た事業事業事業事業によりによりによりにより支援支援支援支援

＜＜＜＜生産者視点生産者視点生産者視点生産者視点＞＞＞＞
◆◆◆◆新商品新商品新商品新商品のののの開発開発開発開発をををを支援支援支援支援
　 　 　 　 ★★★★市町村市町村市町村市町村やややや商工団体商工団体商工団体商工団体などになどになどになどに
      よる      よる      よる      よる地域資源活用共有会地域資源活用共有会地域資源活用共有会地域資源活用共有会
      議      議      議      議（（（（再掲再掲再掲再掲））））のののの創設創設創設創設によりによりによりにより、、、、
      商品開発      商品開発      商品開発      商品開発などをなどをなどをなどを支援支援支援支援

　　　　★★★★ﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏごとのごとのごとのごとの研究会方式研究会方式研究会方式研究会方式によによによによ
     る     る     る     るﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾈｽﾌﾈｽﾌﾈｽﾌﾈｽﾌﾟ゚゚゚ﾗﾝﾗﾝﾗﾝﾗﾝののののﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｯｼｭｱｯﾗｯｼｭｱｯﾗｯｼｭｱｯﾗｯｼｭｱｯ
     ﾌ     ﾌ     ﾌ     ﾌﾟ゚゚゚などをなどをなどをなどを支援支援支援支援
　　　　◎◎◎◎産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携によるによるによるによる新商品新商品新商品新商品
     の     の     の     の開発開発開発開発へのへのへのへの支援支援支援支援（（（（再掲再掲再掲再掲））））
　　　　◎◎◎◎試験研究機関試験研究機関試験研究機関試験研究機関のののの充実充実充実充実・・・・強強強強
     化     化     化     化をををを行行行行いいいい、、、、新商品新商品新商品新商品のののの開発開発開発開発
     や     や     や     や技術支援技術支援技術支援技術支援をををを実施実施実施実施（（（（再掲再掲再掲再掲））））

　　　　★★★★龍馬伝龍馬伝龍馬伝龍馬伝ととととﾀｲｱｯﾌﾀｲｱｯﾌﾀｲｱｯﾌﾀｲｱｯﾌﾟ゚゚゚したしたしたした商品商品商品商品
     の     の     の     の開発開発開発開発・・・・販売販売販売販売
　　　　　　　　→→→→ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄをををを使使使使ったったったった販売販売販売販売へへへへ
       つなげる       つなげる       つなげる       つなげる

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

２２２２．．．．産業化産業化産業化産業化へのへのへのへの取組取組取組取組
        (        (        (        (２２２２))))加工等加工等加工等加工等にににに関関関関するするするする施策施策施策施策

○○○○ ○○○○

◆◆◆◆加工加工加工加工にににに関関関関するするするするトータルトータルトータルトータル
なななな相談相談相談相談、、、、指導指導指導指導、、、、支援支援支援支援シスシスシスシス
テムテムテムテムがないがないがないがない

◆◆◆◆食品加工企業食品加工企業食品加工企業食品加工企業によるによるによるによる魅魅魅魅
力的力的力的力的なななな商品開発商品開発商品開発商品開発ができてができてができてができて
いないいないいないいない

◆◆◆◆食品加工企業食品加工企業食品加工企業食品加工企業へのへのへのへの設設設設
備導入支援制度備導入支援制度備導入支援制度備導入支援制度がががが脆弱脆弱脆弱脆弱
なためなためなためなため発展発展発展発展しなかったしなかったしなかったしなかった
（（（（基本的基本的基本的基本的にににに経産省関連補経産省関連補経産省関連補経産省関連補
助金助金助金助金はははは設備導入設備導入設備導入設備導入はははは不可不可不可不可。。。。
そのためそのためそのためそのため融資制度等融資制度等融資制度等融資制度等でででで
対応対応対応対応））））

◆◆◆◆組織基盤組織基盤組織基盤組織基盤のののの脆弱性脆弱性脆弱性脆弱性かかかか
らららら、、、、設備投資設備投資設備投資設備投資、、、、生産拡大生産拡大生産拡大生産拡大
がががが困難困難困難困難であるであるであるである事例事例事例事例がががが多多多多いいいい

◆◆◆◆優位性優位性優位性優位性をををを発揮発揮発揮発揮するするするする品位品位品位品位
（（（（素材素材素材素材やややや技術技術技術技術））））のののの確保確保確保確保

◆◆◆◆マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング力力力力（（（（差別差別差別差別
化化化化・・・・ターゲットターゲットターゲットターゲット・・・・価格価格価格価格））））のののの強強強強
化化化化

◆◆◆◆海外情報海外情報海外情報海外情報のののの獲得獲得獲得獲得

◆◆◆◆補助事業等補助事業等補助事業等補助事業等（（（（地域資源地域資源地域資源地域資源
活用活用活用活用ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛｸﾛｸﾛｸﾛｸﾞ゙゙゙ﾗﾑﾗﾑﾗﾑﾗﾑ、、、、こうちこうちこうちこうち産業産業産業産業
振興基金等振興基金等振興基金等振興基金等））））によるによるによるによる商品商品商品商品
開発開発開発開発、、、、マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング、、、、販販販販
路開拓路開拓路開拓路開拓、、、、機械開発機械開発機械開発機械開発、、、、施設施設施設施設
整備等整備等整備等整備等へのへのへのへの支援支援支援支援

◆◆◆◆地域産品地域産品地域産品地域産品をををを活用活用活用活用したしたしたした新新新新
商品商品商品商品のののの開発支援開発支援開発支援開発支援

◆◆◆◆生産者団体生産者団体生産者団体生産者団体がががが取取取取りりりり組組組組
むむむむ加工施設整備加工施設整備加工施設整備加工施設整備へのへのへのへの支支支支
援援援援

（（（（加工等加工等加工等加工等におけるにおけるにおけるにおける現状現状現状現状））））
◆◆◆◆食食食食のののの外部化外部化外部化外部化がががが進行進行進行進行してしてしてして
いるいるいるいる現在現在現在現在、、、、加工加工加工加工することすることすることすること
によってによってによってによって、、、、高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値をををを
つけつけつけつけ、、、、流通流通流通流通させていくことさせていくことさせていくことさせていくこと
のののの重要性重要性重要性重要性がががが増加増加増加増加

◆◆◆◆新新新新たなたなたなたな商品開発力商品開発力商品開発力商品開発力がががが
不足不足不足不足

◆◆◆◆首都圏首都圏首都圏首都圏などなどなどなど大大大大きなきなきなきな市場市場市場市場
のののの情報情報情報情報をををを的確的確的確的確にににに掴掴掴掴んだんだんだんだ商商商商
品品品品づくりができていないづくりができていないづくりができていないづくりができていない

◆◆◆◆小規模小規模小規模小規模なななな経営体経営体経営体経営体がががが多多多多
くくくく、、、、大大大大きなきなきなきな取引取引取引取引やややや加工用加工用加工用加工用
設備設備設備設備のののの整備整備整備整備がががが難難難難しいしいしいしい

＜＜＜＜県外県外県外県外のののの消費者視点消費者視点消費者視点消費者視点＞＞＞＞
◆★◆★◆★◆★首都圏首都圏首都圏首都圏などなどなどなど大消費地大消費地大消費地大消費地のののの消消消消
   費者   費者   費者   費者のののの視点視点視点視点でのでのでのでの商品開発商品開発商品開発商品開発をををを
   支援   支援   支援   支援
　  　  　  　  ・・・・ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ゚゚゚でのでのでのでの販売販売販売販売・・・・ﾃｽﾄﾃｽﾄﾃｽﾄﾃｽﾄ
     ﾏｰｹﾃｨﾝｸ     ﾏｰｹﾃｨﾝｸ     ﾏｰｹﾃｨﾝｸ     ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ゙゙゙
　  　  　  　  ・・・・観光客観光客観光客観光客へのへのへのへの販売販売販売販売・・・・ﾃｽﾄﾏｰｹﾃｽﾄﾏｰｹﾃｽﾄﾏｰｹﾃｽﾄﾏｰｹ
     ﾃｨﾝｸ     ﾃｨﾝｸ     ﾃｨﾝｸ     ﾃｨﾝｸﾞ゙゙゙

◆◆◆◆農業農業農業農業のののの生産振興生産振興生産振興生産振興にににに
つながるようなつながるようなつながるようなつながるような食品加食品加食品加食品加
工工工工はははは、、、、柚子柚子柚子柚子やしょうがやしょうがやしょうがやしょうが
にににに限限限限られておりられておりられておりられており、、、、新新新新たたたた
なななな産業化産業化産業化産業化にににに至至至至るるるる可能可能可能可能
性性性性をををを持持持持ったったったった食品加工食品加工食品加工食品加工
へのへのへのへの取組取組取組取組がががが進進進進んでいんでいんでいんでい
ないないないない状況状況状況状況であるであるであるである
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿
ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

※※※※改革改革改革改革のののの方向 　方向 　方向 　方向 　１１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

新しい組織の設置

県：産業振興推進部地産地消・外商課に食品加工推進室を設置

総合補助金の創設

県計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金の創設

地域資源活用共有会議の設置(再掲）

地域資源活用共有会議：商工業者や生産者等を中心に構成し、地域資源や地場産品
の発掘、商品化を協議（県内７ブロックに設置）
商工会等：事務局を設置
県計画推進課：産業振興推進地域本部が対応

「土佐・龍馬であい博」のｲ
ﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ・ﾛｺﾞの作成

「土佐・龍馬であい博」関連商品へのｲﾒｰ
ｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ・ﾛｺﾞの活用

県工業振興課：・テーマ別研究会設置・運営
　　　　　　　　　　・研究会発事業化支援補助制度の創設

食品等テーマごとの研究会方式による企業支援

総合的に情報を発信するアンテナショップの展開等(機能整備)

地産外商推進協議会：新アンテナショップへの商品提
案、県内生産者・事業者への首都圏消費者情報のフィー
ドバック
県地産地消・外商課：地産外商推進協議会の運営

地産外商推進協議会：新
アンテナショップの運営方
法、販売企画や品揃え等
の基本方針を協議
県地産地消・外商課：地
産外商推進協議会の運
営

県外の消費者視点での商品開発の支援

県計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金により地域が一体となって取り組む
県産品のブランド化構想の策定やﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの実践に対する支援

県地産地消・外商課：土佐のいい物おいしい物発見コンクールの開催、コンクール入賞
商品のアンテナショップでの情報発信

県県産品ブランド課：地域
が一体となって取り組む
県産品のブランド化構想
の策定やﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの実
践に対する支援

Ｐ２９２　商工業分野
別図（商工２１）参照

Ｐ２７２　商工業分野
別図（商工１）参照

Ｐ２８２　商工業分野
別図（商工１１）の

下図参照

Ｐ２８３　商工業分野
別図（商工１２）参照

Ｐ４４
別図（地１）参照
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【食品加工食品加工食品加工食品加工のののの推進推進推進推進】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆★◆★◆★◆★一次産業一次産業一次産業一次産業のののの生産現場生産現場生産現場生産現場のののの省省省省
   力化   力化   力化   力化をををを図図図図るためるためるためるため一次産業一次産業一次産業一次産業とととと
   工業団体   工業団体   工業団体   工業団体とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化をををを推推推推
   進   進   進   進

◆◆◆◆スーパースーパースーパースーパーなどなどなどなど大規模大規模大規模大規模なななな
顧客顧客顧客顧客のののの需要水準需要水準需要水準需要水準にににに見合見合見合見合うううう
工場工場工場工場のののの衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理がががが困難困難困難困難
　　　　・・・・食品衛生法食品衛生法食品衛生法食品衛生法などのなどのなどのなどの手手手手
続続続続きがきがきがきが煩雑煩雑煩雑煩雑
　　　　・・・・高度高度高度高度なななな衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理にににに対対対対
応応応応するするするする設備整備設備整備設備整備設備整備がががが困難困難困難困難

◆◆◆◆工場工場工場工場のののの衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理のののの高高高高
度化度化度化度化がががが進進進進んでいないんでいないんでいないんでいない

◆◆◆◆物流方法物流方法物流方法物流方法やややや所要時間所要時間所要時間所要時間
をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした品質品質品質品質・・・・衛生安衛生安衛生安衛生安
全性全性全性全性のののの確保確保確保確保

＜＜＜＜衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理のののの高度化高度化高度化高度化＞＞＞＞
◆★◆★◆★◆★工場工場工場工場のののの衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理のののの高度化高度化高度化高度化をををを
   支援   支援   支援   支援（（（（再掲再掲再掲再掲））））
　　　　　　　　・・・・衛生管理高度化研修等衛生管理高度化研修等衛生管理高度化研修等衛生管理高度化研修等へのへのへのへの
      積極的      積極的      積極的      積極的なななな参加参加参加参加によるによるによるによる意識意識意識意識のののの
      醸成      醸成      醸成      醸成
　　　　　　　　・・・・HACCPHACCPHACCPHACCP、、、、ISOISOISOISO等等等等のののの認証認証認証認証のののの取取取取
     得     得     得     得へのへのへのへの誘導誘導誘導誘導（（（（意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発、、、、ｽﾃｯｽﾃｯｽﾃｯｽﾃｯ
     ﾌ     ﾌ     ﾌ     ﾌﾟ゚゚゚ｱｯﾌｱｯﾌｱｯﾌｱｯﾌﾟ゚゚゚をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした研修研修研修研修のののの実実実実
     施     施     施     施))))
　　　　　　　　・・・・HACCPHACCPHACCPHACCP、、、、ISOISOISOISO等等等等のののの認証取得認証取得認証取得認証取得
     に     に     に     に対対対対するするするする支援支援支援支援（（（（ﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾊｰﾄﾞ･ﾞ･ﾞ･ﾞ･ｿﾌﾄｿﾌﾄｿﾌﾄｿﾌﾄ））））

((((３３３３))))人材人材人材人材にににに関関関関するするするする支援支援支援支援 （（（（人材人材人材人材にににに関関関関するするするする現状現状現状現状））））
①①①①商品開発商品開発商品開発商品開発ややややﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｻｻｻｻﾞ゙゙゙ｲﾅｰｲﾅｰｲﾅｰｲﾅｰなななな
どのどのどのどの専門家専門家専門家専門家がががが少少少少ないないないない
②②②②ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾏｰｹﾃｨﾝｸﾏｰｹﾃｨﾝｸﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ゙゙゙やややや営業展開営業展開営業展開営業展開
ができるができるができるができる人材人材人材人材がががが少少少少ないないないない
③③③③専門家専門家専門家専門家をををを雇用雇用雇用雇用・・・・確保確保確保確保でででで
きるところがきるところがきるところがきるところが少少少少ないないないない

（（（（人材人材人材人材にににに関関関関するするするする課題課題課題課題））））
◆◆◆◆デザイナーデザイナーデザイナーデザイナーなどのなどのなどのなどの専門専門専門専門
家家家家のののの確保確保確保確保

◆◆◆◆専門家専門家専門家専門家をををを雇用雇用雇用雇用できるできるできるできる体体体体
制制制制づくりづくりづくりづくり

◆★◆★◆★◆★ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｻｻｻｻﾞ゙゙゙ｲﾅｰｲﾅｰｲﾅｰｲﾅｰなどなどなどなど外部専門家外部専門家外部専門家外部専門家のののの
   活用   活用   活用   活用によるによるによるによる支援支援支援支援

◆◎◆◎◆◎◆◎産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携によるによるによるによる支援支援支援支援のののの実実実実
   施   施   施   施
　 　 　 　 ・・・・高知大学高知大学高知大学高知大学とととと市町村市町村市町村市町村がががが連携連携連携連携しししし、、、、
   今後   今後   今後   今後のののの地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける食料産業食料産業食料産業食料産業
   を   を   を   を支支支支えるえるえるえる中核人材中核人材中核人材中核人材をををを養成養成養成養成するするするする
   事業   事業   事業   事業をををを実施実施実施実施((((土佐土佐土佐土佐ﾌｰﾄﾌｰﾄﾌｰﾄﾌｰﾄﾞ゙゙゙ﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾈｽﾈｽﾈｽﾈｽ
   ｸﾘｴｰﾀｰ   ｸﾘｴｰﾀｰ   ｸﾘｴｰﾀｰ   ｸﾘｴｰﾀｰ((((ＦＢＣＦＢＣＦＢＣＦＢＣ))))人材創出事業人材創出事業人材創出事業人材創出事業))))

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

２２２２．．．．産業化産業化産業化産業化へのへのへのへの取組取組取組取組
        (        (        (        (２２２２))))加工等加工等加工等加工等にににに関関関関するするするする施策施策施策施策

○○○○ ○○○○

○○○○

＜＜＜＜事業化支援事業化支援事業化支援事業化支援＞＞＞＞
◆★◆★◆★◆★産業支援機関産業支援機関産業支援機関産業支援機関とととと金融機関金融機関金融機関金融機関
   の   の   の   の連携連携連携連携によるによるによるによる事業化事業化事業化事業化のののの支援支援支援支援

　 　 　 　 ・・・・商工団体商工団体商工団体商工団体、、、、金融機関金融機関金融機関金融機関、、、、行政行政行政行政
     等     等     等     等からなるからなるからなるからなる食品加工支援食品加工支援食品加工支援食品加工支援
     会議     会議     会議     会議をををを設置設置設置設置しししし、、、、関係者関係者関係者関係者がががが連連連連
     携     携     携     携してしてしてして支援支援支援支援
　 　 　 　 ・・・・専門家専門家専門家専門家ののののｺｰﾃｺｰﾃｺｰﾃｺｰﾃﾞ゙゙゙ｨﾈｰﾄｨﾈｰﾄｨﾈｰﾄｨﾈｰﾄによるによるによるによる
     支援     支援     支援     支援
　 　 　 　 ・・・・前処理加工設備前処理加工設備前処理加工設備前処理加工設備やややや冷凍保冷凍保冷凍保冷凍保
     管設備等     管設備等     管設備等     管設備等のののの整備整備整備整備（（（（再掲再掲再掲再掲））））

◆★◆★◆★◆★食品加工食品加工食品加工食品加工のののの中核企業中核企業中核企業中核企業のののの育育育育
   成   成   成   成やややや小規模企業者小規模企業者小規模企業者小規模企業者のののの連携連携連携連携にににに
   よる   よる   よる   よる体質強化体質強化体質強化体質強化

◆★◆★◆★◆★地域資源地域資源地域資源地域資源をををを活用活用活用活用するするするする食品食品食品食品
   加工企業   加工企業   加工企業   加工企業のののの誘致誘致誘致誘致
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿
ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

※※※※改革改革改革改革のののの方向 　方向 　方向 　方向 　１１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

工場の衛生管理の高度化への支援

県工業技術センター：食品加工製品の安全性及び品質管理技術の支援(Ⅰ期)

県食品・衛生課：高知県食品衛生管理認証制度の普及(認証施設５施設、認証基準作成８業種) 認証施設８施設へ
認証基準作成10業種へ

※県関係課は新組織や
連携に関わる各部担当課

衛生管理の高度化に向けた研修や認証取得への支援

一次産業と工業団体との連携強化

県新産業推進課：企業等
ネットワーク構築支援事業
の創設

県商工政策課：一次産業
と工業団体との意見交換
会の実施

ＨＡＣＣＰ、ＩＳＯ等の認証の取得への誘導

県福祉保健所：衛生講習会による意識啓発

生産者・農業団体：衛生管理高度化研修等への積極的な参加による意識の醸成
県関係課：HACCP、ISO等の認証の取得への誘導
　　　（意識啓発、ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟを目的とした研修や外部の専門家による支援の実施等)
　　　HACCP、ISO等の認証取得に対する支援（総合補助金等によるﾊｰﾄﾞ、ｿﾌﾄの支援）

地域資源活用共有会議の設置(再掲）

地域資源活用共有会議：商工業者や生産者等を中心に構成し、地域資源や地場産品
の発掘、商品化を協議（県内７ブロックに設置）
商工会等：事務局を設置
県計画推進課：産業振興推進地域本部が対応

県工業振興課：・テーマ別研究会設置・運営
　　　　　　　　　　研究会発事業化支援補助制度の創設

食品等テーマごとの研究会方式による企業支援(再掲)

県地域づくり支援課：中山
間地域産業再生ｱﾄﾞﾊﾞｲ
ｻﾞｰによる支援

県地産地消・外商課：産業振興推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる支援

外部専門家による商品企画の支援

県：土佐ＦＢＣ人材創出事業への支援(実習主体の研修)

Ｐ２９２　商工業分野
別図（商工２１）参照

Ｐ２７２　商工業分野
別図（商工１）参照

意見交換会の実施 意見交換の場づくり 意見交換の場から出され
た課題解決支援（研究開
発等）

工業会等の技術力を生か
した事業化の展開

Ｐ４６
別図（地３）参照

県企業立地課：ゆず関連のこれまで立地した企業の協力により、新たな企業を導入す
ることで、地域で一貫したゆずを中心とする食品工業の集積を推進

地域資源を活用する食品加工企業の誘致
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【食品加工食品加工食品加工食品加工のののの推進推進推進推進】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◎◆◎◆◎◆◎担担担担いいいい手手手手やややや核核核核となるとなるとなるとなる人材人材人材人材やややや団団団団
   体   体   体   体のののの育成育成育成育成・・・・確保確保確保確保のののの推進推進推進推進

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

２２２２．．．．産業化産業化産業化産業化へのへのへのへの取組取組取組取組
        (        (        (        (３３３３))))人材人材人材人材にににに関関関関するするするする支援支援支援支援

○○○○
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿
ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

※※※※改革改革改革改革のののの方向 　方向 　方向 　方向 　１１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

担い手や核となる人材・団体の育成・確保

県地産地消・外商課：産業振興推進アドバイザー事業による支援

担い手や核となる人材・団体の育成・確保

浜加工グループの意識と行動の経営的視点への誘導
浜加工グループ：グループ化に向けた活動強化・意識の醸成、ビジネス感覚や営業ノ
ウハウの習得（経営的視点への意識の転換による行動変革）
漁協・市町村・県漁業指導所：新たなグループの掘り起こし、グループ化の推進
県合併・流通支援課：先進地との交流会・講演会の開催（リーダー、中核的人材の育
成）、経営アドバイザーや専門家による事業計画づくり等の個別指導

公設試験研究機関が行う技術支援・人材育成の充実

県工業技術センター：専門技術研修等の実施
　 　　　　　　　　　　　　食品加工特別技術支援員の配置
　　　　　　　　　 　　　　技術指導アドバイザーの派遣

Ｐ２７６　商工業分野
別図（商工５）参照

Ｐ４６
別図（地３）参照
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産業振興推進総合支援事業費補助金の概要

　産業振興計画を着実に推進するため、商品企画・開発や加工、販路拡大など、生産から販売段階
までの取組を総合的に支援する。

◆◆◆◆補助対象事業補助対象事業補助対象事業補助対象事業
　　　　　　　　地域アクションプランなど県産業振興計画
に位置づけられた取組で、本県産業に資す
　る取組（ハード事業、ソフト事業）

◆◆◆◆対象事業者対象事業者対象事業者対象事業者
　 　市町村等、地域団体、３者以上で構成された　
　 組織（共同体、協議会、グループなど）、一定の
条件を満たす企業等（個人事業者を含む）

◆◆◆◆補助先補助先補助先補助先
　　原則として､市町村等（間接補助）

◆◆◆◆補助率補助率補助率補助率　　原則として、１／２　以内
　 （（（（ただしただしただしただし、、、、地域地域地域地域へのへのへのへの経済波及効果経済波及効果経済波及効果経済波及効果がががが高高高高いといといといと認認認認　　　　
　　　　 められためられためられためられた取組取組取組取組はははは、、、、２２２２／／／／３３３３以内以内以内以内とするとするとするとする。）。）。）。）
　　　　
　　　　　　　　□□□□他他他他のののの事業事業事業事業（（（（国国国国・・・・県県県県））））へのへのへのへの継継継継ぎぎぎぎ足足足足しししし補助補助補助補助のののの実施実施実施実施
　　　→　最大２／３まで嵩上げ
　　□□□□企業企業企業企業ののののハードハードハードハード整備事業整備事業整備事業整備事業もももも対象対象対象対象（１／２以内）

◆◆◆◆補助限度額補助限度額補助限度額補助限度額
　　１事業あたり　年間　５０，０００千円　

◆◆◆◆要件要件要件要件
　　　　 地域の資源を活用すること
　　事業計画（ビジネスプラン）の作成

補助金補助金補助金補助金のののの概要概要概要概要

生　産
（商　品　化）

加　工
（高付加価値化）

販　売
（市　場　化）

・地域資源を活用したい
・商品を企画したい
・新たに商品を作りたい
・他の産業と連携したい
・新分野へ進出したい

産業振興推進総合支援事業費補助金産業振興推進総合支援事業費補助金産業振興推進総合支援事業費補助金産業振興推進総合支援事業費補助金

　県産業振興計画　（各分野成長戦略、連携テーマ、地域アクションプラン）

支援支援支援支援ののののスキームスキームスキームスキーム

計画計画計画計画のののの３３３３つのつのつのつの柱柱柱柱

支
援

支
援

支
援

足下を固め、活力ある
県外市場に打って出る

産業間連携の強化
足腰を強め、新分野
へ挑戦

・地域の農産物を使って
　加工品をつくりたい
・既存商品に付加価値を
　つけたい
・デザインを工夫したい
・商品力をつけたい

・地産地消を徹底したい
・販売拠点を作りたい
・地域外へ打って出たい
・販売方法を工夫したい
・取引相手を見つけたい

事業の各段階で、事業者のニーズや課題に応じて、ハード、ソフト面から総合的に支援

別図別図別図別図（（（（地地地地１１１１））））

44



体験学習体験学習体験学習体験学習

 調 調 調 調　　　　査査査査

・安定供給体制の構築
・課題の共有
・取組の推進

・食育、食農教育
　米づくり
　栽培体験、収穫体験
　調理実習　等

学校給食学校給食学校給食学校給食にににに地場産物地場産物地場産物地場産物のののの利用拡大利用拡大利用拡大利用拡大

学校給食学校給食学校給食学校給食のののの地産地消日本一地産地消日本一地産地消日本一地産地消日本一をををを目指目指目指目指すすすす

・地場産物の活用実態の把
握
・実効性のある取組目標の
設定
・評価、進行管理

産業振興食育推進事業産業振興食育推進事業産業振興食育推進事業産業振興食育推進事業

食育活動食育活動食育活動食育活動によるによるによるによる
地場産物地場産物地場産物地場産物へのへのへのへの理解促進理解促進理解促進理解促進

地産地消担当地産地消担当地産地消担当地産地消担当 計画推進担当計画推進担当計画推進担当計画推進担当 食品加工担当食品加工担当食品加工担当食品加工担当

地産地消地産地消地産地消地産地消・・・・食育食育食育食育のののの推進推進推進推進

産業振興推進部産業振興推進部産業振興推進部産業振興推進部

連 携 先連 携 先連 携 先連 携 先

・・・・生産者生産者生産者生産者
・・・・漁業者漁業者漁業者漁業者
・・・・ＪＡＪＡＪＡＪＡ
・・・・漁協漁協漁協漁協
・・・・ＪＡＪＡＪＡＪＡ女性部女性部女性部女性部
・・・・漁協女性部漁協女性部漁協女性部漁協女性部
・・・・ヘルスメイトヘルスメイトヘルスメイトヘルスメイト
・・・・流通関係者流通関係者流通関係者流通関係者
・・・・料理研究家料理研究家料理研究家料理研究家
・・・・調理師調理師調理師調理師
・・・・ボランティアボランティアボランティアボランティア

連携連携連携連携・・・・協力協力協力協力・・・・活用活用活用活用

ネットワークネットワークネットワークネットワーク会議会議会議会議

連携連携連携連携・・・・協力協力協力協力

    
 内 内 内 内　　　　　　　　容容容容

・・・・体験学習体験学習体験学習体験学習のののの
　　　　メニューメニューメニューメニューづくりづくりづくりづくり
・・・・実施実施実施実施にににに向向向向けてけてけてけて
　　　　のののの働働働働きかけきかけきかけきかけ
・・・・地域地域地域地域のののの生産生産生産生産
　　　　者等者等者等者等のののの派遣派遣派遣派遣
　　　　依頼依頼依頼依頼、、、、調整調整調整調整
・・・・事業事業事業事業のののの評価評価評価評価
　　　　次年度次年度次年度次年度にににに向向向向
　　　　けてのけてのけてのけての企画企画企画企画

目的目的目的目的：：：：
  ・  ・  ・  ・自然自然自然自然やややや文化文化文化文化、、、、産業産業産業産業にににに関関関関するするするする理解理解理解理解をををを深深深深めるめるめるめる
　　　　・・・・生産等生産等生産等生産等にににに関関関関わるわるわるわる人人人人々々々々へのへのへのへの感謝感謝感謝感謝のののの心心心心をををを育育育育てるてるてるてる
　　　　・・・・食文化食文化食文化食文化やややや伝統食伝統食伝統食伝統食のののの継承継承継承継承　　　　等等等等
　　　　学校教育活動全体学校教育活動全体学校教育活動全体学校教育活動全体でででで、、、、計画的計画的計画的計画的にににに継続継続継続継続してしてしてして取取取取りりりり組組組組むむむむ

別図（地２）
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産業振興推進産業振興推進産業振興推進産業振興推進アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー事業事業事業事業のののの概要概要概要概要

【ねらい】
　 本県の産業振興について、様々な角度から指導、アドバイス、情報提供をいただくとともに、本県の持つ「食」、
「自然」、「人」などの強みを全国に情報発信していただける人材を「アドバイザー」として確保し、産業振興計画の
円滑な推進に資する。(３種類のアドバイザーで構成）

　

　「地域アクションプラン」の推進に向け、各地域のニー
ズや課題に応じて、組織づくりから、生産、商品企画、
流通、販売にいたるまでを、きめ細かく総合的に支援す
るため、各ジャンルの専門家や有識者を「プラン推進ア
ドバイザー」として確保し、地域の申請に基づき派遣す
る。

○現地での実地指導
○課題解決に向けたアドバイス、
　 助言

○ビジネスプランの作成指導
○地域アクションプランのフォロー
　 アップ

活動内容活動内容活動内容活動内容概概概概　　　　　　　　要要要要

プランプランプランプラン推進推進推進推進アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー（（（（仮称仮称仮称仮称）））） 実地指導実地指導実地指導実地指導・・・・助言助言助言助言

人人人人

主に、経営コンサルタント、大学
教授（高知大学、高知工科大学
等）、流通業者、観光コンサルタ
ント、デザイナー、地域ビジネス
成功者、ICTビジネス成功者、

税理士、経済団体関係者など

　

　産業振興計画にかかる様々な事業を円滑に推進する
ために、それぞれのジャンルの専門家等を「事業審査
アドバイザー」（審査員）として委嘱し、事業の実現性や
ビジネスプランの可能性等についての見解を伺う。
　【各ジャンルから数名程度（年間固定）】

事業審査事業審査事業審査事業審査アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー（（（（仮称仮称仮称仮称））））

○各種事業の審査会の委員委嘱
○総合補助金等のビジネスプラン
の審査
○地域アクションプランのＰＤＣＡ
にあたってのチェック

　高知県の食、自然、人等の資源やそれから派生した
高知県独自の商品等を、県外に情報発信するとともに、
県内の産業づくりに携わる方々に最新のマーケット情
報等を提供していただくため、「スーパーバイザー」とし
て依嘱する。
　【各ジャンルの著名人　複数名を予定】

審査審査審査審査・・・・チェックチェックチェックチェック

○県内の資源、商品のPR、普及
　 活動（食材、加工品、自然、観光
　資源などの紹介・・・インターネッ
　 ト、記事、店舗など活用）、

○マーケット情報の提供

　（セミナー、講演会等の開催）

情報発信情報発信情報発信情報発信・・・・提供提供提供提供計画推進計画推進計画推進計画推進スーパーバイザースーパーバイザースーパーバイザースーパーバイザー（（（（仮称仮称仮称仮称）

主に、全国的に著名な人物で、
情報発信力がある方をターゲッ
ト。
　例えば・・・フードコーディネー
ター、名店のシェフ、ライター、
旅行会社等を想定

人材

人材

別図別図別図別図（（（（地地地地３３３３））））
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高知サポーターネットワーク化推進事業・県産品情報発信強化事業の概要

首都圏等
の消費者

県産品情報発信強化事業
●県産品や観光などの情報を満載した新しいﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄを開設することにより、首都圏等での情報発信を強化し、
高知県や県産品の認知度の向上や、ｻﾎﾟｰﾀｰづくりを進める。

高知サポーターネットワーク化推進事業

●県産品等の情報を掲載した広報紙の作成、首都圏等の高知県に縁のある飲食店とタイアップした県産品 試食会や
高知フェアの実施等により、高知県のサポーターづくりを推進し、県産品の販路拡大を図る。

◆県産品の販売拡大
◆観光客の増加
◆ふるさと寄付金

・・・・・etc

高知県や県産品の
サポーター、リピー
ターづくり

・情報発信
・県産品の
販売拡大

・・・ｅｔｃ

鰹のたたき
坂本龍馬

・・・

県外在住の高知県関係者

郵送又はメルマガ配信

県産品等の情報提供
（広報紙の内容)
県産品情報、生産者のこだわり、高知の食と

からめた地域の観光情報 ・・・・・ｅｔｃ

県産品広報紙作成事業

・県産品や観光、移住・定住等の高知の
情報を丸ごと発信

・県内のｅコマース事業者が運営するｅコ
マースサイトのリンクページを構築し、事
業者のサイトへの新たな入口を提供

新ポータルサイト

大手ｅコマースサイト
大手ポータルサイト

連 携

県内事業者の
ｅコマースサイト

リンク

高知に縁のある首都圏
や大阪の飲食店

マスコミ関係者等

県産食材の継続的利用 ﾏｽｺﾐ、口ｺﾐによる情報発信

高知の食材
・野菜
・果実
・肉
・魚

・・・ｅｔｃ

おいしい風土こうちサポーター(県外版)ネットワーク化事業

首都圏等の消費者

企業訪問等によるマスコミ関係者
等とのネットワークづくり

県産品
試食会

高 知
フェア

提供
参加

開催

来店

出 店

・情報発信
・県産品の
販売拡大

・・・ｅｔｃ

別図（地４）
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Ⅰ 産業間の連携戦略

２ ニューツーリズムの推進と

観光への地域産物の活用
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「ニューツーリズム」が成り立つ３つの観点からの概念図「ニューツーリズム」が成り立つ３つの観点からの概念図「ニューツーリズム」が成り立つ３つの観点からの概念図「ニューツーリズム」が成り立つ３つの観点からの概念図
（観光旅行ニーズ、マーケット） （観光資源、施設、地域） （旅行商品、交通、情報）＝（観光旅行ニーズ、マーケット） （観光資源、施設、地域） （旅行商品、交通、情報）＝（観光旅行ニーズ、マーケット） （観光資源、施設、地域） （旅行商品、交通、情報）＝（観光旅行ニーズ、マーケット） （観光資源、施設、地域） （旅行商品、交通、情報）＝＝需要 、供給 、両者を結び付ける流通システム＝需要 、供給 、両者を結び付ける流通システム＝需要 、供給 、両者を結び付ける流通システム＝需要 、供給 、両者を結び付ける流通システム

◆「産業」レベルでの発想◆「産業」レベルでの発想◆「産業」レベルでの発想◆「産業」レベルでの発想

新しい旅行業・旅行商品を踏まえた「産業」としての展開新しい旅行業・旅行商品を踏まえた「産業」としての展開新しい旅行業・旅行商品を踏まえた「産業」としての展開新しい旅行業・旅行商品を踏まえた「産業」としての展開

旅行業 【ニューツーリズム・旅行システムの周辺】旅行業 【ニューツーリズム・旅行システムの周辺】旅行業 【ニューツーリズム・旅行システムの周辺】旅行業 【ニューツーリズム・旅行システムの周辺】
・旅行業者は、大量を効率的にというパック旅行といわ

【地域観光資源・素材／イメージ例】【地域観光資源・素材／イメージ例】【地域観光資源・素材／イメージ例】【地域観光資源・素材／イメージ例】流通・交通流通・交通流通・交通流通・交通 れる募集企画型旅行で産業として成長。
・需給双方の多様化で、大量・効率化だけでは限界。

上級商品への磨き上げ ・旅行業のビジネスモデル自身も変えるべき部分は変え ･･･ つるべ井戸、囲炉裏 、五右●生活●生活●生活●生活 (昔話)

需給の結び付け、２次交通 なければならない時代の到来(新三種旅行業 等) 衛門風呂、童謡の道、田舎で起こ
etc.など る楽しい「事件」

･･･ 満天の星、紅葉、渓流･渓谷、清◆旅行スタイルの変化 ◆「着地型」観光の可能性の拡大◆旅行スタイルの変化 ◆「着地型」観光の可能性の拡大◆旅行スタイルの変化 ◆「着地型」観光の可能性の拡大◆旅行スタイルの変化 ◆「着地型」観光の可能性の拡大 ●自然●自然●自然●自然
、 、 、 、 、 、個人化・本物志向、多様化・高度化する観光ニーズ 日常生活など身近な素材も磨けば地域観光資源に個人化・本物志向、多様化・高度化する観光ニーズ 日常生活など身近な素材も磨けば地域観光資源に個人化・本物志向、多様化・高度化する観光ニーズ 日常生活など身近な素材も磨けば地域観光資源に個人化・本物志向、多様化・高度化する観光ニーズ 日常生活など身近な素材も磨けば地域観光資源に 流 水辺 森林 棚田 竹林 霧

海岸線、磯、沈む夕日、小鳥のさ

えずり、虫の音、ホタルの乱舞、送 客送 客送 客送 客
(水田と水鏡、風紋、風にそ商品化商品化商品化商品化 田園風景

etc.生 活生 活生 活生 活 よぐ早苗、緑の絨毯、黄金の波 )etc.

農業 漁業 林業農業 漁業 林業農業 漁業 林業農業 漁業 林業滞 在滞 在滞 在滞 在 ･ ･･ ･･ ･･ ･

< ･･･旬の食材、お漬け物、味噌、こん地域でゆっ ● 食● 食● 食● 食
にゃく、手打ちそば、採れたての環境環境環境環境 くり休日> 観光観光観光観光
○○ジュース、手作りデザート、<エコツー 観光客観光客観光客観光客 協会協会協会協会 宿 泊宿 泊宿 泊宿 泊 食･料理食･料理食･料理食･料理
美味しい岩清水(ｺｰﾋｰ)、新鮮な魚リズム> ニーズマーケットニーズマーケットニーズマーケットニーズマーケット 観 光観 光観 光観 光

etc.旅 行 地 域 の 健 康旅 行 地 域 の 健 康旅 行 地 域 の 健 康旅 行 地 域 の 健 康施設施設施設施設 介類 地酒 ○○餅 田舎寿司、 、 、

温泉 景色 交 流 文 化温泉 景色 交 流 文 化温泉 景色 交 流 文 化温泉 景色 交 流 文 化････････････････････ 観 光 業観 光 業観 光 業観 光 業
･･･ 神楽、伝統芸能、お祭り、催事、農業 林業農業 林業農業 林業農業 林業････ 名所 ●文化名所 ●文化名所 ●文化名所 ●文化飲食飲食飲食飲食

雛祭り、火振り漁、各種文化フェ<グリーン

etc.ツーリズム> 漁 業漁 業漁 業漁 業 物産物産物産物産 歴 史歴 史歴 史歴 史 スティバル

健 康健 康健 康健 康<ブルーツー

･･･ 脱藩の道、向学の道、○○邸、リズム> <ヘルス 新・宿泊 ･････ ●歴史新・宿泊 ･････ ●歴史新・宿泊 ･････ ●歴史新・宿泊 ･････ ●歴史
、 、 、ツーリズム> 記念碑 銅像 平家の落人伝説

etc.自然保護自然保護自然保護自然保護 ゆかりの地･人物、墓、家

、 、 、●体験●体験●体験●体験･･･ 農業体験 林業体験 大敷き網
、 、 、 、釣り 山菜採り 陶芸 炭焼き

<農業･漁業等> (海からの贈り物)山菜取り 漂流物、
採取、キャンプ、手づくり料理

etc.【ニューツーリズム・マーケットの周辺】 【ニューツーリズム・地域資源の周辺】【ニューツーリズム・マーケットの周辺】 【ニューツーリズム・地域資源の周辺】【ニューツーリズム・マーケットの周辺】 【ニューツーリズム・地域資源の周辺】【ニューツーリズム・マーケットの周辺】 【ニューツーリズム・地域資源の周辺】 体験
・国内観光旅行のマーケットの個人化・高度化の形態は、もは ・地域の光(観光)は、従来の観光資源や観光施設だけではないはず。

や「ニュー」ではなく当たり前として捉えるべき時代。 ・地域に根ざした第一次産業や伝統文化あるいは生活文化そのものも外部の人 ･･･ 森林セラピー、ハイキング、自●健康●健康●健康●健康
etc.・その結果として 「環境＝エコツー」が現れ 「本物の農業･ 達から観ると魅力的であり、観光の対象となっている。 然散策、健康料理体験、 、

漁業体験＝グリーンツー、ブルーツー」などが注目。 ・従来の観るだけの観光資源についても、資源の見せ方や旅行者への伝え方を

・さらに、旅行の対象が変化しただけでなく、例えば、一つの 見直すことで、新しい価値が見出されることもあるはず。 ･･農林漁家民宿等、○○時代に建●新･宿泊●新･宿泊●新･宿泊●新･宿泊
地域に滞在してゆっくり休日を楽しみたいとか、旅行を通じ ・そういう中で、従来の観光関係の事業者だけでなく、第１次産業や商業さら てられた古民家、廃校を利用し

(しもなの郷、清流館、て自分の健康をチェックし増進したいという「ヘルスツー」 にはまちづくりの人達と連携して地域の魅力を発見・再認識し、外へ向けて た宿泊施設
etc.といったように旅行スタイルも変わってきている。 発信し、商品化していくための体制づくりが大切。 森の巣箱 )etc.
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【　【　【　【　ニューツーリズムニューツーリズムニューツーリズムニューツーリズムのののの推進推進推進推進とととと観光観光観光観光へのへのへのへの地域産物地域産物地域産物地域産物のののの活用活用活用活用　】　】　】　】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆情報発信情報発信情報発信情報発信のののの展開展開展開展開

　 　 　 　 ◎◎◎◎「「「「よさこいよさこいよさこいよさこいネットネットネットネット」」」」からからからからグリグリグリグリ
      ーンツーリズム      ーンツーリズム      ーンツーリズム      ーンツーリズムやややや物産情物産情物産情物産情
      報      報      報      報へへへへ導導導導くくくく仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの構築構築構築構築

○○○○ ○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

○○○○ ○○○○

◆◆◆◆受入態勢受入態勢受入態勢受入態勢づくりのづくりのづくりのづくりの充実充実充実充実

　 　 　 　 ◎◎◎◎体験体験体験体験ツーリズムツーリズムツーリズムツーリズムのののの拠点拠点拠点拠点とととと
      なる      なる      なる      なる農林漁家民宿等農林漁家民宿等農林漁家民宿等農林漁家民宿等のののの
      充実      充実      充実      充実

　 　 　 　 ◎◎◎◎アクセスアクセスアクセスアクセス道路道路道路道路やややや生活環生活環生活環生活環
      境      境      境      境、、、、交流施設交流施設交流施設交流施設のののの改善改善改善改善などなどなどなど
      環境整備      環境整備      環境整備      環境整備をををを推進推進推進推進

　 　 　 　 ◎◎◎◎外部外部外部外部アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザーのののの活用活用活用活用
　    　    　    　    ややややインストラクターインストラクターインストラクターインストラクターのののの育成育成育成育成

　 　 　 　 ★★★★地域地域地域地域コーディネートコーディネートコーディネートコーディネート組織組織組織組織をををを
　    　    　    　    強化強化強化強化・・・・新設新設新設新設しししし、、、、広域的広域的広域的広域的ななななワワワワ
      ンストップ      ンストップ      ンストップ      ンストップ態勢態勢態勢態勢をををを確立確立確立確立

○○○○ ○○○○

◆◆◆◆農林漁家民宿等農林漁家民宿等農林漁家民宿等農林漁家民宿等ははははＨＨＨＨ１１１１
８８８８：：：：２９２９２９２９軒 軒 軒 軒 → → → → ＨＨＨＨ２０２０２０２０：：：：４１４１４１４１軒軒軒軒とととと
増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向

◆◆◆◆教育旅行教育旅行教育旅行教育旅行のののの受入受入受入受入（（（（幡多幡多幡多幡多
広域観光協議会広域観光協議会広域観光協議会広域観光協議会））））年間平年間平年間平年間平
均約均約均約均約2222,,,,300300300300人人人人

◆◆◆◆単発的単発的単発的単発的、、、、個人的個人的個人的個人的なななな取組取組取組取組
はははは実施実施実施実施されているがされているがされているがされているが連携連携連携連携
がががが十分進十分進十分進十分進んでいないんでいないんでいないんでいない

◆◆◆◆情報情報情報情報をををを一元的一元的一元的一元的にににに管理管理管理管理しししし
提供提供提供提供していくためのしていくためのしていくためのしていくための情報共情報共情報共情報共
有有有有のののの場場場場がないがないがないがない

◆◆◆◆「「「「花花花花・・・・人人人人・・・・土佐土佐土佐土佐であいであいであいであい博博博博」」」」
をををを契機契機契機契機にににに、、、、漁業体験漁業体験漁業体験漁業体験ややややウウウウ
オーキングツアーオーキングツアーオーキングツアーオーキングツアー等等等等のののの取取取取
組組組組がががが拡大拡大拡大拡大してきているしてきているしてきているしてきている

◆◆◆◆農家農家農家農家レストランレストランレストランレストランやややや農林漁農林漁農林漁農林漁
家民宿等家民宿等家民宿等家民宿等のののの開業開業開業開業をををを支援支援支援支援しししし
ているているているている

◆◆◆◆新新新新たなたなたなたな体験体験体験体験プログラムプログラムプログラムプログラム
づくりやづくりやづくりやづくりやモニターツアーモニターツアーモニターツアーモニターツアーのののの
実施実施実施実施、、、、安全管理安全管理安全管理安全管理のののの徹底徹底徹底徹底なななな
どどどど、、、、体験体験体験体験メニューメニューメニューメニューのののの質質質質のののの向向向向
上上上上をををを支援支援支援支援しているしているしているしている

◆◆◆◆集落環境集落環境集落環境集落環境やややや交流施設整交流施設整交流施設整交流施設整
備備備備へのへのへのへの支援支援支援支援、、、、森林森林森林森林セラセラセラセラ
ピーロードピーロードピーロードピーロードのののの整備整備整備整備などをなどをなどをなどを促促促促
進進進進しているしているしているしている

◆◆◆◆「「「「花花花花・・・・人人人人・・・・土佐土佐土佐土佐であいであいであいであい博博博博」」」」
によりによりによりにより、、、、地域資源地域資源地域資源地域資源のののの掘掘掘掘りりりり起起起起
こしやこしやこしやこしや受入態勢受入態勢受入態勢受入態勢づくりをづくりをづくりをづくりを支支支支
援援援援しているしているしているしている

◆◆◆◆（（（（財財財財））））高知県観光高知県観光高知県観光高知県観光コンベコンベコンベコンベ
ンションンションンションンション協会協会協会協会がががが旅行業登旅行業登旅行業登旅行業登
録録録録をををを行行行行いいいい、、、、市町村等市町村等市町村等市町村等のののの要要要要
請請請請にににに基基基基づいてづいてづいてづいてモニターツモニターツモニターツモニターツ
アーアーアーアーをををを主催主催主催主催しているしているしているしている

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◆◆◆体験型体験型体験型体験型メニューメニューメニューメニューのののの受入受入受入受入
れれれれ容量容量容量容量がががが小小小小さくさくさくさく、、、、期間限定期間限定期間限定期間限定
などのなどのなどのなどの制約制約制約制約があるためがあるためがあるためがあるため観観観観
光商品光商品光商品光商品になりにくいになりにくいになりにくいになりにくい

◆◆◆◆テーマテーマテーマテーマ性性性性をををを持持持持ったったったったツアーツアーツアーツアー
のののの造成造成造成造成などなどなどなど、、、、旅行者旅行者旅行者旅行者ニーニーニーニー
ズズズズにににに沿沿沿沿ったったったった受入態勢受入態勢受入態勢受入態勢づくりづくりづくりづくり
までまでまでまで取組取組取組取組がががが進進進進んでいないんでいないんでいないんでいない

◆◆◆◆ノウハウノウハウノウハウノウハウややややマーケティンマーケティンマーケティンマーケティン
ググググがががが不足不足不足不足しておりしておりしておりしており観光商観光商観光商観光商
品品品品としてのとしてのとしてのとしての魅力魅力魅力魅力にににに欠欠欠欠けてけてけてけて
いるいるいるいる

◆◆◆◆地域地域地域地域やややや産業間産業間産業間産業間、、、、同業同業同業同業
者者者者、、、、民間組織民間組織民間組織民間組織とのとのとのとの連携連携連携連携がががが
不十分不十分不十分不十分でででで、、、、効果的効果的効果的効果的なななな情報情報情報情報
発信発信発信発信ができていないができていないができていないができていない

◆◆◆◆顧客顧客顧客顧客のののの満足度満足度満足度満足度をををを高高高高めるめるめるめる
意識意識意識意識やややや””””業業業業””””としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組
むむむむ意識意識意識意識がががが低低低低いいいい

◆◆◆◆旅行商品化旅行商品化旅行商品化旅行商品化するためにするためにするためにするために
はははは安全性安全性安全性安全性のののの確保確保確保確保やややや補償問補償問補償問補償問
題題題題などのなどのなどのなどの解決解決解決解決がががが必要必要必要必要

◆◆◆◆中山間中山間中山間中山間やややや漁村地域漁村地域漁村地域漁村地域までまでまでまで
のののの二次交通二次交通二次交通二次交通のののの整備整備整備整備がががが進進進進んんんん
でいないでいないでいないでいない

◆◆◆◆体験体験体験体験メニューメニューメニューメニューのののの充実充実充実充実

　 　 　 　 ◎◎◎◎「「「「花花花花・・・・人人人人・・・・土佐土佐土佐土佐であいであいであいであい博博博博」」」」
      で      で      で      で芽出芽出芽出芽出ししたししたししたしした地域資源地域資源地域資源地域資源のののの
      継続的育成      継続的育成      継続的育成      継続的育成とととと新新新新たなたなたなたな資源資源資源資源
      発掘      発掘      発掘      発掘のののの支援支援支援支援

　 　 　 　 ★★★★子子子子どもどもどもども農山漁村交流農山漁村交流農山漁村交流農山漁村交流プロプロプロプロ
　    　    　    　    ジェクトジェクトジェクトジェクトのののの推進推進推進推進

１１１１．．．．産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携によるによるによるによる新新新新たなたなたなたな可能可能可能可能
性性性性へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦

　　　　　（　　　　　（　　　　　（　　　　　（１１１１））））ニューツーリズムニューツーリズムニューツーリズムニューツーリズムのののの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　推進推進推進推進

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆地域資源地域資源地域資源地域資源をををを活活活活かしたかしたかしたかした体験体験体験体験
メニューメニューメニューメニューやややや農林漁家民宿等農林漁家民宿等農林漁家民宿等農林漁家民宿等
がががが拡大拡大拡大拡大しているしているしているしている

◆◆◆◆体験体験体験体験メニューメニューメニューメニューやややや交通交通交通交通アクセアクセアクセアクセ
ススススなどなどなどなど、、、、ニューツーリズムニューツーリズムニューツーリズムニューツーリズムにににに
関関関関するするするする情報情報情報情報をををを一元的一元的一元的一元的にににに、、、、かかかか
つつつつ、、、、タイムリータイムリータイムリータイムリーにににに提供提供提供提供していしていしていしてい
るるるる

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１

◆◆◆◆地域資源地域資源地域資源地域資源をををを活活活活かしたかしたかしたかした体験体験体験体験
メニューメニューメニューメニュー等等等等がががが旅行商品旅行商品旅行商品旅行商品としてとしてとしてとして
定着定着定着定着しししし、、、、滞在型滞在型滞在型滞在型のののの観光客観光客観光客観光客をををを
通年通年通年通年でででで受受受受けけけけ入入入入れしているれしているれしているれしている

◆◆◆◆年間年間年間年間をををを通通通通じてじてじてじて安定安定安定安定したしたしたした誘誘誘誘
客客客客によりによりによりにより、、、、収入収入収入収入のののの確保確保確保確保につなにつなにつなにつな
がっているがっているがっているがっている

ＨＨＨＨ２３２３２３２３

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２

アクセス道路や生活環境、交流施設の改善など環境整備を推進

体験ツーリズムの拠点となる農林漁家民宿等の充実

県関係課：農林漁家民宿等の開業支援など

外部アドバイザーの活用やインストラクターの育成

県関係課：アクセス道路や生活環境、交流施設の改善など

市町村、観光団体等：外部アドバイザーの活用やインストラクターの育成
県観光政策課：観光産業振興事業費補助金でアドバイザー活用等の取組を支援

地域コーディネート組織を強化・新設し、広域的なワンストップ態勢を確立

市町村、観光団体等：地域コーディネート組織に結集して広域観光の取組を推進
県観光政策課：地域コーディネート組織確立支援事業費補助金で広域観光の推進を
支援

県観光振興課：地産地
消課などとの連携によ
る情報の共有，観光ビ
ジョン実践支援事業費
補助金で体験型観光の
受入態勢づくりの取組
を支援

市町村、観光団体等：グリーンツーリズムや物産情報の発信を強化
（財）高知県観光コンベンション協会：「よさこいネット」とのリンクなど情報の一元化の
推進

「よさこいネット」からグリーンツーリズムや物産情報へ導く仕組みの構築

県観光振興課：地産地
消課などとの連携によ
る情報の共有，観光ビ
ジョン実践支援事業費
補助金で体験型観光の
受入態勢づくりの取組
を支援

県観光振興課：地産地
消課などとの連携によ
る情報の共有，観光ビ
ジョン実践支援事業費
補助金で体験型観光の
受入態勢づくりの取組
を支援

市町村、観光団体等：地域イベントの実施と観光商品化に向けた取組
県観光振興部：地域イベントや継続できる観光商品化への取組等を支援

「花・人・土佐であい博」で芽出しした地域資源の継続的育成と新たな資源発掘の支
援

子ども農山漁村交流プロジェクトの推進

幡多広域観光協議会：プロジェクトのモデル地区として子どもの受入教育旅行商品の開発
県関係課：プロジェクト推進の支援と教育旅行誘致のための取組を支援，受け皿となる地域
の拡大の促進

県関係課：受け皿となる
地域の拡大の促進
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【　【　【　【　ニューツーリズムニューツーリズムニューツーリズムニューツーリズムのののの推進推進推進推進とととと観光観光観光観光へのへのへのへの地域産物地域産物地域産物地域産物のののの活用活用活用活用　】　】　】　】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

１１１１．．．．産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携によるによるによるによる新新新新たなたなたなたな可能可能可能可能
性性性性へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦

　　　　　（　　　　　（　　　　　（　　　　　（２２２２））））観光観光観光観光へのへのへのへの地域産物地域産物地域産物地域産物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のののの活用活用活用活用

◆◆◆◆旅行情報誌旅行情報誌旅行情報誌旅行情報誌によるによるによるによるアンアンアンアン
ケートケートケートケートでででで本県本県本県本県はははは””””食食食食””””のののの魅魅魅魅
力力力力がががが全国全国全国全国トップクラストップクラストップクラストップクラス

◆◆◆◆宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設やややや飲食店飲食店飲食店飲食店、、、、道道道道
のののの駅駅駅駅などでのなどでのなどでのなどでの地産地消地産地消地産地消地産地消のののの
取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにバラツキバラツキバラツキバラツキがあるがあるがあるがある

◆◆◆◆首都圏首都圏首都圏首都圏などにおいてなどにおいてなどにおいてなどにおいて情情情情
報発信報発信報発信報発信のののの場場場場がががが少少少少ないないないない

◆◆◆◆地場産品地場産品地場産品地場産品をををを活用活用活用活用したしたしたした土土土土
産物産物産物産物ののののバリエーションバリエーションバリエーションバリエーションがががが少少少少
ないないないない

◆◆◆◆スーパースーパースーパースーパーよさこいなどよさこいなどよさこいなどよさこいなど首首首首
都圏都圏都圏都圏をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする地域地域地域地域でででで
観光観光観光観光ＰＲＰＲＰＲＰＲとととと物産展物産展物産展物産展をををを組組組組みみみみ合合合合
わせてわせてわせてわせて実施実施実施実施してきたしてきたしてきたしてきた

◆◆◆◆「「「「花花花花・・・・人人人人・・・・土佐土佐土佐土佐であいであいであいであい博博博博」」」」
でででで””””食食食食””””をををを組組組組みみみみ合合合合わせたわせたわせたわせた体体体体
験験験験メニューメニューメニューメニューづくりをづくりをづくりをづくりを推進推進推進推進しししし
たたたた

◆◆◆◆有名有名有名有名なななな料理人料理人料理人料理人によるによるによるによるレレレレ
シピシピシピシピのののの開発開発開発開発とととと情報発信情報発信情報発信情報発信をををを
行行行行ってきたってきたってきたってきた

◆◆◆◆「「「「土佐土佐土佐土佐のののの料理伝承人料理伝承人料理伝承人料理伝承人」」」」なななな
どでどでどでどで食食食食によるもてなしをによるもてなしをによるもてなしをによるもてなしを担担担担
うううう組織組織組織組織をををを育成育成育成育成・・・・支援支援支援支援してきしてきしてきしてき
たたたた

◆◆◆◆生産者生産者生産者生産者とととと実需者実需者実需者実需者((((宿泊施宿泊施宿泊施宿泊施
設設設設などなどなどなど))))ののののマッチングマッチングマッチングマッチング支援支援支援支援
をををを行行行行ってきたってきたってきたってきた

◆◆◆◆各市町村等各市町村等各市町村等各市町村等のののの県外県外県外県外でのでのでのでの
観光物産観光物産観光物産観光物産ＰＲＰＲＰＲＰＲやややや地場産品地場産品地場産品地場産品
のののの販売促進販売促進販売促進販売促進をををを県外事務所県外事務所県外事務所県外事務所
がががが支援支援支援支援してきたしてきたしてきたしてきた

◆◆◆◆観光観光観光観光プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション等等等等にににに
おいておいておいておいて地場産品地場産品地場産品地場産品をををを使用使用使用使用しししし
たたたた料理料理料理料理やややや宇宙酒宇宙酒宇宙酒宇宙酒などをなどをなどをなどを提提提提
供供供供してのしてのしてのしてのＰＲＰＲＰＲＰＲをををを実施実施実施実施したしたしたした

◆◆◆◆観光部門観光部門観光部門観光部門のののの取組取組取組取組とととと物産物産物産物産
販売販売販売販売・・・・ＰＲＰＲＰＲＰＲのののの取組取組取組取組とがとがとがとが積極積極積極積極
的的的的にににに連携連携連携連携するというするというするというするという視点視点視点視点
がががが弱弱弱弱いいいい

◆◆◆◆地域食材地域食材地域食材地域食材のののの安定的安定的安定的安定的、、、、適適適適
正価格正価格正価格正価格でのでのでのでの提供態勢提供態勢提供態勢提供態勢がががが十十十十
分整分整分整分整っていないっていないっていないっていない

◆◆◆◆地域産品地域産品地域産品地域産品をををを使用使用使用使用したしたしたした魅魅魅魅
力力力力あるあるあるある土産品土産品土産品土産品ややややレシピレシピレシピレシピのののの
開発開発開発開発などがなどがなどがなどが少少少少ないないないない

◆◆◆◆販売者側販売者側販売者側販売者側にににに地場産品地場産品地場産品地場産品をををを
積極的積極的積極的積極的にににに売売売売ろうとするろうとするろうとするろうとする意識意識意識意識
がががが薄薄薄薄いいいい

◆◆◆◆地域産物地域産物地域産物地域産物のののの商品化商品化商品化商品化をををを促進促進促進促進

　 　 　 　 ◎◎◎◎地域産物地域産物地域産物地域産物をををを活活活活かしたかしたかしたかした土産土産土産土産
　    　    　    　    品品品品づくりづくりづくりづくり、、、、統一統一統一統一メニューメニューメニューメニューづくづくづくづく
      り      り      り      り

　 　 　 　 ◎◎◎◎地域産物地域産物地域産物地域産物をををを体験体験体験体験メニューメニューメニューメニュー
      に      に      に      に組組組組みみみみ入入入入れるれるれるれる取組取組取組取組をををを支援支援支援支援

◆◆◆◆地域産物地域産物地域産物地域産物のののの観光施設等観光施設等観光施設等観光施設等でのでのでのでの
   販売促進   販売促進   販売促進   販売促進

　 　 　 　 ★★★★生産者生産者生産者生産者とととと実需者実需者実需者実需者とのとのとのとのマッマッマッマッ
      チング      チング      チング      チングをさらにをさらにをさらにをさらに進進進進めめめめシステシステシステシステ
      ム      ム      ム      ムとしてとしてとしてとして構築構築構築構築

　 　 　 　 ◎◎◎◎観光地観光地観光地観光地でででで地場産品販売所地場産品販売所地場産品販売所地場産品販売所
　    　    　    　    やややや土産品店土産品店土産品店土産品店、、、、レストランレストランレストランレストランなななな
      どへ      どへ      どへ      どへ誘導誘導誘導誘導するするするする観光観光観光観光ルートルートルートルート
      の      の      の      の設定設定設定設定をををを促進促進促進促進

○○○○

◆◆◆◆地域産物地域産物地域産物地域産物のののの情報発信情報発信情報発信情報発信をををを促進促進促進促進

　 　 　 　 ★★★★アンテナショップアンテナショップアンテナショップアンテナショップのののの役割役割役割役割をををを
　    　    　    　    見直見直見直見直しししし、、、、観光物産情報観光物産情報観光物産情報観光物産情報のののの
      発信      発信      発信      発信とともにとともにとともにとともに都会都会都会都会におけにおけにおけにおけ
      る      る      る      るニーズニーズニーズニーズ調査機能調査機能調査機能調査機能をををを強化強化強化強化

　 　 　 　 ◎◎◎◎観光観光観光観光とととと物産物産物産物産のののの一元的一元的一元的一元的なななな情情情情
　    　    　    　    報発信報発信報発信報発信をををを促進促進促進促進

○○○○ ○○○○

○○○○ ○○○○

○○○○
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆地域地域地域地域のののの特色特色特色特色あるあるあるある””””食食食食””””をををを活活活活
かしたかしたかしたかした旅行商品旅行商品旅行商品旅行商品がががが本県観光本県観光本県観光本県観光
のののの魅力魅力魅力魅力となりとなりとなりとなり、、、、観光客観光客観光客観光客のののの増増増増
加加加加につながっているにつながっているにつながっているにつながっている

◆◆◆◆観光客観光客観光客観光客によるによるによるによる地場産品地場産品地場産品地場産品のののの
購入購入購入購入がががが促進促進促進促進されされされされ、、、、高知県高知県高知県高知県のののの
イメージアップイメージアップイメージアップイメージアップとととと地域経済地域経済地域経済地域経済のののの
活性化活性化活性化活性化につながっているにつながっているにつながっているにつながっている

◆◆◆◆宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設やややや道道道道のののの駅駅駅駅などでなどでなどでなどで
のののの地場産品地場産品地場産品地場産品のののの使用使用使用使用がががが拡大拡大拡大拡大
しししし、、、、観光客観光客観光客観光客へへへへ魅力魅力魅力魅力あるあるあるある””””地場地場地場地場
産品産品産品産品””””やややや””””食食食食””””のののの提供提供提供提供がががが広広広広
がっているがっているがっているがっている

◆◆◆◆観光観光観光観光とととと物産物産物産物産のののの一元的一元的一元的一元的なななな情情情情
報発信報発信報発信報発信がなされているがなされているがなされているがなされている

県観光振興課：地産地
消課などとの連携によ
る情報の共有，観光ビ
ジョン実践支援事業費
補助金で地域産物を使
用したメニューの開発な
どを支援

事業者:地域産物を活かした土産品の開発、宿泊施設等での統一メニューづくり
県関係課：高付加価値をめざした事業者の取組を支援

地域産物を活かした土産品づくり、統一メニューづくり

地域産物を体験メニューに組み入れる取組を支援

事業者:一次産業資源などを積極的に活用した体験メニューの開発
県関係課：高付加価値をめざした事業者の取組を支援

生産者と実需者とのマッチングをさらに進めシステムとして構築

県関係課：生産者と実需者とのマッチングシステムの構築による地産地消の推進

地場産品販売所や土産品店、レストランに誘導する観光ルート設定の促進

事業者：地場産品販売所や土産品店、レストラン等の品揃えや販売手法の改善によ
る魅力アップ
県関係課：地場産品販売所等を含む観光周遊ルートの作成や情報発信を支援

首都圏アンテナショップの活用

県東京事務所：アンテナショップを核にした情報発信

観光と物産の一元的な情報発信を促進

事業者：道の駅などで観光と物産の情報を一元的に発信
県観光政策課：観光産業振興事業費補助金で情報の一元化の取組を支援

県観光振興課：地産地
消課などとの連携によ
る情報の共有，観光ビ
ジョン実践支援事業費
補助金で地域産物を使
用したメニューの開発な
どを支援

県観光振興課：地産地
消課などとの連携によ
る情報の共有，観光ビ
ジョン実践支援事業費
補助金で地域産物を使
用したメニューの開発な
どを支援
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Ⅰ 産業間の連携戦略

３ 木質バイオマスの有効活用

57



58



木質バイオマス
利　用

木質バイオマス
収　集

新新新新たなたなたなたな雇用雇用雇用雇用のののの創出創出創出創出

農業用ハウス等

ペレット工場等

丸太、根株、枝葉等

新産業の創出

１次産業との連携

林業の振興

森林の適正管理

所得の向上

CO2排出削減

企業のCSR活動

脱化石燃料対策
森林の整備
木材の生産

木質バイオマスの有効活用

木質バイオマス
変　換

間伐等森林整備
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【木質木質木質木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスのののの有効活用有効活用有効活用有効活用】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆原油価格原油価格原油価格原油価格のののの大幅大幅大幅大幅なななな変変変変
   動   動   動   動やややや地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策
   への   への   への   への対応対応対応対応としてとしてとしてとして、、、、バイバイバイバイ
   オマス   オマス   オマス   オマス燃料燃料燃料燃料のののの需要需要需要需要がががが
　 　 　 　 増加増加増加増加しているしているしているしている

◆◆◆◆製材工場製材工場製材工場製材工場のののの残材残材残材残材はははは利利利利
   用   用   用   用されているがされているがされているがされているが、、、、林地林地林地林地
   残材   残材   残材   残材のののの利用利用利用利用はははは進進進進んでんでんでんで
   いない   いない   いない   いない

（（（（１１１１））））原料収集原料収集原料収集原料収集システムシステムシステムシステム整整整整
     備     備     備     備

◆★◆★◆★◆★県工業会県工業会県工業会県工業会やややや一次産業一次産業一次産業一次産業（（（（林林林林
   業等   業等   業等   業等））））とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる機器開機器開機器開機器開
   発   発   発   発（（（（効率的効率的効率的効率的なななな生産生産生産生産・・・・積積積積みみみみ込込込込
   み   み   み   み・・・・搬送搬送搬送搬送をををを可能可能可能可能にするにするにするにする機械機械機械機械
   器具   器具   器具   器具のののの開発開発開発開発））））

○○○○ ○○○○

◆◆◆◆コストコストコストコスト差差差差をををを埋埋埋埋めるめるめるめる支援支援支援支援のののの仕仕仕仕
   組   組   組   組みのみのみのみの検討検討検討検討
   ◎   ◎   ◎   ◎企業企業企業企業ＣＳＲ、ＣＳＲ、ＣＳＲ、ＣＳＲ、排出量取制排出量取制排出量取制排出量取制
      度      度      度      度、、、、公的資金等公的資金等公的資金等公的資金等のののの活用活用活用活用

○○○○ ○○○○

◆○◆○◆○◆○地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策とととと一体一体一体一体とととと
   なった   なった   なった   なったＰＲＰＲＰＲＰＲ活動活動活動活動

○○○○ ○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

◆◆◆◆生産生産生産生産・・・・供給供給供給供給コストコストコストコストがががが高高高高
   く   く   く   く、、、、木屑木屑木屑木屑やややや木質木質木質木質ペレットペレットペレットペレット
   を   を   を   を安定的安定的安定的安定的にににに利用利用利用利用できるできるできるできる
   体制   体制   体制   体制ができていないができていないができていないができていない

◆◆◆◆製材工場製材工場製材工場製材工場のののの端材端材端材端材としてとしてとしてとして
   発生   発生   発生   発生するするするする木質木質木質木質バイオマバイオマバイオマバイオマ
　 　 　 　 ススススのののの利用拡大利用拡大利用拡大利用拡大

◆◆◆◆林地残材林地残材林地残材林地残材についてはについてはについてはについては
   採算   採算   採算   採算がががが合合合合わないためわないためわないためわないため、、、、
   利用   利用   利用   利用のののの対象対象対象対象とととと考考考考えらえらえらえら
   れていない   れていない   れていない   れていない

◆◆◆◆低低低低コストコストコストコスト化化化化にににに必要必要必要必要なななな機機機機
   械類   械類   械類   械類がががが普及普及普及普及していないしていないしていないしていない
　　（　　（　　（　　（収集収集収集収集・・・・運搬車両運搬車両運搬車両運搬車両））））

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

１１１１．．．．未利用森林資源未利用森林資源未利用森林資源未利用森林資源のののの有効活用有効活用有効活用有効活用

◆◆◆◆生産生産生産生産～～～～収集収集収集収集～～～～配送配送配送配送ののののシステシステシステシステ
   ム   ム   ム   ム化化化化のののの検討検討検討検討
   ★   ★   ★   ★県庁内県庁内県庁内県庁内にににに推進体制推進体制推進体制推進体制をををを構築構築構築構築
   ★   ★   ★   ★先行地域先行地域先行地域先行地域をををを参考参考参考参考ににににシステシステシステシステ
      ム      ム      ム      ム化化化化のののの検討検討検討検討
   ★   ★   ★   ★効率的効率的効率的効率的なななな収集運搬収集運搬収集運搬収集運搬のののの実証実証実証実証
      事業      事業      事業      事業へのへのへのへの支援支援支援支援

○○○○ ○○○○

木質バイオマス年間利
用量（Ｈ１９）
　 ９万７千トン
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０

◆◆◆◆林地残材林地残材林地残材林地残材、、、、製材端材等製材端材等製材端材等製材端材等
   を   を   を   を木質木質木質木質バイオマスエネルバイオマスエネルバイオマスエネルバイオマスエネル
   ギー   ギー   ギー   ギー源源源源としてとしてとしてとして有効利用有効利用有効利用有効利用ささささ
   れている   れている   れている   れている

◆◆◆◆森林森林森林森林からのからのからのからの収集量収集量収集量収集量
　 　 　 　 ３３３３万万万万４４４４千千千千トントントントン

◆◆◆◆製材工場等製材工場等製材工場等製材工場等からのからのからのからの
   収集量   収集量   収集量   収集量
　 　 　 　 ９９９９万万万万８８８８千千千千トントントントン

◆◆◆◆林地残材林地残材林地残材林地残材、、、、製材端材等製材端材等製材端材等製材端材等
   を   を   を   を木質木質木質木質バイオマスエネルバイオマスエネルバイオマスエネルバイオマスエネル
   ギー   ギー   ギー   ギー源源源源としてとしてとしてとして有効利用有効利用有効利用有効利用ささささ
   れている   れている   れている   れている

◆◆◆◆森林森林森林森林からのからのからのからの収集量収集量収集量収集量
　 　 　 　 １６１６１６１６万万万万トントントントン

◆◆◆◆製材工場等製材工場等製材工場等製材工場等からのからのからのからの
   収集量   収集量   収集量   収集量
　 　 　 　 １２１２１２１２万万万万トントントントン推進体制の整備

県木材産業課：木質バイオ
マス活用推進協議会の設置

県森林技術センター：木質
バイオマス収集運搬システ
ムの検討

低コスト化に向けた機器の
開発・改良

県木材産業課：木質バイオ
マスニュービジネス創出事
業（林野庁）を活用した取
組
県林業改革課：素材生産に
伴い派生する低質材の搬
出に支援

システム化の検討

収集運搬への支援

県新産業推進課：県工業
会や一次産業（林業等）と
の連携による機器の開発・
改良に対する外部資金獲
得等の支援

県環境共生課：排出量取引
地域モデル事業

木質バイオマスを活用し
たＣＯ2削減プロジェクトの
推進

県環境共生課：木質バイオ
マス地域循環モデル事業

県関係課：市町村や民間事
業体と連携したＰＲ活動の
促進

温暖化対策と一体となっ
たＰＲ活動

木質バイオマス年間利
用量
　 １３万２千トン

木質バイオマス年間利
用量
　　　２８万トン

収集運搬への支援

県林業改革課：森の工場か
らの搬出支援策の改善及
び、自伐林家による低質材
の搬出への支援

Ｐ２１１　林業分野
別図（林２）参照

Ｐ２１０　林業分野
別図（林１）参照
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【木質木質木質木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスのののの有効活用有効活用有効活用有効活用】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆★◆★◆★◆★公共施設公共施設公共施設公共施設におけるにおけるにおけるにおける木質木質木質木質ババババ
   イオマス   イオマス   イオマス   イオマス利用施設利用施設利用施設利用施設のののの整備整備整備整備

○○○○ ○○○○

◆★◆★◆★◆★地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策のののの一環一環一環一環
   としての   としての   としての   としての、、、、グリーンエネルグリーンエネルグリーンエネルグリーンエネル
   ギー   ギー   ギー   ギー利用利用利用利用のののの促進促進促進促進

○○○○ ○○○○

◆◆◆◆残灰回収残灰回収残灰回収残灰回収ののののシステムシステムシステムシステム化化化化とととと再再再再
   利用   利用   利用   利用のののの検討検討検討検討
   ◎   ◎   ◎   ◎農業団体農業団体農業団体農業団体、、、、市町村市町村市町村市町村、、、、県等県等県等県等
      による      による      による      による検討会検討会検討会検討会のののの設置設置設置設置

○○○○ ○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◆◆◆セメントセメントセメントセメント会社会社会社会社やややや発電発電発電発電
   所   所   所   所、、、、施設園芸施設園芸施設園芸施設園芸などでなどでなどでなどで
   化石燃料代替品   化石燃料代替品   化石燃料代替品   化石燃料代替品としとしとしとし
   ての   ての   ての   ての需要需要需要需要がががが高高高高まってまってまってまって
   いる   いる   いる   いる

◆◆◆◆木屑木屑木屑木屑やややや木質木質木質木質ペレットペレットペレットペレット
   を   を   を   を燃料燃料燃料燃料とするとするとするとする設設設設
   備   備   備   備・・・・機器機器機器機器がががが高価高価高価高価まままま
   た   た   た   た、、、、まだまだまだまだ実証段階実証段階実証段階実証段階でででで
   あり   あり   あり   あり、、、、長期間利用長期間利用長期間利用長期間利用ささささ
   れたものがなく   れたものがなく   れたものがなく   れたものがなく耐久耐久耐久耐久
   性   性   性   性、、、、安定性等安定性等安定性等安定性等がががが確確確確
   認   認   認   認されていないためされていないためされていないためされていないため
   普及   普及   普及   普及していないしていないしていないしていない

◆◆◆◆スイススイススイススイス製製製製チップボイチップボイチップボイチップボイ
   ラー   ラー   ラー   ラーによるによるによるによる園芸園芸園芸園芸ハウハウハウハウ
   ス   ス   ス   スのののの加温実証試験加温実証試験加温実証試験加温実証試験

◆◆◆◆木質木質木質木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスのののの利利利利
　 　 　 　 用拡大用拡大用拡大用拡大にににに向向向向けたけたけたけた地域地域地域地域
   推進会議   推進会議   推進会議   推進会議のののの開催開催開催開催

◆◆◆◆木質木質木質木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス燃料燃料燃料燃料
　 　 　 　 のののの園芸用園芸用園芸用園芸用ボイラーボイラーボイラーボイラーのののの
   開発普及   開発普及   開発普及   開発普及

◆◆◆◆木質木質木質木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスよりよりよりより有有有有
   利   利   利   利なななな、、、、材料材料材料材料やややや燃料燃料燃料燃料がががが
   あったため   あったため   あったため   あったため需要需要需要需要がががが少少少少なななな
   かった   かった   かった   かった

◆◆◆◆県内県内県内県内ではではではでは燃料燃料燃料燃料のののの木質木質木質木質
   ペレット   ペレット   ペレット   ペレットをををを一定価格一定価格一定価格一定価格でででで
   安定供給   安定供給   安定供給   安定供給できるできるできるできるシステシステシステシステ
   ム   ム   ム   ムがががが整整整整っていないっていないっていないっていない

◆◆◆◆暖房効率暖房効率暖房効率暖房効率、、、、作業性作業性作業性作業性、、、、安安安安
   全性   全性   全性   全性、、、、コストコストコストコスト、、、、収益性収益性収益性収益性なななな
   ど   ど   ど   ど優位性優位性優位性優位性がががが検討検討検討検討できてできてできてできて
   いない   いない   いない   いない

◆◆◆◆燃料特性上取扱燃料特性上取扱燃料特性上取扱燃料特性上取扱がががが不不不不
   便   便   便   便（（（（嵩張嵩張嵩張嵩張るるるる・・・・煤煙煤煙煤煙煤煙・・・・燃焼燃焼燃焼燃焼
   灰等   灰等   灰等   灰等））））

◆◆◆◆イニシャルコストイニシャルコストイニシャルコストイニシャルコストがががが高高高高
   い   い   い   い

◆◆◆◆木屑焚木屑焚木屑焚木屑焚きききき、、、、ペレットペレットペレットペレット焚焚焚焚きのきのきのきの設設設設
   備   備   備   備・・・・機器機器機器機器のののの開発開発開発開発とととと普及普及普及普及へのへのへのへの
   支援   支援   支援   支援
   ○   ○   ○   ○ボイラーボイラーボイラーボイラーのののの実証実証実証実証とととと改良改良改良改良
　 　 　 　 ◎◎◎◎機器導入機器導入機器導入機器導入のののの補助事業補助事業補助事業補助事業のののの
      メニュー      メニュー      メニュー      メニュー化化化化

１１１１．．．．未利用森林資源未利用森林資源未利用森林資源未利用森林資源のののの有効活用有効活用有効活用有効活用
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（２２２２））））利用利用利用利用のののの普及普及普及普及

○○○○○○○○
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆発電施設発電施設発電施設発電施設におけるにおけるにおけるにおける化石化石化石化石
   燃料   燃料   燃料   燃料とのとのとのとの混焼施設混焼施設混焼施設混焼施設やややや、、、、
   ビニールハウス   ビニールハウス   ビニールハウス   ビニールハウスのののの加温加温加温加温
   用設備   用設備   用設備   用設備、、、、事業所事業所事業所事業所やややや家庭家庭家庭家庭
   用   用   用   用のののの冷暖房機冷暖房機冷暖房機冷暖房機のののの普及普及普及普及
   と   と   と   と、、、、そのそのそのその燃料燃料燃料燃料としてとしてとしてとして、、、、木木木木
   屑   屑   屑   屑やややや木質木質木質木質ペレットペレットペレットペレットがががが広広広広
   く   く   く   く利用利用利用利用されているされているされているされている

◆◆◆◆発電施設発電施設発電施設発電施設におけるにおけるにおけるにおける化石化石化石化石
   燃料   燃料   燃料   燃料とのとのとのとの混焼施設混焼施設混焼施設混焼施設やややや、、、、
   ビニールハウス   ビニールハウス   ビニールハウス   ビニールハウスのののの加温加温加温加温
   用設備   用設備   用設備   用設備、、、、事業所事業所事業所事業所やややや家庭家庭家庭家庭
   用   用   用   用のののの冷暖房機冷暖房機冷暖房機冷暖房機のののの普及普及普及普及
   と   と   と   と、、、、そのそのそのその燃料燃料燃料燃料としてとしてとしてとして、、、、木木木木
   屑   屑   屑   屑やややや木質木質木質木質ペレットペレットペレットペレットがががが広広広広くくくく
   利用   利用   利用   利用されているされているされているされている

◆◆◆◆木質木質木質木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス起源起源起源起源のののの
   グリーン   グリーン   グリーン   グリーン電力電力電力電力がががが幅広幅広幅広幅広くくくく
   利用   利用   利用   利用されているされているされているされている

ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

安価で信頼性の高い木質
バイオマス利用施設や機
器の開発・改良

公共施設への利用施設の
整備

県木材産業課：木質バイオ
マス普及事業（利用機器導
入への支援）の創設
県関係課：森林・林業・木
材産業づくり交付金（林野
庁）の活用　地域バイオマ
ス利活用交付金（農水省）
の活用　省石油型施設園
芸技術導入推進事業（農
水省）の活用

県新産業推進課：機器の
開発・改良に対する外部資
金獲得等の支援

農業用ボイラー等の利用
施設の整備

県関係課：森林・林業・木材
産業づくり交付金（林野庁）
の活用　地域バイオマス利
活用交付金（農水省）の活
用

県環境農業推進課：燃焼灰
の有効活用に向けた検討

燃焼灰処理システムの検
討

農業用ボイラーの性能把
握と改良

県環境農業推進課、研究開
発課：各種木質ボイラーの
実証試験及び検証（コスト、
安全性等）

県環境農業推進課：研
究開発実証成果をふま
えたボイラー改良と低
コスト化の支援

農業用ボイラーの実証
への支援

県関係課：木質バイオマス
起源によるグリーンエネル
ギー利用について、市町村
や民間事業体と連携した、
ＰＲ活動の展開

積極的なＰＲ活動

Ｐ２１５　林業分野
別図（林６）参照

Ｐ２１５　林業分野
別図（林６）参照
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Ⅰ 産業間の連携戦略

４ 中山間地域の産業づくり
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　　　地域地域地域地域のののの生産資源生産資源生産資源生産資源をををを活用活用活用活用したしたしたした事業者等事業者等事業者等事業者等のののの新事業展開新事業展開新事業展開新事業展開、、、、新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出
ビジネスビジネスビジネスビジネス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（（（私企業私企業私企業私企業、、、、個人事業者個人事業者個人事業者個人事業者がががが主体主体主体主体))))

新事業展開新事業展開新事業展開新事業展開・・・・新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出
ビジネスビジネスビジネスビジネス

●小規模の農産品、海産物、特用林産品の生産販売

  　（野菜、米、青果、山菜、シイタケ、シキビ、サカキ、魚貝類な

      ど）
●地域の資源を活かした一次加工品（特産品）づくり
  　（田舎寿司、惣菜、菓子、パン、みそ、漬物、ジュース、木工品

     など）
●体験交流施設やイベントなどを核とした体験型の交流
　 （農家・漁家民宿等の施設運営、ウォーキング、農・林・漁業体

　　験など）
●祭や歴史、文化施設等を活かした交流
　 （お遍路さん、神祭、神楽・歌舞伎、町並み保存活動など）

●生活物資の確保などの地域の課題解決型のサービスの提供

  　（移動販売、移動サービス、集落生協など）
●小規模多機能型拠点による介護サービスや障害福祉サービス
   の一体的な提供

    ○売れるものを作っても、販売段階において、地理的な条件が悪い
      ため、それを売るための「場」の確保が自力では困難。

　 ○小さなビジネスの多くの事例は、仲間うちの趣味、生きがい、ボラ
　 　 ンティアなどの意識が強い反面、ビジネスとしての意識が薄い｡
 

　
   ○ビジネスに関するノウハウや知識を身につける機会に恵まれず、
　　　十分な収益をあげることができないため､活動が長続きしない。
　
　
　 ○組織が小さく、経営基盤が弱いため、人手が足りず、満足のいく
       販売促進、情報発信、ＰＲ活動等ができていない。
 

　

　　○小さなビジネスに対する県の認識が、「地域づくり」としての支援に
       とどまり、ビジネスづくりとしての十分な支援ができなかった。
　
   ○農・林・水産、観光、地域づくりなどの関連部局が、それぞれ個別に
  　　支援を行っており、県内の活動全体を掌握し、 一体的、統一的に支
      援する体制が整っていなかった。

課課課課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　題題題題

地域地域地域地域のののの課題課題課題課題

県県県県としてのとしてのとしてのとしての課題課題課題課題

 

 

 ○販売促進のためのマーケットの場の確保
     ・おいしい風土こうちサポーターの活用を促進する。
     ・道の駅など、直販所相互の連携、ネットワークの拡大を図る｡
     ･商品を売る場を確保する。

　○小さなビジネスの実践者のビジネス意識の向上と経営の知識、ノウ
　　ハウの習得に向けた取組を推進する。
　  　・ビジネス意識の醸成のため、ビジネスの成功者等による講演会
         の開催
　　  ・ネットワークや情報交換を進めるための「小さなビジネス実践者」
　　　  の交流会の実施
　　  ・ビジネスの専門家による、記帳、収益計算等の手法を身につける
　　　　ための基礎講座の開設
 
  ○小さなビジネスの実践者のニーズや課題に向け、これまで、産業再
　　 生モデル事業のモデル市町村を中心に派遣しているアドバイザー
     の対象範囲を広げ、きめ細かやにケースワークを行うなど、人的支
     援体制を整える。
 

 　○小さなビジネスを育成するための庁内の一体的な支援体制の確立
 　　 ・庁内全体で「地域づくり」の視点から「産業づくり」の視点へと意識
　　　　転換を図る。
　    ・小さなビジネスを実践している県内の活動団体、グループ等
　　　 の把握と、一体的に支援できる組織体制づくり
      ･小さなビジネスの実践者が活用できる国や県の支援制度等
　　　 の情報の一元化と共有を図る。
　

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

　

　　　　地域地域地域地域のののの中核中核中核中核となるとなるとなるとなる事業体事業体事業体事業体をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして、「、「、「、「小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネス」」」」をををを集約集約集約集約
しながらしながらしながらしながら、、、、地域経営地域経営地域経営地域経営をををを行行行行うううう多角的多角的多角的多角的ななななビジネスビジネスビジネスビジネス
　

　　　（　（　（　（三三三三セクセクセクセク、、、、農協農協農協農協、、、、NPONPONPONPOのののの連合組織連合組織連合組織連合組織などなどなどなど公的公的公的公的なななな機関等機関等機関等機関等がががが主体主体主体主体））））

　　　　　　　　比較的小比較的小比較的小比較的小さなさなさなさな事業体事業体事業体事業体がががが、、、、限限限限られたられたられたられたエリアエリアエリアエリアでででで行行行行うううう小規小規小規小規
 模 模 模 模ののののビジネスビジネスビジネスビジネス
 

　　　　（（（（集落単位集落単位集落単位集落単位やややや地域地域地域地域のののの任意団体任意団体任意団体任意団体・・・・グループグループグループグループ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯなどなどなどなど、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民
がががが主体主体主体主体））））

小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネス

拠点拠点拠点拠点ビジネスビジネスビジネスビジネス

　

　
　

     ○拠点ビジネスの中核としての役割を担う、三セクや農協等の拠点
        組織では、これまで、地域での物品販売など、限定された範囲で
　　　 の地域貢献を主眼とした公益的なビジネスがほとんどで、企業的
　　　 なビジネス経験が不足している。
  　    　 そのため、今後、雇用創出に向けたビジネスモデルとして、さら
        に発展させていくためには、
 　　　   ①民間企業としてのビジネス感覚の醸成
　　   　 ②組織の経営基盤の強化と経営力の向上
　         ③地域全体をまとめ上げ、コーディネートできる人材の確保、育
        成などが大きな課題となっている。

　

 

　   ○拠点ビジネスの取組は、各市町村へ徐々に浸透してきており、
　　  　現在、６つの市町村で実施に向けた具体的な体制づくりや事業計
         画を進めている。また、その他の市町村でも、導入に向け検討を
         行っているところであり、現在のモデル事業の形態では、 市町村
　　　　のニーズには、十分対応できない。

課課課課　　　　　　　　　　　　題題題題

　

　○拠点組織の経営力アップと人材育成のための支援策の充実
 
 　　・拠点組織のビジネス意識を向上させるための啓発セミナー
       等の開催
　
  　 ・専門家や有識者等による実施指導による、ビジネスプラン、
　　 　商品企画、マーケティング、販売促進、営業、ＩＣＴ活用等
　　 　のノウハウの習得
      　（産業再生アドバイザー事業の強化、拡充）

   　・地域支援企画員を通じた情報提供、橋渡し等の機能の充実

 
　
  ○すべての市町村で拠点ビジネスの取組が可能になるように
     来年度から、モデル事業ではなく、一般対策事業（支援事業）
     としての位置づけを行い、政策の更なる市町村への普及を図
     る。

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

　

　

　　○平場の地域に比べ、輸送コストや道路事情など、ビジネス条件が悪い
 　　　中山間地域で新たに事業展開するには、事業者にとってリスクが高く、
　　　 これまではあまり積極的な取組がみられない。
 

    ○新たに事業を展開するには、設備投資などに多額の資金が必要とな
       り、経営基盤が脆弱な地域企業や新たに創業する事業者は、二の足
       を踏んでいる状況である。

　
 
　
　  ○建設業への一部の支援を除き、従来、県としては、企業等が地域の
       生産資源を活用し、新たにビジネス展開する場合に、資金面や人的
       な支援を行うための仕組みや制度がなかった。
　

　

 

課課課課　　　　　　　　　　　　題題題題 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

●農産物や特用林産物、海産物等、一次産品の地産地消ビジネス
　　（町内の野菜等の集出荷システムの確立など）
●一次加工品の総合販売ビジネス
  　（加工品の開発・生産・販売システムの確立など）
●観光交流ネットワークビジネス
　　（観光交流の総合案内・窓口システムの確立など）
●地域課題型ビジネス
　　（休耕地の受委託、移動販売、介護福祉など地域のニーズ、 課題に
   応じたサービスの提供）

　＜＜＜＜平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度モデルモデルモデルモデル市町村市町村市町村市町村のののの事業展開事業展開事業展開事業展開＞＞＞＞

　津野町・・野菜等の集出荷システム等の地産地消、森林セラピー等の観光ネット
　　　　　　ワーク、地域の素材を活かした加工品の総合販売等の多角的なビジネス
　
　大豊町・・農作業の受委託システム、『大豊の碁石茶』やユズ製品等のブ ランド化､
            販売体制の確立、町内の野菜等の集約、出荷システムの構築等のビジネス
　
　大月町・・大月のファンづくりと大月ブランドを確立した地場産品の総合販売、柏
              島を核とした観光資源活用交流などのビジネス

考考考考えられるえられるえられるえられるビジネスビジネスビジネスビジネス事例事例事例事例

考考考考えられるえられるえられるえられるビジネスビジネスビジネスビジネスのののの事例事例事例事例

 

●建設業等の農地等を活用した農業経営

●建設業等の森林等を活用した森林生産活動

●農業者と連携した加工品づくり（農商工連携）

●農地や山林を活用し、企業等との連携による原材料の供給ビジネス

●農地等を生かした観光農園の経営

●森林資源や海洋資源等の自然を活用した体験交流型の施設の運営

●インターネット等を活用したブランドの農産物や海産物の生産販売

●地域の産物を活かした移動販売ビジネス

考考考考えられるえられるえられるえられるビジネスビジネスビジネスビジネス事例事例事例事例

資源資源資源資源・・・・産品産品産品産品
のののの集約化集約化集約化集約化

人的人的人的人的ネットネットネットネット
ワークワークワークワーク

地域経営地域経営地域経営地域経営（（（（地域地域地域地域ののののネットワークネットワークネットワークネットワーク））））

個人個人個人個人・・・・企業経営企業経営企業経営企業経営

広域化広域化広域化広域化
（（（（地域地域地域地域→→→→市町村全体市町村全体市町村全体市町村全体））））

規模拡大規模拡大規模拡大規模拡大

　　●●●●中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域でででで、、、、地域地域地域地域のののの資源資源資源資源をををを活用活用活用活用しししし､､､､新事業展開新事業展開新事業展開新事業展開やややや
    新分野展開    新分野展開    新分野展開    新分野展開をめざすをめざすをめざすをめざす企業企業企業企業やややや個人事業者個人事業者個人事業者個人事業者

企業企業企業企業・・・・個人事業者個人事業者個人事業者個人事業者

新事業展開新事業展開新事業展開新事業展開

農業 林業 観光 文化 福祉水産業

ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの視点視点視点視点でででで地域地域地域地域のののの資源資源資源資源やややや手法手法手法手法をををを考考考考えるえるえるえる

育育育育　　　　　　　　成成成成

新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出

中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域におけるにおけるにおけるにおける「「「「小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネスのののの育成育成育成育成」」」」からからからから「「「「新新新新たなたなたなたなビジネスビジネスビジネスビジネスづくりづくりづくりづくり」」」」にににに向向向向けてのけてのけてのけての戦略戦略戦略戦略

建設業の新分野進出 農商工連携

　

  ○地域企業等が、中山間地域の農地や山林等の生産資源を
      活用し、新たなビジネス展開に乗り出す場合の支援事業
       （助成事業）を新たに創設する。
　     　・事業の立ち上げに必要な経費
　　　　　　（ハード面、ソフト面の両面から支援）
　
　　　　　※農地、森林整備、施設整備などの初期段階での
　　　　　　 ハード整備等の整備投資を含めて検討する。
 
　　　　・雇用環境を整備するために必要な経費
　　　 　　（雇用助成金等の検討）
　　（条件）
　　   ①農地、山林等の資源の活用
  　   ②地域住民の雇用
　　   ③市町村の同意（協力、連携）

  ○県の試験研究機関や専門機関等を連携を密にした技術指
 　　導、情報提供を行う。
  ○事業者の必要に応じ、経営、生産技術、販売促進など、そ
     れぞれの分野のアドバイザーが派遣できる体制を整える。

 
  ○新事業展開や新分野進出を行う段階において支援制度、
　 　成功事例等の情報提供や、キーパーソンへの橋渡し支援
     など、現場で､きめ細やかに対応できる県職員の配置

地域地域地域地域へへへへ課題解決課題解決課題解決課題解決にににに向向向向けたけたけたけた対策対策対策対策

県県県県のののの課題解決課題解決課題解決課題解決にににに向向向向けたけたけたけた対策対策対策対策

成成成成　　　　　　　　　　　　　　　　長長長長　　　　　　　　　　　　　　　　段段段段　　　　　　　　　　　　階階階階

中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域でのでのでのでの事業化事業化事業化事業化、、、、起業化起業化起業化起業化

地域地域地域地域のののの課題課題課題課題

県県県県としてのとしてのとしてのとしての課題課題課題課題

地域地域地域地域のののの課題課題課題課題

意意意意　　　　識識識識

ノウハウノウハウノウハウノウハウ

販売力販売力販売力販売力

体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり

　地域地域地域地域のののの課題課題課題課題のののの解決解決解決解決にににに向向向向けたけたけたけた対応対応対応対応

意識意識意識意識・・・・ノウハウノウハウノウハウノウハウ

販売力販売力販売力販売力

　　　　県県県県のののの課題解決課題解決課題解決課題解決にににに向向向向けたけたけたけた対策対策対策対策

体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり

「「「「点点点点」」」」ののののビジネスビジネスビジネスビジネスからからからから「「「「面面面面」」」」ののののビジネスビジネスビジネスビジネスへのへのへのへの展開展開展開展開

複合型複合型複合型複合型ののののビジネスビジネスビジネスビジネス

県県県県としてのとしてのとしてのとしての課題課題課題課題

地域地域地域地域のののの課題解決課題解決課題解決課題解決にににに向向向向けたけたけたけた対策対策対策対策

県県県県のののの課題解決課題解決課題解決課題解決にににに向向向向けたけたけたけた対策対策対策対策

人材人材人材人材､､､､ﾉｳﾊｳﾉｳﾊｳﾉｳﾊｳﾉｳﾊｳ

事業拡充事業拡充事業拡充事業拡充

立地条件立地条件立地条件立地条件

資資資資　　　　　　　　　　　　金金金金

体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり

人材人材人材人材､､､､ﾉｳﾊｳﾉｳﾊｳﾉｳﾊｳﾉｳﾊｳ

事業拡充事業拡充事業拡充事業拡充

資資資資　　　　　　　　　　　　金金金金

体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり

取組

 
取
組

 
取
組

移住・定住

取組取組取組取組のののの推進推進推進推進

販売拠点販売拠点販売拠点販売拠点
づくりづくりづくりづくり
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

○

（（（（地域地域地域地域としてのとしてのとしてのとしての課題課題課題課題））））
◆◆◆◆小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネスのののの多多多多くのくのくのくの
事例事例事例事例はははは、、、、仲間内仲間内仲間内仲間内のののの趣味趣味趣味趣味、、、、
生生生生きがいきがいきがいきがい、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアなななな
どのどのどのどの意識意識意識意識がががが強強強強いいいい反面反面反面反面、、、、ビビビビ
ジネスジネスジネスジネスとしてのとしてのとしてのとしての意識意識意識意識がががが薄薄薄薄いいいい

◆◆◆◆ビジネスビジネスビジネスビジネスにににに関関関関するするするするノウハノウハノウハノウハ
ウウウウやややや知識知識知識知識をををを身身身身につけるにつけるにつけるにつける機機機機
会会会会にににに恵恵恵恵まれずまれずまれずまれず、、、、十分十分十分十分なななな収収収収
益益益益をあげることができないをあげることができないをあげることができないをあげることができない
ためためためため､､､､活動活動活動活動がががが長続長続長続長続きするこきするこきするこきするこ
とがとがとがとが困難困難困難困難であるであるであるである

◆◆◆◆組織組織組織組織がががが小小小小さくさくさくさく、、、、経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤
がががが弱弱弱弱いためいためいためいため、、、、人手人手人手人手がががが足足足足りりりり
ずずずず、、、、満足満足満足満足のいくのいくのいくのいく販売促進販売促進販売促進販売促進、、、、
情報発信情報発信情報発信情報発信、ＰＲ、ＰＲ、ＰＲ、ＰＲ活動等活動等活動等活動等がでがでがでがで
きないきないきないきない

◆◆◆◆売売売売れるものをれるものをれるものをれるものを作作作作ってもってもってもっても、、、、
販売段階販売段階販売段階販売段階においてにおいてにおいてにおいて、、、、地理地理地理地理
的的的的なななな条件条件条件条件がががが悪悪悪悪いためいためいためいため、、、、そそそそ
れをれをれをれを売売売売るためのるためのるためのるための「「「「場場場場」」」」のののの確確確確
保保保保がががが自力自力自力自力ではではではでは困難困難困難困難

（（（（県県県県としてのとしてのとしてのとしての課題課題課題課題））））
◆◆◆◆小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネスにににに対対対対するするするする
県県県県のののの認識認識認識認識がががが、「、「、「、「地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり」」」」
としてのとしてのとしてのとしての支援支援支援支援にとどまりにとどまりにとどまりにとどまり、、、、
ビジネスビジネスビジネスビジネスづくりとしてのづくりとしてのづくりとしてのづくりとしての十十十十
分分分分なななな支援支援支援支援ができなかったができなかったができなかったができなかった

◆◆◆◆農農農農・・・・林林林林・・・・水産水産水産水産、、、、観光観光観光観光、、、、地地地地
域域域域づくりなどのづくりなどのづくりなどのづくりなどの関連部局関連部局関連部局関連部局
がががが、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ個別個別個別個別にににに支援支援支援支援
をををを行行行行っておりっておりっておりっており、、、、県内県内県内県内のののの活動活動活動活動
全体全体全体全体をををををををを掌握掌握掌握掌握しししし、、、、一体的一体的一体的一体的、、、、
統一的統一的統一的統一的にににに支援支援支援支援するするするする体制体制体制体制がががが
整整整整っていなかったっていなかったっていなかったっていなかった

○

◆◆◆◆小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネスのののの活動活動活動活動
にににに対対対対してしてしてして、、、、県県県県ではではではでは、、、、地域支地域支地域支地域支
援企画員援企画員援企画員援企画員などをなどをなどをなどを通通通通じじじじ、 、 、 、 地地地地
域域域域のののの元気元気元気元気づくりやづくりやづくりやづくりや集落集落集落集落のののの
維持維持維持維持、、、、活性化活性化活性化活性化などなどなどなど、 「、 「、 「、 「地域地域地域地域
づくりづくりづくりづくり」 」 」 」 のののの視点視点視点視点でででで、、、、助成助成助成助成やややや
情報提供情報提供情報提供情報提供、、、、橋渡橋渡橋渡橋渡しなどのしなどのしなどのしなどの
支援支援支援支援をををを行行行行ってきたってきたってきたってきた

[[[[支援事業支援事業支援事業支援事業]]]]
①①①①集落維持活動支援事集落維持活動支援事集落維持活動支援事集落維持活動支援事
業業業業、、、、元気元気元気元気のでるのでるのでるのでる市町村総市町村総市町村総市町村総
合補助金等合補助金等合補助金等合補助金等のののの県県県県のののの支援事支援事支援事支援事
業業業業
②②②②国国国国のののの集落等集落等集落等集落等にかかるにかかるにかかるにかかる支支支支
援制度援制度援制度援制度

◆ ◆ ◆ ◆ しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、これまでこれまでこれまでこれまで
のののの県県県県のののの支援支援支援支援はははは、「、「、「、「地域地域地域地域づくづくづくづく
りりりり」」」」にとどまりにとどまりにとどまりにとどまり「「「「産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり」」」」
やややや「「「「ビジネスビジネスビジネスビジネス」」」」といった といった といった といった 一一一一
歩踏歩踏歩踏歩踏みみみみ込込込込んだんだんだんだ形形形形でのでのでのでの支援支援支援支援
にはにはにはには至至至至っていなかったっていなかったっていなかったっていなかった

◆◆◆◆中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域ではではではでは、、、、集落集落集落集落
単位単位単位単位やややや地域地域地域地域ののののＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、任意任意任意任意
団体団体団体団体・・・・グループグループグループグループなどなどなどなど、、、、比較比較比較比較
的小的小的小的小さなさなさなさな事業体事業体事業体事業体がががが主体主体主体主体とととと
なってなってなってなって、「、「、「、「生生生生きがいづくりきがいづくりきがいづくりきがいづくり」」」」
やややや｢｢｢｢元気元気元気元気づくりづくりづくりづくり｣､ 「｣､ 「｣､ 「｣､ 「地域貢地域貢地域貢地域貢
献献献献」」」」などをなどをなどをなどを目的目的目的目的にににに、、、、限限限限られられられられ
たたたたエリアエリアエリアエリアでででで事業展開 事業展開 事業展開 事業展開 してしてしてして
いるいるいるいる「「「「小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネス」」」」をををを事事事事
例例例例がががが数多数多数多数多くみられるくみられるくみられるくみられる

＜＜＜＜小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネスのののの例示例示例示例示
＞＞＞＞
・・・・小規模小規模小規模小規模のののの農産品農産品農産品農産品、、、、海産海産海産海産
物物物物、、、、特用林産品特用林産品特用林産品特用林産品のののの生産販生産販生産販生産販
売売売売（（（（野菜野菜野菜野菜、、、、米米米米、、、、青果青果青果青果、、、、山山山山
菜菜菜菜、、、、シイタケシイタケシイタケシイタケ、、、、シキビシキビシキビシキビ、、、、サカサカサカサカ
キキキキ、、、、魚貝類等魚貝類等魚貝類等魚貝類等））））

････地域地域地域地域のののの資源資源資源資源をををを活活活活かしたかしたかしたかした一一一一
次加工品次加工品次加工品次加工品（（（（特産品特産品特産品特産品））））づくりづくりづくりづくり
（（（（田舎寿司田舎寿司田舎寿司田舎寿司、、、、惣菜惣菜惣菜惣菜、、、、菓子菓子菓子菓子、、、、
パンパンパンパン、、、、みそみそみそみそ、、、、漬物漬物漬物漬物、、、、ジュージュージュージュー
スススス、、、、木工品等木工品等木工品等木工品等））））

････体験交流施設体験交流施設体験交流施設体験交流施設ややややイベントイベントイベントイベント
などをなどをなどをなどを核核核核としたとしたとしたとした体験型体験型体験型体験型のののの交交交交
流流流流（（（（農家農家農家農家・・・・漁家民宿等漁家民宿等漁家民宿等漁家民宿等のののの施施施施
設設設設、、、、ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング、、、、農農農農・・・・林林林林・・・・
漁業体験等漁業体験等漁業体験等漁業体験等））））

････生活物資生活物資生活物資生活物資のののの確保確保確保確保などなどなどなど、、、、地地地地
域域域域のののの課題解決型課題解決型課題解決型課題解決型ののののサービサービサービサービ
ススススのののの提供提供提供提供（（（（移動販売移動販売移動販売移動販売、、、、移動移動移動移動
サービスサービスサービスサービス、、、、集落生協等集落生協等集落生協等集落生協等））））

････小規模多機能型拠点小規模多機能型拠点小規模多機能型拠点小規模多機能型拠点にににに
よるよるよるよる介護介護介護介護サービスサービスサービスサービスやややや障害障害障害障害
福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスのののの一体的一体的一体的一体的なななな
提供提供提供提供

◆◆◆◆人的支援体制人的支援体制人的支援体制人的支援体制のののの強化強化強化強化

  ◎  ◎  ◎  ◎アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー制度制度制度制度のののの支援範支援範支援範支援範
　　 　　 　　 　　 囲囲囲囲のののの拡大拡大拡大拡大
　　　　◎◎◎◎工業技術工業技術工業技術工業技術センターセンターセンターセンター等等等等、、、、試験試験試験試験
     研究機関     研究機関     研究機関     研究機関とのとのとのとの連携連携連携連携のののの強化強化強化強化

◆◆◆◆マーケットマーケットマーケットマーケットのののの場場場場のののの確保確保確保確保
    
 　◎ 　◎ 　◎ 　◎おいしいおいしいおいしいおいしい風土風土風土風土こうちこうちこうちこうちサポーサポーサポーサポー
　　　　　　　　　　　　ターターターターのののの活用促進活用促進活用促進活用促進
　 　 　 　 ◎◎◎◎道道道道のののの駅駅駅駅などなどなどなど、、、、直販所直販所直販所直販所のののの相相相相
　　　　　　　　　　　　互連携互連携互連携互連携、、、、ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの拡拡拡拡
　　　　　　　　　　　　大大大大
   ◎   ◎   ◎   ◎商品商品商品商品をををを売売売売るるるる場場場場のののの確保確保確保確保

１１１１．．．．中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり
　　　　
　　　（　　　（　　　（　　　（１１１１））））小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネスのののの育成育成育成育成
　       （　       （　       （　       （小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネスのののの発掘発掘発掘発掘
          から          から          から          から育成育成育成育成へへへへ））））

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状

○

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◆◆◆ビジネスビジネスビジネスビジネス意識意識意識意識のののの向上向上向上向上とととと経営経営経営経営
   の   の   の   の知識知識知識知識、、、、ノウハウノウハウノウハウノウハウのののの習得習得習得習得にににに
   向   向   向   向けたけたけたけた取組取組取組取組のののの推進推進推進推進

　　　　◎◎◎◎地域地域地域地域でのでのでのでのネットワークネットワークネットワークネットワークやややや情情情情
　 　　 　　 　　 　報交流会報交流会報交流会報交流会のののの実施実施実施実施
  ★  ★  ★  ★ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識のののの習習習習
     得     得     得     得のためののためののためののための講座等講座等講座等講座等のののの開設開設開設開設

○ ○

○
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２

◆◆◆◆販路販路販路販路のののの確保確保確保確保によりによりによりにより、、、、これまこれまこれまこれま
でででで地域地域地域地域でででで埋没埋没埋没埋没していたしていたしていたしていた商品商品商品商品
がががが認知認知認知認知されされされされ、、、、地域地域地域地域からからからからヒットヒットヒットヒット
商品商品商品商品がががが生生生生まれるまれるまれるまれる

ＨＨＨＨ２０２０２０２０
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネスのののの取組取組取組取組がががが、、、、
中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域ののののビジネスモデビジネスモデビジネスモデビジネスモデ
ルルルルとしてとしてとしてとして確立確立確立確立されされされされ、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの
所得所得所得所得のののの向上向上向上向上やややや、ＵＩ 、ＵＩ 、ＵＩ 、ＵＩ ターンターンターンターン等等等等
のののの雇用雇用雇用雇用のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿となるとなるとなるとなる

◆◆◆◆小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネスのののの実践者実践者実践者実践者
のののの意識意識意識意識がががが前向前向前向前向きにきにきにきに変化変化変化変化しししし、、、、
意欲的意欲的意欲的意欲的になるとともにになるとともにになるとともにになるとともに、、、、地域地域地域地域
内内内内でででで波及効果波及効果波及効果波及効果をををを及及及及ぼしぼしぼしぼし、、、、各各各各
地域地域地域地域ででででビジネスビジネスビジネスビジネスのののの芽芽芽芽がががが芽生芽生芽生芽生
えるえるえるえる

◆◆◆◆ビジネスビジネスビジネスビジネスにににに関関関関するするするする専門的専門的専門的専門的
なななな知識知識知識知識やややや技術習得技術習得技術習得技術習得することすることすることすること
でででで、、、、生産性生産性生産性生産性のののの向上向上向上向上やややや販売促販売促販売促販売促
進進進進などのなどのなどのなどの効果効果効果効果につながりにつながりにつながりにつながり、、、、そそそそ
れぞれのれぞれのれぞれのれぞれの事業者等事業者等事業者等事業者等にににに利益利益利益利益
アップアップアップアップやややや所得向上所得向上所得向上所得向上をもたらしをもたらしをもたらしをもたらし
ているているているている

基礎講座、セミナーの創設
(アドバイザー等の派遣）

県地域づくり支援課：アド
バイザー制度の拡充、支
援体制の検討 （３種類の
アドバイザー配置）
県公設試験研究機関：食
品加工等の支援体制の
強化

アドバイザー事業の実施

県産業振興推進部 ：新
アドバイザー制度の実
施、事業者への周知、
現場の支援体制のづく
り
県公設試験研究機関：
支援体制の強化
事業者：講座への参加、
ノウハウ習得

商工会議所等： 講座への協
力（講座の運営、実施など）
県産業振興推進部 ： 実施体
制づくり

県地域づくり支援課：ネット
ワーク組織やブロックごとの
交流会の開催

アドバイス体制の拡充検討

県地域づくり支援課：拠
点づくりのための総合
補助金等の内容検討、
連携体制づくり
県企画調整課：サポータ
ーとの連携方法の検討

販売のサポート体制の確立

県アンテナショップの検討

支援方法の検討

県商工労働部（H21～県地産地消・外商課）：設置に向けた検討

地域ネットワーク、情報交流

事業者：補助金の活用、
施設、設備等の整備
県産業振興推進部：販売
促進のための人、資金、
情報支援の体制づくり（総
合補助金等）

Ｐ４６
地産地消・地産外商

別図（地３）参照
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◆◆◆庁内庁内庁内庁内のののの一体的一体的一体的一体的なななな支援体制支援体制支援体制支援体制のののの
　 　 　 　 確立確立確立確立
    
　 　 　 　 ★★★★地域地域地域地域づくりからづくりからづくりからづくりから産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり
      へと      へと      へと      へと意識転換意識転換意識転換意識転換
   ◎   ◎   ◎   ◎一体的一体的一体的一体的にににに支援支援支援支援できるできるできるできる組織組織組織組織
　　　　　　　　　　　　体制体制体制体制のののの確立確立確立確立
 　◎ 　◎ 　◎ 　◎国等国等国等国等のののの支援制度支援制度支援制度支援制度のとりまのとりまのとりまのとりま
　　　　　　　　　　　　とめととめととめととめと情報情報情報情報のののの一元化一元化一元化一元化

○ ○

１１１１．．．．中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり
　　　　
　　　（　　　（　　　（　　　（１１１１））））小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネスのののの育成育成育成育成
　   　  （　   　  （　   　  （　   　  （小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネスのののの発掘発掘発掘発掘
    　    から    　    から    　    から    　    から育成育成育成育成へへへへ））））

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状

◆◆◆◆小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネスのののの活動活動活動活動
にににに対対対対してしてしてして、、、、県県県県ではではではでは、、、、地域支地域支地域支地域支
援企画員援企画員援企画員援企画員などをなどをなどをなどを通通通通じじじじ、 、 、 、 地地地地
域域域域のののの元気元気元気元気づくりやづくりやづくりやづくりや集落集落集落集落のののの
維持維持維持維持、、、、活性化活性化活性化活性化などなどなどなど、 「、 「、 「、 「地域地域地域地域
づくりづくりづくりづくり」 」 」 」 のののの視点視点視点視点でででで、、、、助成助成助成助成やややや
情報提供情報提供情報提供情報提供、、、、橋渡橋渡橋渡橋渡しなどのしなどのしなどのしなどの
支援支援支援支援をををを行行行行ってきたってきたってきたってきた

[[[[支援事業支援事業支援事業支援事業]]]]
①①①①集落維持活動支援事集落維持活動支援事集落維持活動支援事集落維持活動支援事
業業業業、、、、元気元気元気元気のでるのでるのでるのでる市町村総市町村総市町村総市町村総
合補助金等合補助金等合補助金等合補助金等のののの県県県県のののの支援事支援事支援事支援事
業業業業
②②②②国国国国のののの集落等集落等集落等集落等にかかるにかかるにかかるにかかる支支支支
援制度援制度援制度援制度

◆ ◆ ◆ ◆ しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、これまでこれまでこれまでこれまで
のののの県県県県のののの支援支援支援支援はははは、「、「、「、「地域地域地域地域づくづくづくづく
りりりり」」」」にとどまりにとどまりにとどまりにとどまり「「「「産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり」」」」
やややや「「「「ビジネスビジネスビジネスビジネス」」」」といった といった といった といった 一一一一
歩踏歩踏歩踏歩踏みみみみ込込込込んだんだんだんだ形形形形でのでのでのでの支援支援支援支援
にはにはにはには至至至至っていなかったっていなかったっていなかったっていなかった

◆◆◆◆中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域ではではではでは、、、、集落集落集落集落
単位単位単位単位やややや地域地域地域地域ののののＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、任意任意任意任意
団体団体団体団体・・・・グループグループグループグループなどなどなどなど、、、、比較比較比較比較
的小的小的小的小さなさなさなさな事業体事業体事業体事業体がががが主体主体主体主体とととと
なってなってなってなって、「、「、「、「生生生生きがいづくりきがいづくりきがいづくりきがいづくり」」」」
やややや｢｢｢｢元気元気元気元気づくりづくりづくりづくり｣､ 「｣､ 「｣､ 「｣､ 「地域貢地域貢地域貢地域貢
献献献献」」」」などをなどをなどをなどを目的目的目的目的にににに、、、、限限限限られられられられ
たたたたエリアエリアエリアエリアでででで事業展開 事業展開 事業展開 事業展開 してしてしてして
いるいるいるいる「「「「小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネス」」」」をををを事事事事
例例例例がががが数多数多数多数多くみられるくみられるくみられるくみられる

＜＜＜＜小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネスのののの例示例示例示例示
＞＞＞＞
・・・・小規模小規模小規模小規模のののの農産品農産品農産品農産品、、、、海産海産海産海産
物物物物、、、、特用林産品特用林産品特用林産品特用林産品のののの生産販生産販生産販生産販
売売売売（（（（野菜野菜野菜野菜、、、、米米米米、、、、青果青果青果青果、、、、山山山山
菜菜菜菜、、、、シイタケシイタケシイタケシイタケ、、、、シキビシキビシキビシキビ、、、、サカサカサカサカ
キキキキ、、、、魚貝類等魚貝類等魚貝類等魚貝類等））））

････地域地域地域地域のののの資源資源資源資源をををを活活活活かしたかしたかしたかした一一一一
次加工品次加工品次加工品次加工品（（（（特産品特産品特産品特産品））））づくりづくりづくりづくり
（（（（田舎寿司田舎寿司田舎寿司田舎寿司、、、、惣菜惣菜惣菜惣菜、、、、菓子菓子菓子菓子、、、、
パンパンパンパン、、、、みそみそみそみそ、、、、漬物漬物漬物漬物、、、、ジュージュージュージュー
スススス、、、、木工品等木工品等木工品等木工品等））））

････体験交流施設体験交流施設体験交流施設体験交流施設ややややイベントイベントイベントイベント
などをなどをなどをなどを核核核核としたとしたとしたとした体験型体験型体験型体験型のののの交交交交
流流流流（（（（農家農家農家農家・・・・漁家民宿等漁家民宿等漁家民宿等漁家民宿等のののの施施施施
設設設設、、、、ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング、、、、農農農農・・・・林林林林・・・・
漁業体験等漁業体験等漁業体験等漁業体験等））））

････生活物資生活物資生活物資生活物資のののの確保確保確保確保などなどなどなど、、、、地地地地
域域域域のののの課題解決型課題解決型課題解決型課題解決型ののののサービサービサービサービ
ススススのののの提供提供提供提供（（（（移動販売移動販売移動販売移動販売、、、、移動移動移動移動
サービスサービスサービスサービス、、、、集落生協等集落生協等集落生協等集落生協等））））

････小規模多機能型拠点小規模多機能型拠点小規模多機能型拠点小規模多機能型拠点にににに
よるよるよるよる介護介護介護介護サービスサービスサービスサービスやややや障害障害障害障害
福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスのののの一体的一体的一体的一体的なななな
提供提供提供提供

（（（（地域地域地域地域としてのとしてのとしてのとしての課題課題課題課題））））
◆◆◆◆小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネスのののの多多多多くのくのくのくの
事例事例事例事例はははは、、、、仲間内仲間内仲間内仲間内のののの趣味趣味趣味趣味、、、、
生生生生きがいきがいきがいきがい、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアなななな
どのどのどのどの意識意識意識意識がががが強強強強いいいい反面反面反面反面、、、、ビビビビ
ジネスジネスジネスジネスとしてのとしてのとしてのとしての意識意識意識意識がががが薄薄薄薄いいいい

◆◆◆◆ビジネスビジネスビジネスビジネスにににに関関関関するするするするノウハノウハノウハノウハ
ウウウウやややや知識知識知識知識をををを身身身身につけるにつけるにつけるにつける機機機機
会会会会にににに恵恵恵恵まれずまれずまれずまれず、、、、十分十分十分十分なななな収収収収
益益益益をあげることができないをあげることができないをあげることができないをあげることができない
ためためためため､､､､活動活動活動活動がががが長続長続長続長続きするこきするこきするこきするこ
とがとがとがとが困難困難困難困難であるであるであるである

◆◆◆◆組織組織組織組織がががが小小小小さくさくさくさく、、、、経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤
がががが弱弱弱弱いためいためいためいため、、、、人手人手人手人手がががが足足足足りりりり
ずずずず、、、、満足満足満足満足のいくのいくのいくのいく販売促進販売促進販売促進販売促進、、、、
情報発信情報発信情報発信情報発信、ＰＲ、ＰＲ、ＰＲ、ＰＲ活動等活動等活動等活動等がでがでがでがで
きないきないきないきない

◆◆◆◆売売売売れるものをれるものをれるものをれるものを作作作作ってもってもってもっても、、、、
販売段階販売段階販売段階販売段階においてにおいてにおいてにおいて、、、、地理地理地理地理
的的的的なななな条件条件条件条件がががが悪悪悪悪いためいためいためいため、、、、そそそそ
れをれをれをれを売売売売るためのるためのるためのるための「「「「場場場場」」」」のののの確確確確
保保保保がががが自力自力自力自力ではではではでは困難困難困難困難

（（（（県県県県としてのとしてのとしてのとしての課題課題課題課題））））
◆◆◆◆小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネスにににに対対対対するするするする
県県県県のののの認識認識認識認識がががが、「、「、「、「地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり」」」」
としてのとしてのとしてのとしての支援支援支援支援にとどまりにとどまりにとどまりにとどまり、、、、
ビジネスビジネスビジネスビジネスづくりとしてのづくりとしてのづくりとしてのづくりとしての十十十十
分分分分なななな支援支援支援支援ができなかったができなかったができなかったができなかった

◆◆◆◆農農農農・・・・林林林林・・・・水産水産水産水産、、、、観光観光観光観光、、、、地地地地
域域域域づくりなどのづくりなどのづくりなどのづくりなどの関連部局関連部局関連部局関連部局
がががが、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ個別個別個別個別にににに支援支援支援支援
をををを行行行行っておりっておりっておりっており、、、、県内県内県内県内のののの活動活動活動活動
全体全体全体全体をををををををを掌握掌握掌握掌握しししし、、、、一体的一体的一体的一体的、、、、
統一的統一的統一的統一的にににに支援支援支援支援するするするする体制体制体制体制がががが
整整整整っていなかったっていなかったっていなかったっていなかった
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２０２０２０２０

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

◆◆◆◆小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネスのののの取組取組取組取組がががが、、、、
中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域ののののビジネスモデビジネスモデビジネスモデビジネスモデ
ルルルルとしてとしてとしてとして確立確立確立確立されされされされ、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの
所得所得所得所得のののの向上向上向上向上やややや、ＵＩ 、ＵＩ 、ＵＩ 、ＵＩ ターンターンターンターン等等等等
のののの雇用雇用雇用雇用のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿となるとなるとなるとなる

◆◆◆◆国国国国のののの支援事業支援事業支援事業支援事業のののの採択採択採択採択をををを受受受受
けるけるけるける事業者事業者事業者事業者がががが増加増加増加増加するするするする

◆◆◆◆国国国国やややや県県県県のののの事業事業事業事業をををを活用活用活用活用したしたしたした
ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの成功例成功例成功例成功例がががが生生生生まれまれまれまれ
るるるる

庁内の支援体制づくり 庁内の支援体制の確立

県地域づくり支援課：
産業づくりに向けた
政策の地域への浸透
（地域支援企画員等
への意識づ くり等）、
現場の支援体制の拡
充に向けた検討
県企画調整課：国等
の支援事業等の一元
化の仕組み、連携体
制の構築

市町村：地域アクション
プランの推進に向けた
支援体制の構築
県産業振興推進部：
実施体制の充実、（国、
庁内、市町村との連携
体制の構築）
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

（（（（地域地域地域地域としてのとしてのとしてのとしての課題課題課題課題））））
◆◆◆◆拠点拠点拠点拠点ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの中核中核中核中核としとしとしとし
てのてのてのての役割役割役割役割をををを担担担担うううう、、、、三三三三セクセクセクセクやややや
農協等農協等農協等農協等のののの拠点組織拠点組織拠点組織拠点組織ではではではでは、、、、
これまでこれまでこれまでこれまで、、、、地域地域地域地域でのでのでのでの物品物品物品物品
販売販売販売販売などなどなどなど、、、、限定限定限定限定されたされたされたされた範囲範囲範囲範囲
でのでのでのでの地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献をををを主眼主眼主眼主眼としとしとしとし
たたたた公益的公益的公益的公益的ななななビジネスビジネスビジネスビジネスがほがほがほがほ
とんどでとんどでとんどでとんどで、、、、本格的本格的本格的本格的なななな民間民間民間民間ビビビビ
ジネスジネスジネスジネスのののの経験経験経験経験がががが不足不足不足不足してしてしてして
いるいるいるいる。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、今後今後今後今後、、、、雇雇雇雇
用創出用創出用創出用創出にににに向向向向けたけたけたけたビジネスビジネスビジネスビジネス
モデルモデルモデルモデルとしてとしてとしてとして、、、、さらにさらにさらにさらに発展発展発展発展
させていくためにはさせていくためにはさせていくためにはさせていくためには、、、、①①①①民民民民
間企業間企業間企業間企業としてのとしてのとしてのとしてのビジネスビジネスビジネスビジネス感感感感
覚覚覚覚のののの醸成醸成醸成醸成②②②②組織組織組織組織のののの経営基経営基経営基経営基
盤盤盤盤のののの強化強化強化強化とととと経営力経営力経営力経営力のののの向上向上向上向上
③③③③地域全体地域全体地域全体地域全体をまとめをまとめをまとめをまとめ上上上上げげげげ、、、、
コーディネートコーディネートコーディネートコーディネートできるできるできるできる人材人材人材人材
のののの確保確保確保確保、、、、育成育成育成育成などがなどがなどがなどが大大大大きききき
なななな課題課題課題課題となっているとなっているとなっているとなっている

（（（（県県県県としてのとしてのとしてのとしての課題課題課題課題））））
◆◆◆◆拠点拠点拠点拠点ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの取組取組取組取組
はははは、、、、各市町村各市町村各市町村各市町村へへへへ徐徐徐徐々々々々にににに浸浸浸浸
透透透透してきておりしてきておりしてきておりしてきており、、、、現在現在現在現在、、、、６６６６つつつつ
のののの市町村市町村市町村市町村でででで実施実施実施実施にににに向向向向けたけたけたけた
具体的具体的具体的具体的なななな体制体制体制体制づくりやづくりやづくりやづくりや事事事事
業計画業計画業計画業計画をををを進進進進めているめているめているめている。。。。まままま
たたたた、、、、そのそのそのその他他他他のののの市町村市町村市町村市町村でもでもでもでも、、、、
導入導入導入導入にににに向向向向けけけけ検討検討検討検討をををを行行行行ってってってって
いるところでありいるところでありいるところでありいるところであり、、、、現在現在現在現在のののの
モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業のののの形態形態形態形態ではではではでは市市市市
町村町村町村町村ののののニーズニーズニーズニーズにににに十分対応十分対応十分対応十分対応
できないできないできないできない

◆◆◆◆県県県県ではではではでは、、、、市町村市町村市町村市町村やややや地域地域地域地域
住民住民住民住民ののののニーズニーズニーズニーズをををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、
中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域でのでのでのでの「「「「雇用雇用雇用雇用のののの
創出創出創出創出」」」」とととと「「「「所得所得所得所得のののの向上向上向上向上」」」」をををを
目指目指目指目指したしたしたした、、、、新新新新たなたなたなたなビジネスビジネスビジネスビジネス
モデルモデルモデルモデルのののの検討検討検討検討をををを昨年度昨年度昨年度昨年度かかかか
らららら進進進進めてきためてきためてきためてきた

◆◆◆◆こうしたこうしたこうしたこうした検討検討検討検討をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、
本年度本年度本年度本年度からからからから、、、、地域地域地域地域のののの中核中核中核中核
となるとなるとなるとなる事業体事業体事業体事業体をををを中心中心中心中心にににに、、、、
「「「「小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネス」」」」などをなどをなどをなどを集集集集
約約約約しながらしながらしながらしながら、、、、多角的多角的多角的多角的ななななビジビジビジビジ
ネスネスネスネスをををを展開展開展開展開するするするする｢｢｢｢拠点拠点拠点拠点ビジビジビジビジ
ネスネスネスネス｣｣｣｣といったといったといったといった取組取組取組取組をををを、、、、中中中中
山間地域山間地域山間地域山間地域のののの新新新新たなたなたなたな産業政産業政産業政産業政
策策策策としてとしてとしてとして打打打打ちちちち出出出出したしたしたした（（（（点点点点としとしとしとし
てのてのてのてのビジネスビジネスビジネスビジネス→→→→面面面面としてのとしてのとしてのとしての
ビジネスビジネスビジネスビジネス））））
　　　　
◆◆◆◆中山間地域産業再生中山間地域産業再生中山間地域産業再生中山間地域産業再生モモモモ
デルデルデルデル事業事業事業事業をををを新設新設新設新設しししし、、、、こうしこうしこうしこうし
たたたた拠点拠点拠点拠点ビジネスビジネスビジネスビジネスにににに取取取取りりりり組組組組
むむむむ市町村市町村市町村市町村をををを、、、、モデルモデルモデルモデル地域地域地域地域とととと
してしてしてして選定選定選定選定しししし、、、、人人人人（（（（アドバイアドバイアドバイアドバイ
ザーザーザーザー派遣派遣派遣派遣）、）、）、）、資金資金資金資金（（（（助成助成助成助成
金金金金）、）、）、）、情報情報情報情報（（（（地域支援企画地域支援企画地域支援企画地域支援企画
員員員員によるによるによるによるケースワークケースワークケースワークケースワーク））））のののの
面面面面からからからから、、、、総合的総合的総合的総合的にににに支援支援支援支援してしてしてして
いるいるいるいる
・・・・HHHH２０２０２０２０年度年度年度年度モデルモデルモデルモデル市町市町市町市町
村村村村・・・・・・・・・・・・津野町津野町津野町津野町、、、、大豊町大豊町大豊町大豊町、、、、大大大大
月町月町月町月町

◆◆◆◆本県本県本県本県のののの中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域でででで
はははは、、、、全国全国全国全国にににに先行先行先行先行してしてしてして、、、、過疎過疎過疎過疎
化化化化、、、、高齢化高齢化高齢化高齢化がががが進行進行進行進行しておしておしておしてお
りりりり、、、、集落機能集落機能集落機能集落機能のののの低下低下低下低下やややや、、、、農農農農
地地地地、、、、山林山林山林山林のののの荒廃荒廃荒廃荒廃などのなどのなどのなどの課課課課
題題題題にににに直面直面直面直面。。。。若年層若年層若年層若年層のののの地域地域地域地域
へのへのへのへの定着定着定着定着をををを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための
政策政策政策政策をををを進進進進めることがめることがめることがめることが不可不可不可不可
欠欠欠欠になっているになっているになっているになっている

◆◆◆◆雇用雇用雇用雇用のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿となってとなってとなってとなって
いたいたいたいた一次産業一次産業一次産業一次産業やややや建設業建設業建設業建設業がががが
衰退衰退衰退衰退しておりしておりしておりしており、、、、これにこれにこれにこれに変変変変わわわわ
るるるる中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域でのでのでのでの新新新新たなたなたなたな
雇用雇用雇用雇用のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿づくりがづくりがづくりがづくりが急急急急
務務務務となっているとなっているとなっているとなっている

◆◆◆◆そのためそのためそのためそのため、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域
にはにはにはには、、、、地域地域地域地域のののの資源資源資源資源をををを活活活活かかかか
したしたしたした加工品加工品加工品加工品づくりなどにづくりなどにづくりなどにづくりなどに取取取取
りりりり組組組組むむむむ「「「「ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの芽芽芽芽」」」」をををを
育育育育てあげてあげてあげてあげ、「、「、「、「小小小小さなのさなのさなのさなのビジビジビジビジ
ネスネスネスネス」」」」としてとしてとしてとして確立確立確立確立させさせさせさせ、、、、そのそのそのその
うえでうえでうえでうえで、、、、雇用雇用雇用雇用のののの創出創出創出創出やややや所所所所
得得得得のののの向上向上向上向上にさらににさらににさらににさらに繋繋繋繋げてげてげてげて
いくためにはいくためにはいくためにはいくためには、、、、産品産品産品産品のののの集約集約集約集約
化化化化やややや人的人的人的人的ななななネットワークネットワークネットワークネットワーク化化化化
などによりなどによりなどによりなどにより、 「、 「、 「、 「大大大大きなきなきなきなビジビジビジビジ
ネスネスネスネス｣｣｣｣としてとしてとしてとして成長成長成長成長させていくさせていくさせていくさせていく
ことがことがことがことが必要必要必要必要であるであるであるである

◆◆◆◆拠点拠点拠点拠点ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの支援制度支援制度支援制度支援制度のののの
   充実   充実   充実   充実、、、、強化強化強化強化
　　　　
   ◎   ◎   ◎   ◎モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業からからからから一般対策一般対策一般対策一般対策
     事業     事業     事業     事業へのへのへのへの拡充拡充拡充拡充

１１１１．．．．中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり
　　　　
　　　（　　　（　　　（　　　（２２２２））））拠点拠点拠点拠点ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの推進推進推進推進
　        　        　        　        ((((小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネスからからからから
           拠点           拠点           拠点           拠点ビジネスビジネスビジネスビジネスへへへへ））））

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◆◆◆拠点組織拠点組織拠点組織拠点組織のののの経営力経営力経営力経営力アップアップアップアップとととと
　 　 　 　 人材育成人材育成人材育成人材育成
　　　　
　 　 　 　 ★★★★セミナーセミナーセミナーセミナー、、、、研修会研修会研修会研修会のののの開催開催開催開催
　 　 　 　 ◎◎◎◎専門家専門家専門家専門家やややや有識者等有識者等有識者等有識者等のよるのよるのよるのよる
      実践指導      実践指導      実践指導      実践指導（（（（産業再生産業再生産業再生産業再生アドアドアドアド
      バイザー      バイザー      バイザー      バイザー制度制度制度制度のののの拡充拡充拡充拡充））））
　 　 　 　 ◎◎◎◎地域支援企画員地域支援企画員地域支援企画員地域支援企画員をををを通通通通じたじたじたじた
      情報提供      情報提供      情報提供      情報提供、、、、橋渡橋渡橋渡橋渡しししし機能機能機能機能のののの
      充実      充実      充実      充実

○ ○ ○
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０

◆◆◆◆34343434市町村市町村市町村市町村すべてですべてですべてですべてで、、、、拠点拠点拠点拠点
ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの仕組仕組仕組仕組みがみがみがみが構築構築構築構築ささささ
れれれれ、、、、本県本県本県本県のののの中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域ののののビビビビ
ジネスモデルジネスモデルジネスモデルジネスモデルとしてとしてとしてとして確立確立確立確立しししし、、、、
全国的全国的全国的全国的にににに認知認知認知認知されるされるされるされる

◆◆◆◆拠点拠点拠点拠点ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの組織相互組織相互組織相互組織相互
のののの連携連携連携連携やややや協働体制協働体制協働体制協働体制がががが確立確立確立確立なななな
どによってどによってどによってどによって、、、、取組取組取組取組がががが一段階一段階一段階一段階
進歩進歩進歩進歩しししし、、、、よりよりよりより広広広広いいいいエリアエリアエリアエリアでのでのでのでの
「「「「大大大大きなきなきなきなビジネスビジネスビジネスビジネス」」」」としてとしてとしてとして成長成長成長成長
するするするする

経営セミナーの創設
（アドバイザーの派遣）

市町村：拠点組織への
バックアップ体制の充実
拠点ビジネス組織：講座へ
の参加、経営革新、経営
力の向上
県産業振興推進部：アドバ
イザー制度の周知、現場
の支援体制の整備

補助事業の強化、充実に
向けた検討

市町村：拠点ビジネス
に向けた地域での仕
組みづくり検討
県地域づくり支援課：
総合補助金としての
助成制度の見直し、
市町村への事業周
知、関係市町村との
調整、実施要領の作
成

総合補助金の創設・事
業強化

市町村：実施に向けた
事業計画の作成、地
域内の組織体制づくり
県産業振興推進部：
現場での実施体制の
充実、拠点ビジネス
への政策誘導
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◆◆◆新事業展開新事業展開新事業展開新事業展開やややや新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出をををを
   後押   後押   後押   後押しするためのしするためのしするためのしするための支援制度支援制度支援制度支援制度
   の   の   の   の充実充実充実充実
　　　　
　　　　★★★★資金面資金面資金面資金面からからからから支援支援支援支援できるできるできるできる助助助助
     成制度     成制度     成制度     成制度のののの創設創設創設創設

○

１１１１．．．．中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり
　　　　
　（　（　（　（３３３３））））中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの資源資源資源資源をををを
　   　　   　　   　　   　活用活用活用活用したしたしたした新事業展開新事業展開新事業展開新事業展開、、、、
　　   　　   　　   　　   新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出のののの推進推進推進推進
     （     （     （     （小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネスからからからから新新新新
     　事業展開     　事業展開     　事業展開     　事業展開、、、、新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出
　     　     　     　     ビジネスビジネスビジネスビジネスへへへへ））））

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状

◆◆◆◆これまでこれまでこれまでこれまで、、、、建設業建設業建設業建設業のののの新新新新
分野進出支援分野進出支援分野進出支援分野進出支援についてについてについてについて
はははは、、、、商工労働部商工労働部商工労働部商工労働部（（（（雇用労雇用労雇用労雇用労
働政策課雇用対策働政策課雇用対策働政策課雇用対策働政策課雇用対策チーチーチーチー
ムムムム））））がががが、「、「、「、「建設業新分野進建設業新分野進建設業新分野進建設業新分野進
出支援出支援出支援出支援グループグループグループグループ」」」」の の の の 活動活動活動活動
等等等等をををを通通通通じてじてじてじて、、、、支援事業説支援事業説支援事業説支援事業説
明会明会明会明会のののの開催開催開催開催やややや訪問調査訪問調査訪問調査訪問調査をををを
実施実施実施実施するなどするなどするなどするなど､､､､建設業者建設業者建設業者建設業者にににに
対対対対するするするする相談相談相談相談、、、、情報提供情報提供情報提供情報提供なななな
どのどのどのどの支援支援支援支援をををを行行行行ってきたってきたってきたってきた

◆◆◆◆本県本県本県本県のののの産業構造産業構造産業構造産業構造はははは、、、、公公公公
共事業依存共事業依存共事業依存共事業依存のののの色彩色彩色彩色彩がががが強強強強
くくくく、、、、特特特特にににに、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域でででで
はははは、、、、そのそのそのその比重比重比重比重はははは高高高高くくくく、、、、こうしこうしこうしこうし
たたたた産業産業産業産業がががが雇用雇用雇用雇用のののの大大大大きなきなきなきな受受受受
けけけけ皿皿皿皿になっているになっているになっているになっている。 。 。 。 しかししかししかししかし
ながらながらながらながら、、、、公共事業公共事業公共事業公共事業のののの削減削減削減削減
にににに伴伴伴伴いいいい、、、、地域地域地域地域のののの建設業建設業建設業建設業やややや
製造業製造業製造業製造業のののの経営状況経営状況経営状況経営状況はははは厳厳厳厳しししし
くくくく、、、、こうしたこうしたこうしたこうした業種業種業種業種をををを中心中心中心中心にににに
地域企業地域企業地域企業地域企業のののの新新新新たなたなたなたなビジネビジネビジネビジネ
スススス展開展開展開展開がががが必要必要必要必要になっていになっていになっていになってい
るるるる

◆◆◆◆一方一方一方一方、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域でででで
はははは、、、、有効有効有効有効にににに活用活用活用活用されていなされていなされていなされていな
いいいい農地農地農地農地やややや山林山林山林山林などのなどのなどのなどの貴重貴重貴重貴重
ななななビジネスビジネスビジネスビジネス資源資源資源資源、、、、生産資生産資生産資生産資
源源源源がががが多多多多くくくく存在存在存在存在しておりしておりしておりしており、、、、こうこうこうこう
したしたしたした資源資源資源資源をいかにをいかにをいかにをいかに活用活用活用活用すすすす
るかがるかがるかがるかが、、、、産業産業産業産業づくりのづくりのづくりのづくりの大大大大きききき
なななな鍵鍵鍵鍵をををを握握握握っているっているっているっている

◆◆◆◆県県県県のののの試験研究機関試験研究機関試験研究機関試験研究機関やややや専門機専門機専門機専門機
   関等   関等   関等   関等とのとのとのとの連携連携連携連携
　　　　
　　　　◎◎◎◎技術指導技術指導技術指導技術指導のののの実施実施実施実施
　　　　◎◎◎◎情報提供情報提供情報提供情報提供のののの充実充実充実充実

◆◆◆◆事業者事業者事業者事業者のののの必要必要必要必要にににに応応応応じたじたじたじたアドアドアドアド
   バイザー   バイザー   バイザー   バイザーのののの派遣派遣派遣派遣
　　　　◎◎◎◎アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー制度制度制度制度のののの支援支援支援支援
    範囲    範囲    範囲    範囲のののの拡大拡大拡大拡大（（（（再掲再掲再掲再掲））））

（（（（地域地域地域地域としてのとしてのとしてのとしての課題課題課題課題））））
◆◆◆◆平場平場平場平場のののの地域地域地域地域にににに比比比比べべべべ、、、、輸輸輸輸
送送送送コストコストコストコストやややや道路事情道路事情道路事情道路事情などなどなどなど、、、、
ビジネスビジネスビジネスビジネス条件条件条件条件がががが悪悪悪悪いいいい中山中山中山中山
間地域間地域間地域間地域でででで､､､､新新新新たにたにたにたに事業展事業展事業展事業展
開開開開するにはするにはするにはするには、、、、リスクリスクリスクリスクがががが高高高高
くくくく、、、、これまではあまりこれまではあまりこれまではあまりこれまではあまり積極積極積極積極
的的的的にはにはにはには行行行行われなかったわれなかったわれなかったわれなかった
    
◆◆◆◆新新新新たにたにたにたに事業事業事業事業をををを展開展開展開展開するするするする
にはにはにはには、、、、設備投資設備投資設備投資設備投資などになどになどになどに多多多多
額額額額のののの資金資金資金資金がががが必要必要必要必要となりとなりとなりとなり、、、、経経経経
営基盤営基盤営基盤営基盤がががが脆弱脆弱脆弱脆弱なななな地域企業地域企業地域企業地域企業
やややや新新新新たなにたなにたなにたなに創業創業創業創業するするするする事業事業事業事業
者者者者にとってにとってにとってにとって、、、、二二二二のののの足足足足をををを踏踏踏踏んんんん
でいるでいるでいるでいる状況状況状況状況であるであるであるである

（（（（県県県県としてのとしてのとしてのとしての課題課題課題課題））））
◆◆◆◆建設業建設業建設業建設業へのへのへのへの一部一部一部一部のののの支援支援支援支援
をををを除除除除きききき、、、、従来従来従来従来、、、、県県県県としてはとしてはとしてはとしては、、、、
企業等企業等企業等企業等がががが地域地域地域地域のののの生産資源生産資源生産資源生産資源
をををを活用活用活用活用しししし、、、、新新新新たにたにたにたにビジネスビジネスビジネスビジネス
展開展開展開展開するするするする場合場合場合場合にににに、、、、資金面資金面資金面資金面
やややや人的人的人的人的なななな支援支援支援支援をををを行行行行うためうためうためうため
のののの十分十分十分十分なななな仕組仕組仕組仕組みやみやみやみや制度制度制度制度がががが
なかったなかったなかったなかった

○

○
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆県県県県のののの試験研究機関試験研究機関試験研究機関試験研究機関やややや専門専門専門専門
機関機関機関機関のののの支援支援支援支援ノウハウノウハウノウハウノウハウややややシスシスシスシス
テムテムテムテムがががが確立確立確立確立されされされされ、、、、事業者事業者事業者事業者のののの
ニーズニーズニーズニーズにににに応応応応えられるようになえられるようになえられるようになえられるようにな
るるるる

◆◆◆◆新分野新分野新分野新分野のののの技術技術技術技術ややややノウハウノウハウノウハウノウハウ
をををを習得習得習得習得することですることですることですることで、、、、事業事業事業事業がががが軌軌軌軌
道道道道にににに乗乗乗乗りりりり、、、、利益利益利益利益とととと雇用雇用雇用雇用をををを生生生生むむむむ
成功事例成功事例成功事例成功事例がががが生生生生まれるまれるまれるまれる

ＨＨＨＨ２０２０２０２０
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

◆◆◆◆それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域
でででで、、、、雇用雇用雇用雇用のののの創出創出創出創出、、、、所得所得所得所得のののの向向向向
上上上上がががが図図図図られられられられ、、、、引引引引きききき続続続続きききき地域地域地域地域
でででで住住住住みみみみ続続続続けられるようなけられるようなけられるようなけられるような「「「「雇雇雇雇
用用用用のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿」」」」となるとなるとなるとなる

◆◆◆◆中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地
等等等等のののの増加増加増加増加にににに歯止歯止歯止歯止めがかかるめがかかるめがかかるめがかかる

◆◆◆◆中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域でででで農地農地農地農地やややや山林山林山林山林
をををを活用活用活用活用しながらしながらしながらしながら、、、、新事業新事業新事業新事業をををを展展展展
開開開開したりしたりしたりしたり、、、、新分野新分野新分野新分野にににに進出進出進出進出するするするする
事業体事業体事業体事業体がががが増加増加増加増加しししし、、、、ビジネスモビジネスモビジネスモビジネスモ
デルデルデルデルとなるとなるとなるとなる事業者事業者事業者事業者がががが現出現出現出現出すすすす
るるるる

総合補助金の内容検討

県企画調整課・地域づく
り支援課：総合補助金の
メニューとして助成事業
の創設、関係者への周知

総合補助金の創設

事業者：補助金の活用、
施設、設備等の整備
市町村：新事業展開、
新分野進出へのバック
アップ体制の充実
県産業振興推進部：
新事業展開現場での実
施体制の充実

連携体制の構築

県地域づくり支援課：工業
技術センター等の公設試
験研究機関との調整、商
工労働部との協働体制の
構築（建設業支援等）
農業、林業分野等の専門
組織との協力体制の構築

技術指導等の実施

県産業振興推進部：ア ド
バイザー制度の周知、現
場の支援体制の整備
県公設試験研究機関：
新分野進出事業者への支
援体制の強化
県地域づくり支援課：橋渡
し、情報提供等の支援

アドバイス体制の確立
アドバイザー事業の実
施

県地域づくり支援課：アド
バイザー制度の拡充、支
援体制の検討（３種類の
アドバイザー配置）
県公設試験研究機関：食
品加工等の支援体制の
強化

事業者：進出する分野の
知識、技術、ノウハウ習
得
県産業振興推進部：新アド
バイザー制度の 実施、事
業者への周知、現場の支
援体制のづくり
県公設試験研究機関：支
援体制の構築

Ｐ４６
地産地消・地産外商

別図（地３）参照
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

（（（（地域地域地域地域としてのとしてのとしてのとしての課題課題課題課題））））
◆◆◆◆平場平場平場平場のののの地域地域地域地域にににに比比比比べべべべ、、、、輸輸輸輸
送送送送コストコストコストコストやややや道路事情道路事情道路事情道路事情などなどなどなど、、、、
ビジネスビジネスビジネスビジネス条件条件条件条件がががが悪悪悪悪いいいい中山中山中山中山
間地域間地域間地域間地域でででで､､､､新新新新たにたにたにたに事業展事業展事業展事業展
開開開開するにはするにはするにはするには、、、、リスクリスクリスクリスクがががが高高高高
くくくく、、、、これまではあまりこれまではあまりこれまではあまりこれまではあまり積極積極積極積極
的的的的にはにはにはには行行行行われなかったわれなかったわれなかったわれなかった
    
◆◆◆◆新新新新たにたにたにたに事業事業事業事業をををを展開展開展開展開するするするする
にはにはにはには、、、、設備投資設備投資設備投資設備投資などになどになどになどに多多多多
額額額額のののの資金資金資金資金がががが必要必要必要必要となりとなりとなりとなり、、、、経経経経
営基盤営基盤営基盤営基盤がががが脆弱脆弱脆弱脆弱なななな地域企業地域企業地域企業地域企業
やややや新新新新たなにたなにたなにたなに創業創業創業創業するするするする事業事業事業事業
者者者者にとってにとってにとってにとって、、、、二二二二のののの足足足足をををを踏踏踏踏んんんん
でいるでいるでいるでいる状況状況状況状況であるであるであるである

（（（（県県県県としてのとしてのとしてのとしての課題課題課題課題））））
◆◆◆◆建設業建設業建設業建設業へのへのへのへの一部一部一部一部のののの支援支援支援支援
をををを除除除除きききき、、、、従来従来従来従来、、、、県県県県としてはとしてはとしてはとしては、、、、
企業等企業等企業等企業等がががが地域地域地域地域のののの生産資源生産資源生産資源生産資源
をををを活用活用活用活用しししし、、、、新新新新たにたにたにたにビジネスビジネスビジネスビジネス
展開展開展開展開するするするする場合場合場合場合にににに、、、、資金面資金面資金面資金面
やややや人的人的人的人的なななな支援支援支援支援をををを行行行行うためうためうためうため
のののの十分十分十分十分なななな仕組仕組仕組仕組みやみやみやみや制度制度制度制度がががが
なかったなかったなかったなかった

◆◆◆◆これまでこれまでこれまでこれまで、、、、建設業建設業建設業建設業のののの新新新新
分野進出支援分野進出支援分野進出支援分野進出支援についてについてについてについて
はははは、、、、商工労働部商工労働部商工労働部商工労働部（（（（雇用労雇用労雇用労雇用労
働政策課雇用対策働政策課雇用対策働政策課雇用対策働政策課雇用対策チーチーチーチー
ムムムム））））がががが、「、「、「、「建設業新分野進建設業新分野進建設業新分野進建設業新分野進
出支援出支援出支援出支援グループグループグループグループ」」」」の の の の 活動活動活動活動
等等等等をををを通通通通じてじてじてじて、、、、支援事業説支援事業説支援事業説支援事業説
明会明会明会明会のののの開催開催開催開催やややや訪問調査訪問調査訪問調査訪問調査をををを
実施実施実施実施するなどするなどするなどするなど､､､､建設業者建設業者建設業者建設業者にににに
対対対対するするするする相談相談相談相談、、、、情報提供情報提供情報提供情報提供なななな
どのどのどのどの支援支援支援支援をををを行行行行ってきたってきたってきたってきた

◆◆◆◆本県本県本県本県のののの産業構造産業構造産業構造産業構造はははは、、、、公公公公
共事業依存共事業依存共事業依存共事業依存のののの色彩色彩色彩色彩がががが強強強強
くくくく、、、、特特特特にににに、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域でででで
はははは、、、、そのそのそのその比重比重比重比重はははは高高高高くくくく、、、、こうしこうしこうしこうし
たたたた産業産業産業産業がががが雇用雇用雇用雇用のののの大大大大きなきなきなきな受受受受
けけけけ皿皿皿皿になっているになっているになっているになっている。 。 。 。 しかししかししかししかし
ながらながらながらながら、、、、公共事業公共事業公共事業公共事業のののの削減削減削減削減
にににに伴伴伴伴いいいい、、、、地域地域地域地域のののの建設業建設業建設業建設業やややや
製造業製造業製造業製造業のののの経営状況経営状況経営状況経営状況はははは厳厳厳厳しししし
くくくく、、、、こうしたこうしたこうしたこうした業種業種業種業種をををを中心中心中心中心にににに
地域企業地域企業地域企業地域企業のののの新新新新たなたなたなたなビジネビジネビジネビジネ
スススス展開展開展開展開がががが必要必要必要必要になっていになっていになっていになってい
るるるる

◆◆◆◆一方一方一方一方、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域でででで
はははは、、、、有効有効有効有効にににに活用活用活用活用されていなされていなされていなされていな
いいいい農地農地農地農地やややや山林山林山林山林などのなどのなどのなどの貴重貴重貴重貴重
ななななビジネスビジネスビジネスビジネス資源資源資源資源、、、、生産資生産資生産資生産資
源源源源がががが多多多多くくくく存在存在存在存在しておりしておりしておりしており、、、、こうこうこうこう
したしたしたした資源資源資源資源をいかにをいかにをいかにをいかに活用活用活用活用すすすす
るかがるかがるかがるかが、、、、産業産業産業産業づくりのづくりのづくりのづくりの大大大大きききき
なななな鍵鍵鍵鍵をををを握握握握っているっているっているっている

１１１１．．．．中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり
　　　　
　　　（　　　（　　　（　　　（３３３３））））中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの資源資源資源資源をををを
　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 活用活用活用活用したしたしたした新事業展開新事業展開新事業展開新事業展開、、、、
　      　　      　　      　　      　新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出のののの推進推進推進推進
        （        （        （        （小小小小さなさなさなさなビジネスビジネスビジネスビジネスからからからから新新新新
　        　        　        　        事業展開事業展開事業展開事業展開、、、、新分野進新分野進新分野進新分野進
          出          出          出          出ビジネスビジネスビジネスビジネスへへへへ））））

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◆◆◆現場現場現場現場のののの支援体制支援体制支援体制支援体制のののの確立確立確立確立
　　　　◎◎◎◎地域地域地域地域へのへのへのへの支援人材支援人材支援人材支援人材のののの配置配置配置配置

○
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０

◆◆◆◆県県県県のののの現場現場現場現場におけるにおけるにおけるにおける支援体支援体支援体支援体
制制制制がががが確立確立確立確立されされされされ、、、、事業者事業者事業者事業者からからからから
満足満足満足満足されるされるされるされる状態状態状態状態になるになるになるになる

現場体制の強化、充実 現場での人的体制の確
立

県地域づくり支援課：産
業づくりに向けた政策の
地域への浸透（地域支
援企画員等への意識づ
くり等）、現場の支援体
制の拡充に向けた検討

市町村：支援体制の充実
県産業振興推進部：支援体
制の拡充（支援人材の配
置）、県、市町村､地域の関
係機関との連携体制の構
築
県雇用労働政策課：建設
業の支援のための地域で
の組織体制づくり（協議会
等の立ち上げ）
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Ⅰ 産業間の連携戦略

５ 建設業の新分野進出
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○○○○建設業建設業建設業建設業のののの新分野進出 　概念図新分野進出 　概念図新分野進出 　概念図新分野進出 　概念図

助成金・融資
研修・人材育成
（各種の事業を活用）

進出事例見学会
経営多角化セミナー

所得所得所得所得のののの向上向上向上向上とととと働働働働くくくく場場場場のののの確保確保確保確保

新分野進出の手引き
経営相談

新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出のののの実現実現実現実現
（（（（農業農業農業農業、、、、林業林業林業林業、、、、サービスサービスサービスサービス業業業業、、、、福祉福祉福祉福祉・・・・介護等介護等介護等介護等））））

◆◆◆◆建設業新分野進出体制構築事業費建設業新分野進出体制構築事業費建設業新分野進出体制構築事業費建設業新分野進出体制構築事業費

建設業支援協議会建設業支援協議会建設業支援協議会建設業支援協議会（（（（仮称仮称仮称仮称））））
県内県内県内県内１０１０１０１０地区地区地区地区

＜構成：市町村、商工団体、農林水産団体、建設業団
体、農林水産土木等の県出先機関＞

<既存施策>
　新分野支援説明会新分野支援説明会新分野支援説明会新分野支援説明会・・・・個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会
(主に支援制度の説明)
 県商工労働部ほか関係各課等
　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ16～）

事業実行段階事業実行段階事業実行段階事業実行段階

事業構想段階事業構想段階事業構想段階事業構想段階

意識形成段階意識形成段階意識形成段階意識形成段階

段階別支援施策段階別支援施策段階別支援施策段階別支援施策

手続

ノウハウ

資格

情報

初期投資

進出しようとする
分野での様々な課題

経営力

地域毎での
具体の相談

地域の実態に応じた
アドバイス ・ 支援

活用活用活用活用

建設業者建設業者建設業者建設業者

－　新分野進出　－

・多様な技能・技術・能力が活かされていない

・進出分野の選択、マーケティング等のノウ
ハウや情報が不足

・中小零細企業では資金面での余力がない

　新分野進出への躊躇

　　など

■新分野進出に関するニーズ
○建設業の新分野進出に関するアンケート結
果（１６２８社対象　５４０社回答・平成２０年１
０－１１月実施）
・新分野への進出希望　９％（　４８社）
・決めかねている　　　 ２７％（１４５社）

　→３６３６３６３６％％％％（（（（１９３１９３１９３１９３社社社社））））がががが新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出をををを希希希希
望望望望かかかか、、、、検討中検討中検討中検討中

課題

◆◆◆◆建設業新分野進出情報提供事業費建設業新分野進出情報提供事業費建設業新分野進出情報提供事業費建設業新分野進出情報提供事業費

◆◆◆◆建設業新分野進出情報提供事業費建設業新分野進出情報提供事業費建設業新分野進出情報提供事業費建設業新分野進出情報提供事業費

農業

林業

水産業

福祉介護

・不足情報
の提供
・課題情報

建設業団体
建設事業者検討

・市町村
・農林水産土木等の県出先機関
・地域支援企画員

各業界団体 新分野進出
への検討
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【建設業建設業建設業建設業のののの新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

（（（（１１１１）　）　）　）　新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出のののの促進促進促進促進 ◆◆◆◆地域毎地域毎地域毎地域毎のののの新分野進出支援新分野進出支援新分野進出支援新分野進出支援
　 　 　 　 体制体制体制体制のののの構築構築構築構築

　　　　★★★★現場現場現場現場においてにおいてにおいてにおいて、、、、ハンズハンズハンズハンズ
　　 　　 　　 　　 オンオンオンオンでのでのでのでの支援活動支援活動支援活動支援活動をををを強強強強
　　 　　 　　 　　 化化化化するためのするためのするためのするための県県県県のののの人的人的人的人的
　　 　　 　　 　　 支援体制支援体制支援体制支援体制をををを整備整備整備整備

　　　　★★★★市町村単位市町村単位市町村単位市町村単位にににに「「「「建設業建設業建設業建設業
　　 　　 　　 　　 支援協議会支援協議会支援協議会支援協議会((((仮称仮称仮称仮称))))」」」」をををを設設設設
　　 　　 　　 　　 置置置置

◆◆◆◆個別経営指導個別経営指導個別経営指導個別経営指導のののの充実充実充実充実

　　　　★★★★経営専門家派遣事業経営専門家派遣事業経営専門家派遣事業経営専門家派遣事業のののの
　　 　　 　　 　　 実施実施実施実施

　　　　★★★★ビジネスプランビジネスプランビジネスプランビジネスプラン作成作成作成作成アドアドアドアド
　　 　　 　　 　　 バイザーバイザーバイザーバイザーのののの派遣派遣派遣派遣　　　　等等等等

○○○○ ○○○○

◆◆◆◆進出支援措置進出支援措置進出支援措置進出支援措置のののの充実充実充実充実

　　　　★★★★職員資格取得促進職員資格取得促進職員資格取得促進職員資格取得促進（（（（受受受受
　　 　　 　　 　　 講料講料講料講料、、、、検定受検料検定受検料検定受検料検定受検料のののの負負負負
　　 　　 　　 　　 担軽減担軽減担軽減担軽減））））

　　　　★★★★初期投資初期投資初期投資初期投資のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減　　　　等等等等
○○○○ ○○○○

◆◆◆◆情報提供情報提供情報提供情報提供のののの充実充実充実充実

　　　　◎◎◎◎新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出のののの手引手引手引手引きのきのきのきの
　　 　　 　　 　　 作成作成作成作成・・・・配布配布配布配布

　　　　★★★★研修研修研修研修、、、、セミナーセミナーセミナーセミナー、、、、見学会見学会見学会見学会
　　 　　 　　 　　 等等等等

○○○○ ○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

○○○○ ○○○○

１１１１．．．．地域地域地域地域でのでのでのでの活力活力活力活力とととと雇用雇用雇用雇用のののの確保確保確保確保・・・・
    創出    創出    創出    創出

◆◆◆◆市町村市町村市町村市町村のののの産業別総産業別総産業別総産業別総
　 　 　 　 生産生産生産生産にににに占占占占めるめるめるめる高高高高いいいい
　 　 　 　 建設業建設業建設業建設業のののの割合割合割合割合
　 （　 （　 （　 （HHHH17171717年度年度年度年度））））建設業建設業建設業建設業
    が    が    が    が上位上位上位上位5555位位位位までにまでにまでにまでに入入入入
    る    る    る    る市町村市町村市町村市町村
　　　　　　　　15151515市町村市町村市町村市町村（（（（42424242....9999％）％）％）％）

◆◆◆◆公共事業費公共事業費公共事業費公共事業費のののの減少減少減少減少
　 　 　 　 とともにとともにとともにとともに就業者就業者就業者就業者もももも大大大大
　 　 　 　 きくきくきくきく減少減少減少減少

◆◆◆◆多多多多いいいい企業倒産企業倒産企業倒産企業倒産
　　（　　（　　（　　（HHHH18181818年度年度年度年度））））104104104104件件件件
  　(  　(  　(  　(うちうちうちうち建設業建設業建設業建設業41414141件件件件
　　（　　（　　（　　（39393939....4444％）％）％）％）))))
　　（　　（　　（　　（HHHH19191919年度年度年度年度） ） ） ） 84848484件件件件
 　（ 　（ 　（ 　（うちうちうちうち建設業建設業建設業建設業36363636件件件件
　　（　　（　　（　　（42424242....9999％））％））％））％））

◆◆◆◆建設業者建設業者建設業者建設業者はははは、、、、近年近年近年近年
　　　　　　　　のののの公共事業費公共事業費公共事業費公共事業費のののの急急急急
　　　　　　　　激激激激なななな減少減少減少減少でででで厳厳厳厳しいしいしいしい経経経経
　　　　　　　　営環境営環境営環境営環境

◆◆◆◆新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出のののの検討検討検討検討、、、、
   実施   実施   実施   実施にににに踏踏踏踏みみみみ出出出出せなせなせなせな
   い   い   い   い建設業者建設業者建設業者建設業者がががが多数多数多数多数
   存在   存在   存在   存在

◆◆◆◆新分野進出説明会新分野進出説明会新分野進出説明会新分野進出説明会
　 　 　 　 のののの実施実施実施実施
　 　 　 　 ・・・・ＨＨＨＨ16161616年度年度年度年度からからからから県内県内県内県内
    ブロック    ブロック    ブロック    ブロック毎毎毎毎にににに実施実施実施実施
　 　 　 　 ・・・・延延延延べべべべ参加企業参加企業参加企業参加企業490490490490
    社    社    社    社、、、、相談企業相談企業相談企業相談企業67676767社社社社
　　（Ｈ　　（Ｈ　　（Ｈ　　（Ｈ19191919年度年度年度年度））））
   　 97   　 97   　 97   　 97社参加社参加社参加社参加（（（（うちうちうちうち個個個個
      別相談      別相談      別相談      別相談12121212社社社社））））
　　（Ｈ　　（Ｈ　　（Ｈ　　（Ｈ20202020年度年度年度年度））））
    　63    　63    　63    　63社参加社参加社参加社参加（（（（うちうちうちうち個個個個
      別相談      別相談      別相談      別相談16161616社社社社））））

◆◆◆◆新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出のののの支援支援支援支援
   H   H   H   H16161616からからからから新新新新たなたなたなたな事業事業事業事業
　 　 　 　 展開展開展開展開にににに挑挑挑挑むむむむ企業企業企業企業をををを支支支支
   援   援   援   援
　 　 　 　 ・・・・頑張頑張頑張頑張るるるる企業総合企業総合企業総合企業総合
    支援事業     支援事業     支援事業     支援事業 12121212社社社社
　　（　　（　　（　　（HHHH17171717～～～～HHHH19191919認定認定認定認定））））
　 　 　 　 ・・・・ファンドファンドファンドファンド事業事業事業事業（（（（建設建設建設建設
    業経営革新支援事    業経営革新支援事    業経営革新支援事    業経営革新支援事
    業    業    業    業））））3333社社社社　（　（　（　（HHHH19191919～）～）～）～）
　 　 　 　 ・・・・HHHH19191919年度年度年度年度からからからから県県県県にににに
    相談窓口設置    相談窓口設置    相談窓口設置    相談窓口設置

◆◆◆◆建設業者建設業者建設業者建設業者
　　　　・・・・様様様様々々々々なななな経験経験経験経験やややや技能技能技能技能
   、   、   、   、技術技術技術技術をををを持持持持つつつつ職員職員職員職員、、、、
   工程管理能力   工程管理能力   工程管理能力   工程管理能力、、、、重重重重
   機等建設機械   機等建設機械   機等建設機械   機等建設機械をををを使使使使
   った   った   った   った計画的計画的計画的計画的なななな作業作業作業作業
   能力   能力   能力   能力などなどなどなど、、、、そのそのそのその持持持持つつつつ
   能力   能力   能力   能力をををを十分活十分活十分活十分活かしきかしきかしきかしき
   れていない   れていない   れていない   れていない
　　　　・・・・依然依然依然依然としてとしてとしてとして根強根強根強根強いいいい災災災災
    害等公共事業    害等公共事業    害等公共事業    害等公共事業へのへのへのへの
    期待    期待    期待    期待
　　　　・・・・地域地域地域地域のののの中小零細企中小零細企中小零細企中小零細企
    業    業    業    業ではではではでは、、、、資金面資金面資金面資金面でででで
    の    の    の    の余力余力余力余力がないがないがないがない
　　　　・・・・建設業建設業建設業建設業がががが受注型産受注型産受注型産受注型産
    業    業    業    業であったためであったためであったためであったため進進進進
    出分野    出分野    出分野    出分野のののの選択選択選択選択やややや地地地地
    域連携    域連携    域連携    域連携、、、、マーケティマーケティマーケティマーケティ
    ング    ング    ング    ング等等等等ののののノウハウノウハウノウハウノウハウ
    や    や    や    や情報情報情報情報がががが不足不足不足不足

◆◆◆◆進出進出進出進出がががが期待期待期待期待されるされるされるされる
　 　 　 　 分野分野分野分野
　　　　・・・・農業農業農業農業、、、、林業林業林業林業、、、、福祉福祉福祉福祉・・・・
   介護   介護   介護   介護などのなどのなどのなどの多多多多くのくのくのくの分分分分
   野   野   野   野でででで参入参入参入参入がががが期待期待期待期待されされされされ
   ているが   ているが   ているが   ているが、、、、分野特有分野特有分野特有分野特有
   の   の   の   の課題課題課題課題もももも多多多多くくくく、、、、企業企業企業企業
   単独   単独   単独   単独ではではではでは円滑円滑円滑円滑なななな進進進進
   出   出   出   出やややや事業拡大事業拡大事業拡大事業拡大はははは容容容容
　 　 　 　 易易易易ではなくではなくではなくではなく、、、、支援者支援者支援者支援者
   、   、   、   、協力者協力者協力者協力者がががが不足不足不足不足

◆◆◆◆県県県県のののの支援策支援策支援策支援策
　　　　・・・・説明会説明会説明会説明会でのでのでのでの制度説制度説制度説制度説
   明   明   明   明にににに留留留留まりまりまりまり、、、、経営者経営者経営者経営者
   の   の   の   の経営革新経営革新経営革新経営革新のののの意識意識意識意識
   改革   改革   改革   改革やややや進出進出進出進出をををを促促促促すすすす
   支援   支援   支援   支援までまでまでまで至至至至っていなっていなっていなっていな
   い   い   い   い
　　　　・・・・身近身近身近身近なななな進出事例進出事例進出事例進出事例がががが
   進出拡大   進出拡大   進出拡大   進出拡大にににに活活活活かしきかしきかしきかしき
   れていない   れていない   れていない   れていない
　　　　・・・・個別相談個別相談個別相談個別相談やややや支援決支援決支援決支援決
    定企業    定企業    定企業    定企業ののののフォローフォローフォローフォローにににに
    課題    課題    課題    課題

◆◆◆◆地域支援体制地域支援体制地域支援体制地域支援体制
　　　　・・・・地域地域地域地域でででで円滑円滑円滑円滑なななな事業事業事業事業
    展開    展開    展開    展開をををを図図図図るためにるためにるためにるために
    は    は    は    は、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの関関関関
    係機関    係機関    係機関    係機関によるによるによるによる支援支援支援支援
    だけでなく    だけでなく    だけでなく    だけでなく、、、、市町村市町村市町村市町村
    を    を    を    を巻巻巻巻きききき込込込込んだんだんだんだ総合総合総合総合
　　　　　　　　的支援的支援的支援的支援がががが欠欠欠欠かせかせかせかせ
    ない    ない    ない    ない

◆◆◆◆新分野進出等新分野進出等新分野進出等新分野進出等にににに関関関関するするするする調調調調
　 　 　 　 査査査査、、、、訪問相談訪問相談訪問相談訪問相談のののの実施実施実施実施

　　　　★★★★新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出にににに関関関関するするするするアアアア
　　 　　 　　 　　 ンケートンケートンケートンケート

　　　　◎◎◎◎個別訪問個別訪問個別訪問個別訪問によるによるによるによる相談支援相談支援相談支援相談支援 ○○○○ ○○○○

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

（（（（HHHH12121212年度年度年度年度））））
　　　　1111,,,,700700700700億円億円億円億円
　　　　47474747,,,,313313313313人人人人
（（（（HHHH17171717年度年度年度年度））））
  978  978  978  978億円億円億円億円
　　　　38383838,,,,073073073073人人人人
（（（（HHHH17171717----HHHH12121212))))
  ▲  ▲  ▲  ▲722722722722億円億円億円億円
  ▲  ▲  ▲  ▲9999,,,,240240240240人人人人
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆建設業建設業建設業建設業のののの新分野進出拡新分野進出拡新分野進出拡新分野進出拡
   大   大   大   大によるによるによるによる地域産業地域産業地域産業地域産業のののの活活活活
   性化   性化   性化   性化とととと働働働働くくくく場場場場のののの確保確保確保確保

◆◆◆◆建設業建設業建設業建設業のののの新分野進出数新分野進出数新分野進出数新分野進出数
　 　 　 　 HHHH29292929：：：：253253253253社社社社（（（（累計累計累計累計））））

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆支援体制支援体制支援体制支援体制のののの構築構築構築構築とととと進出進出進出進出
   を   を   を   を促進促進促進促進するするするする環境環境環境環境づくりにづくりにづくりにづくりに
   よる   よる   よる   よる新分野進出事例新分野進出事例新分野進出事例新分野進出事例のののの
   拡大   拡大   拡大   拡大

 ◆ ◆ ◆ ◆建設業建設業建設業建設業のののの新分野進出数新分野進出数新分野進出数新分野進出数
　 　 　 　 HHHH20202020：  ：  ：  ：  75757575社社社社（（（（累計累計累計累計））））
　    　　　　    　　　　    　　　　    　　　↓↓↓↓
　 　 　 　 HHHH23232323： ： ： ： 108108108108社社社社（（（（累計累計累計累計））））

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

市町村等の関係機関：「建
設業支援協議会（仮称）」
を順次設置し、地域内で
のマッチング等の支援

県雇用労働政策課：建設
業支援協議会（仮称）の設
置に向けて、市町村との
協議

市町村との調整

職員資格取得の促進

産業振興センター：経営革新支援事業の人材育成事業で対応する

初期投資の負担軽減

県計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金による支援

県雇用労働政策課：建設
業者の新分野進出に関
するアンケート
雇用対策チーム（建設業
の新分野進出グループ、
林業担い手確保グルー
プ）：個別訪問による相談
支援

アンケート調査、個別訪問

県職員：現場におけるハンズオンでの支援活動の実施

県職員によるハンズオンでの支援活動

市町村等の関係機関：「建設業支援協議会（仮称）」を順次設置し、地域内でのマッチング
等の支援

建設業支援協議会（仮称）の設置

県雇用労働政策課：建設
業支援協議会（仮称）の設
置に向けて、市町村との
協議

市町村との調整

手引きの配布や進出事例の紹介等、情報提供の充実

経営専門家、ビジネスプランアドバイザーの派遣

産業振興センター、商工会連合会、商工会議所、中小企業団体中央会：国の地域力連携拠点事業の活用により、専門家
等の派遣（5回まで無料）

県商工政策課：手引きの作成・配布、研修・セミナー・見学会等の開催を通じた身近な進出
事例の紹介等

産業振興センター：こうち産業振興基金の経営革新支援事業・建設業経営革新事業での
支援
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【建設業建設業建設業建設業のののの新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

　　　　((((農業分野農業分野農業分野農業分野))))
◆◆◆◆研修研修研修研修のののの拡充拡充拡充拡充

　　　　◎◎◎◎農業技術農業技術農業技術農業技術をををを持持持持ったったったった労働者労働者労働者労働者
　　 　　 　　 　　 のののの確保確保確保確保

　　　　★★★★雇用雇用雇用雇用をををを活用活用活用活用したしたしたした規模拡大規模拡大規模拡大規模拡大
　　 　　 　　 　　 のののの推進推進推進推進

◆◆◆◆初期投資初期投資初期投資初期投資のののの軽減支援軽減支援軽減支援軽減支援

　　　　◎◎◎◎園芸用園芸用園芸用園芸用ハウスハウスハウスハウス確保支援確保支援確保支援確保支援

（（（（林業分野林業分野林業分野林業分野）））） ◆◆◆◆新分野進出等新分野進出等新分野進出等新分野進出等にににに関関関関するするするする
　 　 　 　 調査調査調査調査、、、、訪問相談訪問相談訪問相談訪問相談のののの実施実施実施実施
　　　　○○○○林業事業体林業事業体林業事業体林業事業体とととと建設業建設業建設業建設業とととと
　　 　　 　　 　　 ののののジョイントジョイントジョイントジョイントにににに関関関関するするするする意意意意
　　 　　 　　 　　 向調査向調査向調査向調査

○○○○ ○○○○

◆★◆★◆★◆★建設業者向建設業者向建設業者向建設業者向けけけけ森林技術森林技術森林技術森林技術
　　　　　　　　　　　　研修会研修会研修会研修会のののの充実充実充実充実

○○○○ ○○○○

◆◎◆◎◆◎◆◎建設業建設業建設業建設業からのからのからのからの参入参入参入参入にににに向向向向
　　　　　　　　　　　　けけけけ、、、、森林技術研修体制森林技術研修体制森林技術研修体制森林技術研修体制
　　　　　　　　　　　　のののの充実充実充実充実

○○○○ ○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

◆◆◆◆農業者農業者農業者農業者のののの高齢化高齢化高齢化高齢化のののの
　 　 　 　 進行進行進行進行やややや後継者後継者後継者後継者のののの減減減減
　 　 　 　 少少少少にににに加加加加ええええ、、、、農家農家農家農家のののの
　 　 　 　 経営環境経営環境経営環境経営環境のののの悪化悪化悪化悪化にににに
　 　 　 　 よりよりよりより、、、、農業生産農業生産農業生産農業生産をををを担担担担
　 　 　 　 うううう人的基盤人的基盤人的基盤人的基盤のののの脆弱脆弱脆弱脆弱
　 　 　 　 化化化化がががが進行進行進行進行

◆◆◆◆年齢年齢年齢年齢やややや経営規模経営規模経営規模経営規模にににに
　 　 　 　 関関関関わりなくわりなくわりなくわりなく、｢、｢、｢、｢意欲意欲意欲意欲とととと
　 　 　 　 能力能力能力能力のあるのあるのあるのある者者者者｣｣｣｣をををを｢｢｢｢担担担担
　 　 　 　 いいいい手手手手｣｣｣｣とととと位置位置位置位置づけづけづけづけ、、、、そそそそ
　 　 　 　 のののの育成確保育成確保育成確保育成確保をををを進進進進めてめてめてめて
　 　 　 　 いるところいるところいるところいるところ

◆◆◆◆後継者対策後継者対策後継者対策後継者対策としてとしてとしてとして、、、、
　 　 　 　 新規就農新規就農新規就農新規就農やややや農業以農業以農業以農業以
　 　 　 　 外外外外のののの分野分野分野分野からのからのからのからの新新新新
　 　 　 　 規参入規参入規参入規参入にににに重点重点重点重点をおをおをおをお
　 　 　 　 いたいたいたいた取組取組取組取組をををを推進推進推進推進

◆◆◆◆異業種異業種異業種異業種からのからのからのからの農業農業農業農業
　 　 　 　 参入参入参入参入をををを平成平成平成平成15151515年度年度年度年度
   から   から   から   から支援支援支援支援
　　　　
　　　　・・・・19191919年度末年度末年度末年度末までのまでのまでのまでの相相相相
    談件数    談件数    談件数    談件数　　　　103103103103件件件件
　　　　・・・・うちうちうちうち14141414件件件件がががが法人経法人経法人経法人経
    営開始    営開始    営開始    営開始((((経営面積経営面積経営面積経営面積
　　　　　　　　のべのべのべのべ約約約約20202020....5555ｈａｈａｈａｈａ))))
　　　　・・・・建設業建設業建設業建設業からからからから参入参入参入参入しししし
　　　　　　　　たたたた8888法人法人法人法人（（（（のべのべのべのべ約約約約
　　　　　　　　14141414ｈａ）ｈａ）ｈａ）ｈａ）のうちのうちのうちのうち、、、、1111法法法法
　　　　　　　　人人人人はははは園芸産地園芸産地園芸産地園芸産地をををを牽牽牽牽
　　　　　　　　引引引引するするするする経営実績経営実績経営実績経営実績をををを
　　　　　　　　上上上上げげげげ、、、、4444法人法人法人法人はははは一一一一
　　　　　　　　定規模定規模定規模定規模でのでのでのでの農業生農業生農業生農業生
　　　　　　　　産産産産やややや耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地のののの
　　　　　　　　解消等解消等解消等解消等によりによりによりにより、、、、地地地地
　　　　　　　　域農業域農業域農業域農業にににに貢献貢献貢献貢献
　〔　〔　〔　〔うちうちうちうち畜産部門畜産部門畜産部門畜産部門〕〕〕〕
　　　　・・・・19191919年度末年度末年度末年度末までのまでのまでのまでの相相相相
    談件数    談件数    談件数    談件数　　　　3333件件件件
　　　　・・・・うちうちうちうち1111件件件件はははは、、、、農家育農家育農家育農家育
　　　　　　　　成成成成プロジェクトチープロジェクトチープロジェクトチープロジェクトチー
　　　　　　　　ムムムム（（（（振興協議会振興協議会振興協議会振興協議会・・・・
　　　　　　　　県県県県））））でででで経営収支等経営収支等経営収支等経営収支等
　　　　　　　　をををを説明説明説明説明
　　　　・・・・飼養管理技術飼養管理技術飼養管理技術飼養管理技術、、、、経経経経
　　　　　　　　営営営営、、、、畜産環境畜産環境畜産環境畜産環境へのへのへのへの
　　　　　　　　対応対応対応対応などのなどのなどのなどの人的支人的支人的支人的支
　　　　　　　　援援援援
◆◆◆◆ハウスハウスハウスハウス等等等等のののの整備整備整備整備
　 　 　 　 支援支援支援支援
　　　　・・・・（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ16161616））））新規参入農新規参入農新規参入農新規参入農
　　　　　　　　業生産法人支援業生産法人支援業生産法人支援業生産法人支援モモモモ
　　　　　　　　デルデルデルデル事業事業事業事業<<<<県単県単県単県単>>>>
　　　　・・・・（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ17171717～～～～18181818））））強強強強いいいい農農農農
　　　　　　　　業業業業づくりづくりづくりづくり交付金交付金交付金交付金ののののアアアア
　　　　　　　　グリチャレンジャーグリチャレンジャーグリチャレンジャーグリチャレンジャー
　　　　　　　　支援支援支援支援<<<<国国国国>>>>
　　　　・・・・（（（（現行現行現行現行））））レンタルハレンタルハレンタルハレンタルハ
　　　　　　　　ウスウスウスウス整備事業整備事業整備事業整備事業<<<<県県県県
　　　　　　　　単単単単>>>>、、、、強強強強いいいい農業農業農業農業づくづくづくづく
　　　　　　　　りりりり交付金交付金交付金交付金のののの経営構経営構経営構経営構
　　　　　　　　造対策造対策造対策造対策<<<<国国国国>>>>
◆◆◆◆制度資金制度資金制度資金制度資金
　 　 　 　 認定農業者認定農業者認定農業者認定農業者はははは低利低利低利低利
　 　 　 　 なななな農業制度資金利農業制度資金利農業制度資金利農業制度資金利
　 　 　 　 用可能用可能用可能用可能

◆◆◆◆担担担担いいいい手手手手のすそのすそのすそのすそ野野野野をををを
　 　 　 　 広広広広げるためのげるためのげるためのげるための取組取組取組取組
　　　　・・・・参入希望者参入希望者参入希望者参入希望者
　　　　　　　　事前事前事前事前のののの地元調整地元調整地元調整地元調整、、、、
    主体性    主体性    主体性    主体性・・・・計画性計画性計画性計画性、、、、技技技技
    術習得    術習得    術習得    術習得へのへのへのへの真摯真摯真摯真摯なななな
    対応    対応    対応    対応などがなどがなどがなどが十分十分十分十分でででで
    なかった    なかった    なかった    なかった
　　　　　　　　※※※※必要条件必要条件必要条件必要条件
　　　　　　　　　　　　事前事前事前事前のののの地元調整地元調整地元調整地元調整
　　　　　　　　　　　　農地情報農地情報農地情報農地情報のののの収集収集収集収集・・・・
      確保      確保      確保      確保
　　　　　　　　　　　　技術技術技術技術のののの習得習得習得習得
　　　　　　　　　　　　販路販路販路販路のののの確保確保確保確保
　　　　　　　　　　　　資本力資本力資本力資本力（（（（初期投資初期投資初期投資初期投資
　　　　　　　　　　　　がががが必要必要必要必要））））
　　　　　　　　　　　　労働力労働力労働力労働力のののの確保確保確保確保
　　　　・・・・県県県県のののの支援策支援策支援策支援策
　　　　　　　　コーディネートコーディネートコーディネートコーディネート機能機能機能機能
　　（　　（　　（　　（相談相談相談相談からからからから参入参入参入参入までまでまでまで
　　　）、　　　）、　　　）、　　　）、フォローフォローフォローフォロー体制体制体制体制（（（（
　　　　　　　　相談相談相談相談からからからから営農開始営農開始営農開始営農開始
　　、　　、　　、　　、経営安定経営安定経営安定経営安定までまでまでまで））））のののの
　　　　　　　　充実充実充実充実がががが課題課題課題課題

○○○○ ○○○○

○○○○ ○○○○

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◆◆◆高齢化等高齢化等高齢化等高齢化等によりによりによりにより就就就就
　 　 　 　 業者業者業者業者がががが減少減少減少減少しししし、、、、健健健健
　 　 　 　 全全全全なななな森林整備森林整備森林整備森林整備がががが進進進進
　 　 　 　 まなくなっているまなくなっているまなくなっているまなくなっている

◆◆◆◆森林組合森林組合森林組合森林組合とととと建設業建設業建設業建設業
　 　 　 　 者等者等者等者等とのとのとのとのジョイントジョイントジョイントジョイント
　 　 　 　 によるによるによるによる森林整備森林整備森林整備森林整備

◆◆◆◆県営林県営林県営林県営林をををを活用活用活用活用したしたしたした
　 　 　 　 雇用雇用雇用雇用のののの場場場場づくりづくりづくりづくり

◆◆◆◆建設業界建設業界建設業界建設業界にににに対対対対してしてしてして
　 　 　 　 新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出へのへのへのへの働働働働
　 　 　 　 きかけきかけきかけきかけ

◆◆◆◆建設業者建設業者建設業者建設業者にはにはにはには森林森林森林森林のののの
情報情報情報情報がなくがなくがなくがなく、、、、仕事仕事仕事仕事のののの実実実実
績績績績もないためもないためもないためもないため森林所有森林所有森林所有森林所有
者者者者のののの信頼信頼信頼信頼をををを得得得得られないられないられないられない
場合場合場合場合がががが多多多多くくくく、、、、計画計画計画計画のののの取取取取
りまとめりまとめりまとめりまとめ等等等等がががが進進進進まないまないまないまない
　　　　またまたまたまた、、、、土木工事土木工事土木工事土木工事になになになにな
いいいい特殊技術特殊技術特殊技術特殊技術がががが必要必要必要必要でででで
ありありありあり、、、、準備期間準備期間準備期間準備期間をををを要要要要すすすす
るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、建設業建設業建設業建設業にににに
比比比比べべべべ林業林業林業林業のののの収益性収益性収益性収益性のののの
低低低低さもさもさもさも課題課題課題課題となっているとなっているとなっているとなっている
◆◆◆◆建設業者建設業者建設業者建設業者からからからから見見見見たたたた
　 　 　 　 課題課題課題課題
　　　　・・・・山山山山のののの情報情報情報情報がないがないがないがない
　　　　・・・・初期投資初期投資初期投資初期投資がががが必要必要必要必要
　　　　・・・・収益性収益性収益性収益性がががが低低低低いいいい
◆◆◆◆森林所有者森林所有者森林所有者森林所有者からからからから見見見見
　 　 　 　 たたたた課題課題課題課題
　　　　・・・・実績実績実績実績がないためがないためがないためがないため信頼信頼信頼信頼
　　　　　　　　関係関係関係関係がないがないがないがない
　　　　・・・・技術技術技術技術がないがないがないがない

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

Ｐ１６８　農業分野
別図（農１０）参照

Ｐ１６８　農業分野
別図（農１０）参照
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆農業分野農業分野農業分野農業分野へのへのへのへの進出進出進出進出がががが
　 　 　 　 拡大拡大拡大拡大していることしていることしていることしていること

◆◆◆◆参入参入参入参入したしたしたした企業企業企業企業がががが、、、、地地地地
　 　 　 　 域農業域農業域農業域農業をををを牽引牽引牽引牽引できるできるできるできる
　 　 　 　 経営感覚経営感覚経営感覚経営感覚にににに優優優優れたれたれたれた担担担担
　 　 　 　 いいいい手手手手としてとしてとしてとして成長成長成長成長するこするこするこするこ
　 　 　 　 とととと

◆◆◆◆林業事業体林業事業体林業事業体林業事業体とととと建設業建設業建設業建設業
　 　 　 　 とのとのとのとのジョイントジョイントジョイントジョイントをををを中心中心中心中心
　 　 　 　 にににに、、、、地域地域地域地域にあったにあったにあったにあった協働協働協働協働
　 　 　 　 のののの環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めめめめ、、、、
　 　 　 　 林業分野林業分野林業分野林業分野へのへのへのへの進出進出進出進出がががが
　 　 　 　 拡大拡大拡大拡大していることしていることしていることしていること

◆◆◆◆参入参入参入参入したしたしたした企業企業企業企業がががが優優優優れれれれ
　 　 　 　 たたたた担担担担いいいい手手手手としてとしてとしてとして成長成長成長成長しししし、、、、
　 　 　 　 計画的計画的計画的計画的････効率的効率的効率的効率的なななな森森森森
　 　 　 　 林整備林整備林整備林整備ができているができているができているができている
   こと   こと   こと   こと

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２

研修の拡充

県農業農村支援課：経営
対策事業の拡充（企業的
経営体育成研修等）

初期投資のさらなる軽減

県産地づくり課：レンタル
ハウス整備事業の見直し

大規模経営の場合には、支援対象となる事業主
体があった時点で予算措置を提案

県農業農村支援課：新
規就農総合対策事業の
拡充（農家体験研修）
県環境農業推進課：農
業大学校研修教育推進
事業（働きながら農業技
術を学べるコースを追
加）

県森づくり推進課：建設
業者とのジョイントに関
する林業事業体の意向
調査

ジョイントに関する意向調
査

県森づくり推進課：人づくり推進事業の拡充

林業参入にあたり、必要な技術研修を建設業からの参入
に対応して、研修の回数や定員を拡大

作業路開設技術や間伐、搬出技術の向上のため、講師を
派遣し現地研修を実施

県森づくり推進課：林業技術出前講座開催事業の創設

県森づくり推進課

参入を希望する建設会社等に対し、不安や問題点等を解消
するために、訪問相談を継続的に実施

県林業改革課・森づくり推
進課：建設業者とのジョイ
ントモデル事業体で実施

技術研修の実施

初期投資の軽減

県園芸流通課：新規就農
者等に対するレンタル用
の新設ハウス整備を支援
県協同組合指導課：参入
する際に利用できる資金
への利子助成

技術研修の実施

県環境農業推進課：農業
大学校研修教育推進事
業（ネット研修や長期研修
等を実施）

Ｐ２１２　林業分野
別図（林３）参照
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連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【建設業建設業建設業建設業のののの新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆○◆○◆○◆○森林整備事業実施森林整備事業実施森林整備事業実施森林整備事業実施のたのたのたのた
　　　　　　　　　　　　めのめのめのめのセミナーセミナーセミナーセミナー等等等等のののの実施実施実施実施、、、、
　　　　　　　　　　　　指導指導指導指導

○○○○ ○○○○

◆◎◆◎◆◎◆◎林業事業体林業事業体林業事業体林業事業体とととと建設業建設業建設業建設業とととと
　　　　　　　　　　　　ののののジョイントジョイントジョイントジョイントのののの支援強支援強支援強支援強
　　　　　　　　　　　　化化化化
　　（　　（　　（　　（公有林公有林公有林公有林のののの活用促進活用促進活用促進活用促進、、、、
　　　　　　　　　　　　ソフトソフトソフトソフト対策対策対策対策、、、、作業道開作業道開作業道開作業道開
　　　　　　　　　　　　設設設設、、、、間伐間伐間伐間伐のののの実施実施実施実施））））

◆★◆★◆★◆★林業用機械初期投資林業用機械初期投資林業用機械初期投資林業用機械初期投資
　　　　　　　　　　　　へのへのへのへの財政支援財政支援財政支援財政支援

○○○○ ○○○○

((((福祉福祉福祉福祉・・・・介護分野介護分野介護分野介護分野)))) ◆◆◆◆土木土木土木土木・・・・建設業建設業建設業建設業をををを含含含含めめめめ
　 　 　 　 介護保険事業介護保険事業介護保険事業介護保険事業へのへのへのへの異異異異
　 　 　 　 業種業種業種業種からのからのからのからの参入参入参入参入はははは見見見見
　 　 　 　 られるがられるがられるがられるが､､､､別会社別会社別会社別会社のののの設設設設
　 　 　 　 立立立立によるものがによるものがによるものがによるものが多多多多くくくく､､､､
　 　 　 　 実態実態実態実態のののの把握把握把握把握はできてはできてはできてはできて
　 　 　 　 いないいないいないいない

◆◆◆◆問問問問いいいい合合合合わせへのわせへのわせへのわせへの対対対対
　 　 　 　 応応応応のみのみのみのみ

◆◆◆◆経営者経営者経営者経営者のののの介護保険介護保険介護保険介護保険
   制度   制度   制度   制度にににに関関関関するするするする理解理解理解理解
   不足   不足   不足   不足

◆◆◆◆専門的人材専門的人材専門的人材専門的人材のののの不足不足不足不足

◆◆◆◆資格取得講習会資格取得講習会資格取得講習会資格取得講習会のののの案案案案
　 　 　 　 内等内等内等内等、、、、情報提供情報提供情報提供情報提供のののの充実充実充実充実

◆◆◆◆福祉福祉福祉福祉・・・・介護分野介護分野介護分野介護分野へのへのへのへの就就就就
　 　 　 　 業促進事業業促進事業業促進事業業促進事業のののの実施実施実施実施

　　　　★★★★福祉福祉福祉福祉・・・・介護人材確保介護人材確保介護人材確保介護人材確保
　　 　　 　　 　　 緊急支援事業緊急支援事業緊急支援事業緊急支援事業のののの実施実施実施実施

○○○○ ○○○○

　　　　

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

○○○○ ○○○○
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【　【　【　【　連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆福祉福祉福祉福祉････介護分野介護分野介護分野介護分野へのへのへのへの
　 　 　 　 進出進出進出進出がががが拡大拡大拡大拡大しているしているしているしている
　 　 　 　 ことことことこと

◆◆◆◆参入参入参入参入したしたしたした企業企業企業企業がががが優優優優れれれれ
　 　 　 　 たたたた担担担担いいいい手手手手としてとしてとしてとして成長成長成長成長
　 　 　 　 することすることすることすること

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

施業地集約化等のソフト対策の強化（合意形成のための
協議や資源調査等）

県林業改革課：森の工場活性化対策事業による支援

県林業改革課・森づくり推
進課：ジョイントモデル事
業体間の調整や問題点
の把握

モデル事業体への支援

作業道開設、間伐への新規参入の促進（林業事業体に
よる技術指導等）

県森づくり推進課：県営林プロポーザル事業の推進

ジョイントを促進するために、県営林を活用した取り組みを市町村有林などを含めた取り
組みに拡大

市町村：県と趣旨を同じくした事業への取組による支援

県林業改革課：森林整備推
進事業・森の腕たち育成事
業

林業用機械導入への支援

情報提供の充実・研修実施

県高齢者福祉課：県商工労働部が実施する新分野支援説明会、研修、セミナー等を通
じて情報提供を実施

福祉・介護分野で就業したことがない者の参入を促進するための就業前研修の実施

補助事業や森林施業計画づくりなど、森林整備事業に必要な事務手続
きなどについて、個別訪問指導やセミナーを開催

県森づくり推進課

施業地集約化等のソフト対策の強化（合意形成のための
協議や資源調査等）

県林業改革課・森づくり推
進課：ジョイントモデル事
業体間の調整や問題点
の把握

作業道開設、間伐への新規参入の促進（林業事業体に
よる技術指導等）

県森づくり推進課：県営林プロポーザル事業の推進

ジョイントを促進するために、県営林を活用した取り組みを市町村有林などを含めた取り
組みに拡大

林業用機械導入への支援

県林業改革課：森の工場活性化対策事業及び路網整備
地域連携モデル事業による支援

林業分野
別図（林１）

参照

Ｐ２１０　林業分野
別図（林１）参照
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Ⅰ 産業間の連携戦略

６ 人材育成・人材確保
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【【【【連携連携連携連携のののの目的目的目的目的】】】】
◆◆◆◆雇用雇用雇用雇用のののの円滑円滑円滑円滑なななな促進促進促進促進などによるなどによるなどによるなどによる若者若者若者若者のののの県内定着県内定着県内定着県内定着
◆◆◆◆県外県外県外県外からのからのからのからのＵＵＵＵJJJJＩＩＩＩターンターンターンターン受入受入受入受入れのれのれのれの促進促進促進促進
◆◆◆◆中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの資源資源資源資源をををを活用活用活用活用したしたしたした就労就労就労就労のののの促進促進促進促進
◆◆◆◆教育分野教育分野教育分野教育分野とととと各産業各産業各産業各産業のののの連携促進連携促進連携促進連携促進

　異業種・異分野から
　新法人設立など

学生

　　　　就職希望者
　　高齢者

　

若年層

　

　　 　　 　　 　　 人材育成人材育成人材育成人材育成
意識啓発、スキルアップ
など、現在の人材を教育
等によってさらに育成す
るもの

連携連携連携連携テーマテーマテーマテーマ【【【【人材育成人材育成人材育成人材育成・・・・人材確保人材確保人材確保人材確保】】】】

（（（（１１１１））））産業教育産業教育産業教育産業教育
・産業界と学校等の連携強化
・専門性を高める研修

（（（（２２２２））））法人経営支援法人経営支援法人経営支援法人経営支援
・事業体の新事業展開や新分
野進出支援
・農業生産法人の設立支援

（（（（３３３３））））中核人材中核人材中核人材中核人材のののの育成育成育成育成
・大学と企業の連携強化によるスキ
ルアップ
・技術指導アドバイザー派遣
・食品加工特別技術支援員の配置

（（（（２２２２））））技術力技術力技術力技術力のののの向上向上向上向上
・技術研修、講座開催
・技術交流の促進
・研修受入れへの支援
・在職者訓練の充実

（（（（４４４４））））経営力経営力経営力経営力のののの向上向上向上向上
・経営計画作成・実行支援
・先導的な取組事例の普及
・マネジメント研修
・専門家派遣
・相談員配置

（（（（１１１１））））雇用雇用雇用雇用・・・・就労支援就労支援就労支援就労支援
・ジョブカフェ機能強化
・就職情報提供

（（（（２２２２）ＵＪＩ）ＵＪＩ）ＵＪＩ）ＵＪＩターンターンターンターンのののの受入受入受入受入れれれれ
・無料職業紹介機能の強化
・移住促進に向けた受入体制の整備

　　　　担担担担いいいい手手手手のののの確保確保確保確保
経営体・事業体への支援
による第一次産業の人材
確保、中山間地域の産業
づくり

自営希望者

　　 　　 　　 　　 就業支援就業支援就業支援就業支援
雇用の円滑な促進や県
外からの人材の受入れな
ど、雇用形態での就業を
支援するもの

新規参入 　　　　安定経営

ＵＪＩＵＪＩＵＪＩＵＪＩターンターンターンターン希望者希望者希望者希望者

（（（（１１１１））））個人経営支援個人経営支援個人経営支援個人経営支援
・企業的経営体の育成                ・仕事＋家＋αをパッケージにして提供
・新規参入者の初期投資の軽減

ＵＪＩＵＪＩＵＪＩＵＪＩターンターンターンターン希望者希望者希望者希望者

ＪＡ出資型法人の立ち上げ
をサポート

レンタルハウスや中古船
リースで取り組みやすい
環境づくり

製造業の基本、機械・金
属や食品加工分野での
プロの技術者を養成

食品加工の技術者から
県を通じてアドバイス

幡多地域へサテライト施設
を設置し全県をカバー

・移住コンシェルジュ
・滞在型市民農園（クラ
インガルテン）
⇒⇒⇒⇒次次次次ののののページページページページ参照参照参照参照

お試し居住で高知
の暮らしを体感
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
（あったか高知で、暮らそうよ・ＵＪＩターン担い手の確保）

都市に住む方、県ゆかりの方、仕事をなくした方 など

県 移住コンシェルジュ
（地域づくり支援課） （仮称／移住ビジネス協議会）

情報発信・相談

市町村等

情報提供・紹介

県庁内、市町村、民間等
中国・四国の各県

○ 田舎暮らしがしたい。
○ 農のある暮らしがしたい。
○ 長期滞在・2地域居住がしたい。

○ 田舎暮らしがしたい。
○ 農のある暮らしがしたい。
○ 長期滞在・2地域居住がしたい。

団塊の世代の方々

など

団塊の世代の方々
など

働きたい。 働きたい。 働きたい。

現役世代の方々
など

現役世代の方々

など

交
流
・
長
期
滞
在

22
地
域
居
住
・
定
住

地
域
居
住
・
定
住

お試し滞在施設

農家・漁家民宿

体験メニュー

生活関連施設

体験ツアー

ｸﾗｲﾝｶﾞﾙﾃﾝ
（滞在型市民農園）

ｸﾗｲﾝｶﾞﾙﾃﾝ
（滞在型市民農園）

農業

指導
菜
園

家

家
菜園＋

PackagePackage
家

菜園＋
家

菜園＋

PackagePackage

整備する

市町村や
NPO等
を支援し

ます。

整備する市
町村を支援

します。

体
験

研
修
（
ス
テ
ッ
プ
1
）

定
着
（
ス
テ
ッ
プ
3
）

実
践
研
修
（
ス
テ
ッ
プ
2
）

窪川アグリ体験塾窪川アグリ体験塾
インターネット学習／「2泊3日のｽｸｰﾘﾝｸ゙ 」

寮研修＋
寮研修＋

PackagePackage

滞在
施設

実践

研修＋
滞在
施設

実践

研修＋

PackagePackage

家

農
地

融資

補助
＋

家

農
地

融資

補助
＋

林業労働力確保支援センター
林業体験研修（1～2 日）
林業就業支援講習（20日間 ）

漁業・漁村生活体験（3～7日）

PackagePackage

家

森林組合
第３セク ター

民間林業会
社へ就職

＋

緑の雇用担い手

対策事業
林業事業 体が担 い手を確

保、育成 する場 合に研修
生の技術 習得な どを支援
します。

基幹林業労働者養成研修
ステップ アップ のための専門的技術・
技能、資 格の取 得を支援します。

新規就業 者のための職業紹介アドバイ
ザーを設 置します。

PackagePackage

家

研修

＋

PackagePackage

家

研修

＋

家

研修

＋

PackagePackage

漁船漁船融資融資

就業に必要な

様々な支援
沿岸漁業改善資金、
漁業後継者資金など

の融資や中古船をリー
スで利用できる仕組
みを作ります。

家

研修

＋

家

研修

＋

家

研修

＋

国の制度を活用した地域
での活動、研修
○「田舎で働き 隊」（ 農林水 産省）
○「地域おこし 協力隊 」（総 務省）
○「集落支援員 」（総 務省）

PackagePackage

農業農業 林業林業 水産業水産業

起業起業

農業大学校や有 機の

がっこうなどで の取
り組みを充実し ます。

新規就農総合
対策事業
研修生へ の手当や受
け入れ農 家への手当

を充実し ます。

新規漁業就業者
支援事業
（研修2年以内）
研修生への手当や指導漁業

者への謝礼金を支給します。

家

農業生産 法人
等への就 職

＋

家

農業生産 法人
等への就 職

＋

JA出資型法人 等

の設立に 向けた
取り組み を支援

します。

家と菜園の

情報をセット
にして提供

空き家等
の情報を

収集

家庭菜園
等ができる

土地の情報
を収集

パッケージ

ツアーにし
て提供

窪川アグリ 体験塾等
の寮付き研修施設を

紹介

実践研修先
と近隣の家

をセットにし
て情報提供

耕作放棄
地等の農地

の活用

レンタルハウス

や就農支援資
金等の利用

新規就農
に必要な
情報をセッ

トにして提
供

就職先と家
の情報をセッ
トにして提供

新規就業に
必要な情報

セットにして
提供

地域へ入る制度

と家の情報をセッ
トで提供

コミュニ ティ

ビジネス 等

○３名程度

○ふるさと雇用再生基金を活用

２地域居住やロングステイも視野に、きめ細やかな
対応で移住等の確実な実現をサポート

２地域居住やロングステイも視野に、きめ細やかな
対応で移住等の確実な実現をサポート

＜企業に就職したい方等への支援＞
ＵＩター ン人材情報システムの登録企業の拡大 等

＜企業に就職したい方等への支援＞
ＵＩターン人材情報システムの登録企業の拡大 等

連携

市町村、ＮＰＯで
の仕組みづくりを

支援します。

相互連携

＜ワンストップ窓口＞
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆単なる卒業後の出口
指導に止まる場合があっ
た

◆地元企業との連携が
やや希薄であった

◆発達段階に応じたキャリア
教育の推進
◎教員の指導力向上

◆◎これまで取り組んできた事
業を「地元企業や他の教育
機関との連携強化」をキー
として再構築

○

◆◎専門性の基礎・基本の確
実な定着に重点を置いた教
育活動の充実

◆教員の資質・指導力の向上
◎専門性を高める企業や大
学への留学制度や研修会
の充実

◆◎施設・設備の充実

○

◆新規高卒者の就職促
進（就職率の向上）

13年度：69.9%
→19年度：88.0%

◆新規高卒者の県外流
出の増加

産業界、行政、学校の
連携した県内就職への取
組が十分でない

◆新規高卒者の県内就職促進

◎企業実習や企業研修等を
通じた学校と産業界、企業
との連携強化

〇

◆農業高校卒業後の農
業自営者が激減

◆農林業体験インターン
シップ

◆林業担い手育成事業

◆若年者の一次産業離
れ

◆担い手の減少

◆◎行政機関、地元企業、教
育機関との連携強化

◆◎1次・１．５次産業関連に係
る教育内容の充実

○ ○

◆海洋高校への入学者
数減少

◆船舶職員養成

◆海洋産業と水産業従
事者の育成

◆海洋高校への入学者
数の減少

◆若者の一次産業離れ
（◆土佐海援丸の老朽
化：H25廃船）

◆★実習船「土佐海援丸」の新
船建造

◆★高知海洋高校の教育課程
の見直し等により魅力化

○

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

１．人材の育成
（１）産業教育

◆専門高校から大学・専
門学校への進学者の増
加

◆新規高卒の就職希望
者のうち県内希望者は６
割以上いるが、県内就職
者の割合が減少

◆県内に専門高校で学
んだ知識・技術などを活
かす求人の不足

◆早期離職率が高い

◆若年者の県外流出が
増加

新規高卒者の就職率は
向上するなかで、県外就
職者は増加し、20年3月
には52％と半数を超過

15年3月：24.8％
→20年3月：52.0％

◆産業教育審議会の開
催

◆インターンシップ推進
事業

◆産業教育民間講師招
へい事業

◆地域産業担い手人材
育成事業

◆高校生スキルアップセ
ミナー

◆保護者対象進路講話

改革の方向
現状 これからの対策
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【 連携テーマ 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆望ましい職業観・人生観
を持った生徒の育成

◆県内企業等に対する認
識の向上

◆産業界、行政、教育界の
連携のしくみ、人材供給体
制の確立により、企業が求
める多様な人材を確保

産業関係学科の学科改変
開始

◆先端技術等の指導の充
実

◆産業関係学科の学科改
変開始

◆産業界、行政、教育界の
連携の強化により企業が求
める人材供給が進展

◆関連資格の取得

◆生徒の学習意欲の高揚

◆即戦力の担い手育成

教育課程等の検討開始 土佐海援丸建造開始

◆目的意識を高く持った生
徒の増

◆３級海技士取得者の増
加
◆各種資格の取得促進な
どにより関連分野への進路
実現

Ｈ２１ Ｈ２３Ｈ２０
目指すべき姿

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

Ｈ２２

教職員を対象としたキャリ
アカウンセリングセミナー
の開催

関係機関との連携強化

社会や産業構造の変
化に対応した学科改変
の検討
施設・設備の充実

専門性を高める企業や
大学への留学制度や研
修会の充実

担い手人材育成事業の創設

産業界：指導者の派遣、
実習受入れ等

県雇用労働政策課（高
等学校課）：地域産業担
い手人材育成事業の実
施（10校）

県雇用労働政策課（高等
学校課）：対象校の拡大
と事業の充実(10校→23
校）

担い手人材育成事業の充実

生徒のモチベーション
を高めるための生産品
認証制度の創設

土佐海援丸設計

農林業インターンシップ
林業担い手育成事業

Ｐ２９５ 商工業分野
別図（商工２４）参照
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆中山間地域では、集落
単位や地域のＮＰＯ、任意
団体・グループなど、比較
的小さな事業体が主体と
なって、「生きがいづくり」
や｢元気づくり｣､ 「地域貢
献」などを目的に、限られ
たエリアで事業展開 して
いる「小さなビジネス」を事
例が数多くみられる

◆小さなビジネスの活動
に対して、県では、地域支
援企画員などを通じ、 地
域の元気づくりや集落の
維持、活性化など、 「地域
づくり」 の視点で、助成や
情報提供、橋渡しなどの
支援を行ってきた

◆高収量・高品質を目的
とした栽培講習会や個別
指導による部会への支援
を農業団体や農業振興セ
ンターが実施

◆篤農家の優れた生産技
術を他の生産者に伝える
県下的な仕組みがなかっ
た

◆★学び教えあう場の仕組み
づくり

○ ○

◆全国的な有機農産物に
対する消費者の関心の高
まり

◆有機農業実践者の育成
と就農支援を実施（有機
のがっこうの支援）

◆生産技術面、流通販売
面共に不安定

◆有機実践農家の情報や
ネットワーク不足

◆計画的な有機農業の普及・
推進、研修受け入れ農家へ
の支援
◎有機農業就農希望者に
対する研修及び就農支
援、就農後の技術及び経
営指導

○ ○

◎有機農業実践農家間の
交流促進、消費者や実需
者との情報交換や交流の
場づくり

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

１．人材の育成
（２）技術力の向上

◆小さなビジネスの多くの
事例は、仲間内の趣味、
生きがい、ボランティアな
どの意識が強い反面、ビ
ジネスとしての意識が薄
い
◆ビジネスに関するノウハ
ウや知識を身につける機
会に恵まれず、十分な収
益をあげることができない
ため､活動が長続きするこ
とが困難である
◆組織が小さく、経営基盤
が弱いため、人手が足り
ず、満足のいく販売促進、
情報発信、ＰＲ活動等がで
きない
◆売れるものを作っても、
販売段階において、地理
的な条件が悪いため、そ
れを売るための「場」の確
保が自力では困難

◆これまで120品目を超え
る園芸作物により、高い品
質とロットの確保、安定的
かつ計画的な供給によ
り、消費地の信頼を確保
し、「高知ブランド」として
の地位を築いてきたが、
近年は系統率の低下など
産地のまとまりが弱まって
いる

◆各品目の生産部会への
参加率が低下傾向

◆園芸品目において、生
産者間、産地間による技
術差がある

◆高知県有機農業推進基
本計画（平成20年5月）を
策定

◆栽培技術のマニュアル
化のため実証ほを設置

◆有機農業実践農家の実
態調査及び消費者の意識
調査を実施

◆有機のがっこう研修生
の就農支援と卒業生の組
織化

◆ＮＰＯ団体等への組織
活動支援

◆有機農業推進年次別推
進計画（平成19～25年）
の策定

改革の方向
現状 これからの対策

◆人的支援体制の強化

◎アドバイザー制度の支援範
囲の拡大

◎工業技術センター等、試験
研究機関との連携の強化

○ ○

Ｐ１６１ 農業分野
別図（農４）参照

Ｐ１６２、１６３ 農業分野
別図（農５・６）参照
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【 連携テーマ 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆担い手が確保され、第一
次産業の強みが維持されて
いる（若者の県内定着、就業
者における生産年齢人口の
増加、就業者数の維持）

◆「学び教えあう場」の設
置数：170ヶ所程度

ナス（Ａ地区）
参加率：100％
10a当たり収量
H20園芸年度：15.6ｔ

↓
H23園芸年度：18t

◆有機農業就農者：
H19：9名 → ５名/年

◆支援体制設置市町村：
H20：６市町村(18%)

↓
H23：17市町村(50%)

◆有機ＪＡＳ認証農家戸数：
H19： ８４戸

↓
H23：１００戸

◆県内消費者の認知度：
H20：５１％

↓
H23：７５％

◆ビジネスに関する専門的
な知識や技術習得すること
で、生産性の向上や販売促
進などの効果につながり、そ
れぞれの事業者等に利益
アップや所得向上をもたらし
ている

目指すべき姿

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

Ｈ２２Ｈ２１ Ｈ２３Ｈ２０

アドバイザー事業の実施
アドバイス体制の拡充検討

県地域づくり支援課：アド
バイザー制度の拡充、支
援体制の検討
（３種類のアドバイザー

配置）
県公設試験研究機関：食
品加工等の支援体制の
強化

事業者：講座への参加、
ノウハウ習得
県産業振興推進部：新
アドバイザー制度の実
施、事業者への周知、現
場の支援体制づくり
県公設試験研究機関：
支援体制の強化

「学び教えあう場」の設置と取組の実践

生産者：自主的な参加と実践
農業団体：「学び教えあう場」の仕組みづくりや産地間交流への主体的な関わり
県園芸流通課(H21～産地づくり課)・環境農業推進課・農振センター：篤農家のほ場に「学び教えあう場」を
設置、生産者が自主的に参加する「学び教えあう場」の仕組みづくりや産地間交流の運営のコーディネート
などによる、生産コストに耐えうる産地の再構築を支援

篤農家のほ場に「学び教
えあう場」を９月から1２
３ヶ所設置、仕組みづくり
（重油高騰の影響が大き
い産地主要品目中心）

篤農家のほ場に「学び教
えあう場」を約５０ヶ所追
加、仕組みづくり（露地、
果樹を含む産地の主要
品目）

篤農家のほ場に「学び教えあう場」を1７0ヶ所程度で継
続、レベルアップ（露地、果樹を含む産地の主要品目）

「学び教えあう仕組みづくり」推進会の設置と運営

生産者・農業団体・県：篤農家、農業団体、県による「学び教えあう仕組みづくり」推進会
の開催（産地単位）

生産者・農業団体・県：各産地の優良事例発表や流通関係
者の講演会等による品目をまたがる産地のレベルアップ
（県域、品目横断）

有機農業就農希望者に対する研修及び就農支援、就農後の技術及び経営指導

生産者：遊休農地・施設等の情報提供、有機農業の技術指導及び研修の受け入れ、就農希望者の視察等
への協力

農業団体：遊休農地・施設等の情報提供、レンタルハウス整備事業等の活用、新規就農者に対する技術及
び経営指導

市町村：遊休農地・施設等のリスト化、窓口の設置
県環境農業推進課：研修受け入れ農家の把握、新規就農希望者等への研修や就農支援、研修受け入れ
農家への支援

県農振センター：技術及び経営指導体制の充実

有機農業実践農家間の交流促進、消費者や実需者との情報交換や交流の
場づくり

消費者：援農活動への参加、有機農産物の購入
生産者：組織活動への参加、有機ＪＡＳ認証の取得
農業団体：有機農業実践農家の組織化支援、有機ＪＡＳ認証取得の推進、有機
農産物の販路拡大

県環境農業推進課：有機農業実践農家の組織化支援、有機ＪＡＳ認証取得の推
進、勉強会や研修の実施

県農振センター：有機農業実践農家の組織化支援、有機ＪＡＳ認証取得の推進、
勉強会や研修の実施 産地化に向けた支援

生産者交流推進会の開催
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆基幹林業技術者の養
成研修

◆技術者養成手法の改善、強
化
◎技術者のＯＪＴの推進

○

◆企業内での訓練が質
的・量的に十分できてい
ない

◆在職者訓練の支援

認定職業訓練校への助
成や高等技術学校での
在職者訓練

◆企業在職者の技術、
技能の向上

中小零細企業では施設
や資金面での制約がある

◆在職者訓練の充実

◎利用者拡大のための事業
主団体への助成充実

◎高等技術学校を活用した
計画的な在職者訓練の
実施

◎機械・金属、食品加工企業
等に対する技術人材の育成

○

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

１．人材の育成
（２）技術力の向上

◆森林資源は成熟しつつ
ある

◆国際的な木材需給の
状況や、地球温暖化の防
止などに対する森林への
関心の高さなどから、国
産材が見直されてきてい
る

◆県産材の生産（資源の
活用）は依然として低調

◆森林の所有規模が小
さく、効率的計画的な生
産活動が停滞

◆林業の担い手が高齢
化・減少している

◆森の工場に取り組む事
業体の掘り起こし

◆作業道整備や機械化、
ＯＪＴの実施など生産シス
テムの改善への支援

◆専従チームによる労働
生産性や工程改善への
支援

◆生産システムを使いこ
なすノウハウが浸透して
いない

◆地形や資源状態など、個々
の森林にマッチする効率的
な作業システムの導入を促
進
○作業道開設や機械導入
への支援

○技術指導
○先導的、模範的な取組事
例のＰＲ

改革の方向
現状 これからの対策

○

Ｐ２７６ 商工業分野
別図（商工５）参照
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【 連携テーマ 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆産業界、行政、教育界の
連携の強化により企業が求
める人材供給が進展

◆産業界、行政、教育界の
連携のしくみ、人材供給体
制の確立により、企業の求
める多様な人材を確保

Ｈ２１ Ｈ２３Ｈ２０
目指すべき姿

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

Ｈ２２

事業体：現地に合う生産
システムの導入 積極的
な設備投資 効率的な生
産システムの習熟
県林業改革課：作業道開
設、高性能林業機械の導
入への支援

作業道や機械導入への
支援

県森づくり推進課：人づくり
推進事業により、林業技術
者の養成を実施

技術者養成研修の実施

業事業体：県の研修と併せ
て緑の雇用担い手育成事
業等を活用した担い手の育
成
森林組合連合会等：事業体
の指導
県森づくり推進課：林業技
術者養成研修の拡充（研修
回数、定員の見直し） 地域
の要望に対応出来る現地
研修制度（林業技術出前講
座）の創設

事業体：積極的に異業種
からの参入を支援
県林業改革課：建設機械
から林業機械へ改良への
支援

Ｐ２１０ 林業分野
別図（林１）参照

技術者養成研修の充実

県林業改革課：普及指導
員による優良事例の紹介
や技術指導

技術指導・先導的な取組
のＰＲ

在職者訓練の実施

高等技術学校：在職者訓
練の実施

高等技術学校：計画的な
在職者訓練の実施による
受講者の拡大

在職者訓練の充実

事業主団体への助成充実

事業主団体：在職者訓練の充実
県雇用労働政策課：認定職業訓練費補助金の拡充

事業主団体への助成

事業主団体：在職者訓練の
実施
県雇用労働政策課：認定職
業訓練費補助金

機械・金属、食品加工企業等に対する技術人材の育成

県工業技術センター：
・専門的技術研修の実施

県工業技術センター：
・専門的技術研修の実施
・食品加工特別技術支援員の配置
・技術指導アドバイザーの派遣

99



連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆Ｕ・Ｉターン就職情報の
提供と無料職業紹介

求職者と求人企業双方
への情報提供と無料職
業紹介（H20～）

◆人材の確保

県内では専門的なスキ
ルを持ち、企業の即戦力
となる人材が不足してい
る

◆専門的なスキルを持った中
核人材の確保

◎大学と企業の連携強化

〇

◎食料産業を支える中核
人材の養成

○ ○ ○

◆生産システムを使いこ
なすノウハウが浸透して
いない

◆森林所有者の「森の工場」
への理解の促進
○提案型集約化施業を実践
できる森林施業プランナー
の育成

○

（４）経営力の向上 ◆○新規認定者の確保と併
せ、認定期間の中間年や
満了を迎える農業者に対
し､進捗状況の確認と達成
への支援

○

◆経営規模拡大による企業
的経営体の育成と優良な
労働力の確保
★経営規模拡大による企業
的経営体の育成

○

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

１．人材の育成
（３）中核人材の育成

◆農業者の高齢化の進
行や後継者の減少に加
え、農家の経営環境の悪
化により、農業生産を担
う人的基盤の脆弱化が進
行

◆年齢や経営規模にか
かわりなく「意欲と能力の
ある者」を「担い手」と位
置づけ、その育成・確保
を進めているところ

◆国の施策の担い手へ
の集中化・重点化方針に
対応し、認定農業者につ
いては、主業農家に占め
る認定農業者割合を全
国平均レベルに引き上げ
ることを目標とした育成・
確保対策
・地域の候補者を認定農
業者に早期に誘導する仕
組みづくり
・認定期間の中間年や満
了を迎える農業者に対
し、進捗状況の確認と達
成への支援強化

◆高齢化や経営環境悪
化等による候補者の減少

◆規模拡大支援の充実

改革の方向
現状 これからの対策

Ｐ１６８ 農業分野
別図（農１０）参照

Ｐ１６８ 農業分野
別図（農１０）参照
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【 連携テーマ 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆認定農業者数
H20：3,666経営体

↓
H23：4,340経営体

◆次世代へ引き継ぐ魅力
ある農業の実現

目指すべき姿
Ｈ２０

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

Ｈ２２ Ｈ２３Ｈ２１

大学、企業との連携強化

県雇用労働政策課：イ
ンターンシップの促進

大学、企業との連携

県雇用労働政策課：イ
ンターンシップの促進と
大学と企業の交流促進
の支援

高知大学：土佐フード
ビジネスクリエーター
人材創出事業の実施
県工業技術センター：
現場実習指導、研修
講師など

食料産業を支える中核人材の養成

食品加工特別技術支援員等の配置

事業体：実務者等の派遣
協力 研修課題取組への
協力体制の整備
森林組合連合会：研修へ
の参加の指導 研修サ
ポート
県森づくり推進課：研修開
催

事業体：研修生の派遣 自
らの経営実態の把握
森林組合連合会：研修の
実施
県森づくり推進課ほか：研
修会の実施支援

森林施業プランナーの育
成（全森連事業）

認定農業者の育成・確保とフォローアップ

生産者：経営改善計画の作成と着実な実行
農業団体（担い手育成総合支援協議会）：計画の進捗状況把握と達成への支援
県農業農村支援課：計画達成への総合的な支援策の充実
県農振センター：計画達成のための指導、助言

企業的経営体の育成

生産者：企業的経営計画の作成と実践
農業団体（担い手育成総合支援協議会）：企業的経営実現のための研修会開催、
地域への専門家の派遣等

県農業農村支援課：企業的経営育成への支援策の充実
県環境農業推進課：企業的経営育成のための個別指導等支援
県農振センター：規模拡大志向農家等リストアップ（Ｈ21～Ｈ23）

先進事例調査(H21)
規模拡大に意欲ある農家への個別指導（Ｈ21～Ｈ23）

Ｐ２７６ 商工業分野
別図（商工５）参照

県工業技術センター：食
品企業への商品開発等
の支援、 技術指導アド
バイザーの派遣
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆高いマネジメント能力
や効率的な生産（伐
採・搬出）システムを
駆使できるノウハウを
備えた林業事業体が
少ない

◆事業体に対するコスト
管理の勉強会などの専従
チームによる経営指導

◆森林組合と建設業者等
とのジョイントに向けた研
修会や勉強会の開催

◆○先導的・模範的な事業体
の取組事例を参考とする普
及、指導

○

◆○経営力強化のための森林
組合の合併促進の支援

○

◆○森林整備支援策の改善

○

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

◆○所得の確保など林業事業
体における就労条件の改善

改革の方向
現状

○

◆経営者を対象としたマネジメ
ント研修の実施
○中長期ビジョン、経営方針
の策定指導

○外部有識者（アシストマ
ネージャー）の派遣によ
る経営の支援

１．人材の育成
（４）経営力の向上

これからの対策

◆優良事例の情報が十分
に活用さ れていない

◆経営者のマネジメント能
力が十分でなかった

◆事業体の中に核となる
人材が十分に育っていな
い

○
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【 連携テーマ 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２２Ｈ２１ Ｈ２３Ｈ２０

◆低価格でも収益を確保
し、森林所有者への還
元も行える競争力を持
った経営能力の高い林
業事業体が効率的な生
産活動を展開している

◆県下の森林組合数 １７

◆年間を通じた安定的な
仕事量が確保されて
いる

目指すべき姿

◆低価格でも収益を確保
し、森林所有者への還
元も行える競争力を持
った経営能力の高い林
業事業体が効率的な生
産活動を展開している

◆県下の森林組合数 ２１

◆年間を通じた安定的な
仕事量の確保に取り組
んでいる

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

先導的な取組を参考とする
指導

県林業改革課：普及指導員
による指導

各森林組合：森林組合長
等幹部職員の研修への参
加
森林組合連合会：研修会
の開催 森林組合の指導
県森づくり推進課：経営ビ
ジョンの策定方法に関する
研修の開催支援

各森林組合：森林組合長等
幹部職員の研修への参加
森林組合連合会：研修会の
開催 森林組合の指導
県森づくり推進課：アクショ
ンプラン策定に関する研修
の開催支援

経営者を対象とした研修の
実施

森林組合：合併に必要な業
務を推進
森林組合連合会：安芸地区
３森林組合を指導し、合併
に向け支援
県森づくり推進課：安芸地
区の３森林組合の合併指
導

森林組合の合併支援

各森林組合：森林組合長等
幹部職員の研修への参加
森林組合連合会：研修会の
開催 森林組合の指導
県森づくり推進課：レビュー
システムの構築手法に関す
る研修の開催支援

森林組合：合併に必要な業
務を推進
森林組合連合会：高幡地区
の３森林組合を指導し、合
併に向け支援
県森づくり推進課：高幡地
区の３森林組合の合併指
導他各森林組合への指導
の継続

森林組合：合併に必要な業
務を推進
森林組合連合会：嶺北地区
の４森林組合を指導し、合
併に向け支援
県森づくり推進課：嶺北地
区の４森林組合の合併指導

森林組合：合併に必要な業
務を推進
森林組合連合会：幡多西部
地区の３森林組合を指導
し、合併に向け支援
県森づくり推進課：幡多西
部地区の３森林組合の合併
指導他各森林組合への指
導継続

県林業改革課：搬出間伐支
援策の中に搬出材積の多
いタイプを追加 基幹作業
道整備、路網グレードアップ
対策を強化

（毎年６森林組合×３年）
森林組合：中期経営ビジョ
ンの策定
森林組合連合会：経営コン
サルの実施とサポート
県森づくり推進課：セミナー
形式による経営コンサルの
実施への支援

中期ビジョン策定の支援

森林整備支援策の改善

事業体：現場の実態から、
制度改善に向けた積極的
な提案
県林業改革課：造林補助申
請システムの変更 各施業
の歩係の点検 標準単価
の随時改正

県森づくり推進課：森林施
業プランナーへのフォロー
アップと、施業集約化、提
案型施業による事業体の
安定的な事業量確保の支
援 林業就労環境改善事
業により、雇用環境や労
働安全衛生の向上の促進

県森づくり推進課：林業就
労環境改善事業による、雇
用環境や労働安全衛生の
向上への指導、支援

事業体の就労環境の充実

搬出間伐支援策の拡充

四国森林管理局：国有林の
活用
市町村：市町村有林の活用
県森林部関係各課：四国森
林管理局等や市町村との
協議など連携を強化する

国有林等との連携強化に
よる通年就労の促進
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆経営体の多くは零細
で、いわゆるドンブリ勘
定
◆延滞債務の増加が漁
業経営を圧迫
◆漁協に経営指導の意
識が欠如
◆赤潮や魚病等による
被害が養殖経営を圧迫

◆一部の漁業者を対象
とした漁業経営指導協
会等による経営指導

◆養殖共済制度の普及
と掛金の助成（3年間限
定）

◆漁業者の希薄な経営
意識

◆経営指導を担う漁協
職員が不在

◆従来の経営指導は対
象や効果が限定的

◆養殖業者の共済掛金
に対する割高感

◆組合員に対する経営指導
体制を整備
◎経営指導を担う相談員
の配置

◎相談員のレベルアップ
を支援

○

◆県において、意欲を持っ
た漁業者などの把握がで
きていない

◆地域活性化的な取組や
活動に対する支援を中心
に実施

◆試験研究機関による製
品開発試験等による支援

◆意欲のあるリーダーな
どの人材が不足

◆グループ育成のコンセ
プトに経営的視点までが
視野になかった

◆製造設備等生産資源の
不足

◆★零細な加工事業者の意識
と行動の経営的視点への
誘導

◆★零細な加工事業者への商
品開発から販売までの取
組を総合的に支援 ○ ○ ○

◆商工会等を通じた小規
模企業者の経営改善指導

◆経営者の経営力向上等
への支援・経営革新塾や
各種セミナーの開催

◆過疎化・高齢化による
消費購買力の低下

◆消費行動の広域化によ
る地元離れ

◆新商品の開発や新たな
販売手法の導入など域外
への販路拡大の推進

◆消費者ニーズに応じた商業
の展開・促進
◎商業者の経営革新への取
組の推進

○

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

１．人材の育成
（４）経営力の向上

○

◆本県の産業構造は、公
共事業依存の色彩が強
く、特に、中山間地域で
は、その比重は高く、こうし
た産業が雇用の大きな受
け皿になっている。 しかし
ながら、公共事業の削減
に伴い、地域の建設業や
製造業の経営状況は厳し
く、こうした業種を中心に
地域企業の新たなビジネ
ス展開が必要になってい
る

◆一方、中山間地域で
は、有効に活用されていな
い農地や山林などの貴重
なビジネス資源、生産資
源が多く存在しており、こう
した資源をいかに活用す
るかが、産業づくりの大き
な鍵を握っている

◆これまで、建設業の新
分野進出支援について
は、商工労働部（雇用労
働政策課雇用対策チー
ム）が、「建設業新分野進
出支援グループ」の 活動
等を通じて、支援事業説
明会の開催や訪問調査を
実施するなど､建設業者に
対する相談、情報提供な
どの支援を行ってきた

◆平場の地域に比べ、輸
送コストや道路事情など、
ビジネス条件が悪い中山
間地域で､新たに事業展
開するには、リスクが高
く、これまではあまり積極
的には行われなかった

◆新たに事業を展開する
には、設備投資などに多
額の資金が必要となり、経
営基盤が脆弱な地域企業
や新たなに創業する事業
者にとって、二の足を踏ん
でいる状況である

◆小売り販売額は平成9
年から、事業所数、従業者
数は平成11年から減少が
続いている

◆卸売り業売上高、事業
所数、従業員数は平成11
年をピークに減少傾向

◆高知市勤労世帯の可処
分所得は平成13年以降減
少傾向

◆ビジネス意識の向上と経営
の知識、ノウハウの習得に
向けた取組の推進

◎地域でのネットワークや情
報交流会の実施

★ビジネスの基礎知識の習
得のための講座等の開設

○

改革の方向
現状 これからの対策
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【 連携テーマ 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆記帳を行うモデル経営体
の選定と実践

◆養殖共済の加入率を全国
平均まで引上げ
（３６％→５６％）

◆記帳を行うモデル経営体
の拡大

◆企業的な漁業経営への移
行

◆他の地区のモデルとなる
起業グループを複数育成

◆高付加価値化起業の条件
を備えた漁村地域には、少
なくとも各１グループを育成

◆地域資源を活かした商品
の販売ルートの拡大

◆消費者ニーズに対応して
魅力向上に取り組む商店の
増加

◆外貨獲得に取り組む商業
者や消費者に支持される商
業者が増加し、地域商業が
活性化

◆小さなビジネスの実践者
の意識が前向きに変化し、
意欲的になるとともに、地域
内で波及効果を及ぼし、各
地域でビジネスの芽が芽生
える

◆小さなビジネスの取組が、
中山間地域のビジネスモデ
ルとして確立され、高齢者の
所得の向上や、ＵＩ ターン等
の雇用の受け皿となる

Ｈ２０
目指すべき姿

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

Ｈ２２Ｈ２１ Ｈ２３

重点指導事業の充実

商工会等：経営革新等
に取り組む意欲ある商
業者に対し、重点的な
指導支援を実施

県経営支援課：連合会
等と連携し、商工会等
に対し、指導助言を実
施

県経営支援課：小規模事業
経営支援事業費補助金制
度の拡充
商工会連合会等が実施す
る経営指導員の資質向上
を図る研修会を支援

研修会の実施

経営指導を担う相談員の配置

県漁協：組合員の指導を
担う相談員5名を配置

県漁協：相談員を27名に
増員し、指導体制を強化

相談員のレベルアップを支援

県海洋政策課(H21～合併・流通支援課)：相談員の研修等を通じたレベルアップを支援

浜加工グル－プの意識と行動の経営的視点への誘導

浜加工グループ：グループ化に向けた活動強化・意識の醸成、ビジネス感覚や営業ノウハ
ウの習得（経営的視点への意識の転換による行動変革）
漁協・市町村・県漁業指導所：新たなグループの掘り起こし、グループ化の推進
県合併・流通支援課：先進地との交流会・講演会の開催（リーダー、中核的人材の育成）、
経営アドバイザーや専門家による事業計画づくり等の個別指導による支援

基礎講座、セミナーの創
設

商工会議所等：講座への
協力（講座の運営、実施
など）
県産業振興推進部：実施
体制づくり

県地域づくり支援課：ネット
ワーク組織や交流会の開
催 （ブロックごと）

地域ネットワーク、情報交
流
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆若年離職者の就業促進

◎ジョブカフェの機能強化と
自立支援機関や国との連
携による就職促進

〇

◎市町村が行う地域密着型
の人材育成の取組を支援

〇

◆地域における新たな受け皿
の確保

◎市町村が行う新たなサー
ビスの創造による地域の
雇用創出の取組支援

〇

◆Ｕ・Ｉターン就職情報の
提供と無料職業紹介の
実施

求職者と求人企業双方
への情報提供と無料職
業紹介（Ｈ20～）

◆就職支援情報

国、県、民間等が支援
情報をそれぞれ発信して
いるが、県民には、窓口
が多く情報が十分活用さ
れていない

◆求人求職情報の利便性の向
上
★専用ポータルサイトの設置
と関係機関とのリンク強化
による情報の円滑な提供

〇

◆林業の担い手が高齢
化・減少している

◆基幹林業技術者の養
成研修

◆県営林を活用した新規
就業者の確保

◆林業体験教室の実施

◆無料職業紹介や就業
面談会の実施

◆就労条件などの職場
改善が進んでいない

◆就業希望者へ就業条
件などの提示が不明瞭で
あった

◆○就業希望者向けの林業体
験の実施

◆◎就業希望者へのＰＲ方法
の改善

○

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

２．就業支援
（１）雇用・就労支援

◆就業者は減少し失業
率も高い(国勢調査7年→
17年）
・人口816千人→796千人
（▲20千人）
・就業者410千人→370千
人（▲40千人）
・失業率(17年)県7.9％、
全国6.0％
・若年者の失業率(17年)
県11.7％、全国8.5％

◆有効求人倍率は低く雇
用情勢は厳しい
19年度平均
県0.50倍 全国1.02倍

◆ニート、フリーターが多
く存在
ニート 3,230人
（17年国勢調査）

ﾌﾘｰﾀｰ12,400人（14年
就業構造基本調査）

◆雇用情勢が厳しい中、
せっかく求人があっても
就職に結びついていない
雇用のミスマッチも生じて
いる

20年4月
有効求人数8,521人
→就職件数1,371人

◆ジョブカフェこうちを中
心とする若年者の就業促
進

利用促進、相談機能充
実と就職支援
19年度：来所10,561人

相談4,072人
就職385人

◆若年離職者の就業支
援の強化

ジョブカフェの認知度
が不足
国、県、市町村や各支

援機関の連携が弱い

改革の方向
現状 これからの対策
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【 連携テーマ 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆産業界、行政、教育界の
連携の強化により企業が求
める人材供給が進展

◆産業界、行政、教育界の
連携のしくみ、人材供給体
制の確立により、企業の求
める多様な人材を確保

◆林業担い手
１，５６０人

◆担い手が確保され、第一
次産業の強みが維持され
ている（若者の県内定着、
就業者における生産年齢
人口の増加、就業者数の
維持）

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２３

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

Ｈ２２
目指すべき姿

ジョブカフェの機能強化

県雇用労働政策課（生
涯学習課）：ジョブカフェ
と若者サポートステー
ションとの連携

県雇用労働政策課：幡多
地域へジョブカフェこうち
のサテライト設置

若者自立支援機関との
連携

県全域への普及

県雇用労働政策課：国の
制度を活用した取組の県
全域への普及

市町村の人材育成の支
援

市町村：新パッケージ事
業による人材育成、就業
促進

県雇用労働政策課：市町
村の人材育成の支援

労働力確保支援センター：
就業者アドバイザーによる
雇用情報の収集強化 ホー
ムページの充実等による広
報の強化 就業希望者向け
の林業体験研修 林業就業
相談の実施
県森づくり推進課：労働力
確保支援センターと協力し、
雇用情報の収集 適時の学
校訪問等広報の強化

就業希望者への支援充実

労働力確保支援センター：
雇用情報の収集 ホーム
ページによる広報 就業希
望者向けの林業体験研修
及び林業就業相談会の実
施
県森づくり推進課：労働力
確保支援センターと協力
し、雇用情報の収集、広報
活動

就業希望者への支援

Ｐ２９６ 商工業分野
別図（商工２５）参照

就職情報の利便性の向上

県雇用労働政策課：
「高知しごとネットの開
設

Ｐ２９７ 商工業分野
別図（商工２６）参照

市町村：「あったかふれ
いセンター」の設置によ
る雇用の創出

県地域福祉部：国の「ふ
るさと雇用再生特別交
付金」の活用による市町
村の取組への支援

市町村が行う地域雇用
創出の取組への支援
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆Ｕ・Ｉターン就職情報の提
供と無料職業紹介の実施

求職者と求人企業双方
への情報提供と無料職業
紹介（Ｈ20～）

◆人材の確保

県内では専門的なスキ
ルを持ち、企業の即戦力と
なる人材が不足している

◎県のＵ・Ｉターン無料職業紹
介機能の強化

〇

◆お試し居住施設整備

◆情報の発信

◆地域での受入体制が弱
い（空き家確保）

◆他地域と差別化したＰＲ

◆民間ビジネスとしての仕
組みの構築が必要

◆移住・交流促進の強化
★滞在型市民農園の整備
◎受入体制の整備
◎効果的な情報発信
★移住ビジネスの検討

〇 〇

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

改革の方向
現状 これからの対策

２．就業支援
（２）ＵＪＩターンの受入れ
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【 連携テーマ 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆産業界、行政、教育界の
連携の強化により企業等が
求める人材供給が進展

◆産業界、行政、教育界の
連携のしくみ、人材供給体制
の確立により、企業等の求
める多様な人材を確保

Ｈ２２
目指すべき姿

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２３

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

無料職業紹介の開始

県雇用労働政策課：ＵＩ
ターン無料職業紹介の
開始、相談会の実施

無料職業紹介の機能強化

県外事務所：ＵＩターン無
料職業紹介の開始、相
談会の実施、登録企業・
人材の拡充

地域づくり支援課：中長
期滞在施設整備 （お試
し居住）、県外での説明
会、ＨＰによるＰＲ

地域づくり支援課：滞在
型農園の整備、「住宅」
「生産基盤」「生産技
術」をパッケージ化した
仕組みづくりと情報提
供、民間ビジネスの検
討

移住・交流促進の強化移住・交流促進

Ｐ１１８
別図（人１）参照
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆高齢化や経営環境悪化
等による候補者の減少

◆規模拡大支援の充実

◆経営規模拡大による企業
的経営体の育成と優良な
労働力の確保
◎優良な労働力の確保

○

◆後継者対策等として、新
規就農や農業以外の分野
からの新規参入に重点を
おいた取組を推進

◆新規就農者は、世代交
代による主業農家数の維
持に必要な数(年間150人)
を目標とした確保対策

◆営農定着に至る各段階
で、資金・技術・情報面で
の総合的な支援

◆新規就農の経営環境悪
化等による伸び悩み

◆研修支援等の強化

◆ＪＡによる農業経営への
参画

◆◎市町村での実践研修や
遊休ハウスの活用等に対
する支援

○

◆お試し居住施設整備

◆情報の発信

◆地域での受入体制が弱
い（空き家確保）

◆他地域と差別化したＰＲ

◆民間ビジネスとしての仕
組みの構築が必要

◆◎移住・交流促進の強化
○受入体制の整備
○効果的な情報発信
○移住ビジネスの検討

【再掲】
〇 〇

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

◆国の施策の担い手への
集中化・重点化方針に対
応し、認定農業者につい
ては、主業農家に占める
認定農業者割合を全国平
均レベルに引き上げること
を目標とした育成・確保対
策
・地域の候補者を認定農
業者に早期に誘導する仕
組みづくり
・認定期間の中間年や満
了を迎える農業者に対し、
進捗状況の確認と達成へ
の支援強化

◆農業者の高齢化の進行
や後継者の減少に加え、
農家の経営環境の悪化に
より、農業生産を担う人的
基盤の脆弱化が進行

◆年齢や経営規模にかか
わりなく「意欲と能力のあ
る者」を「担い手」と位置づ
け、その育成・確保を進め
ているところ

認定農業者数
H19：3,563経営体

３．担い手確保
（１）個人経営支援

改革の方向
現状 これからの対策

Ｐ１６８ 農業分野
別図（農１０）参照

Ｐ１６８ 農業分野
別図（農１０）参照
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【 連携テーマ 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆認定農業者数
H20：3,666経営体

↓
H23：4,340経営体

◆担い手が確保され、第一
次産業の強みが維持されて
いる（若者の県内定着、就業
者における生産年齢人口の
増加、就業者数の維持）

◆新規就農者数
年間１５０人

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

Ｈ２３
目指すべき姿

Ｈ２２Ｈ２１Ｈ２０

地域づくり支援課：中長
期滞在施設整備 （お試
し居住）、県外での説明
会、ＨＰによるＰＲ

地域づくり支援課：滞在
型農園の整備、「住宅」
「生産基盤」「生産技
術」をパッケージ化した
仕組みづくりと情報提
供、民間ビジネスの検
討

移住・交流促進の強化移住・交流促進

企業的経営体の育成

生産者：企業的経営計画の作成と実践
農業団体（担い手育成総合支援協議会）：企業的経営実現のための研修会開催、
地域への専門家の派遣等

県農業農村支援課：企業的経営育成への支援策の充実
県環境農業推進課：企業的経営育成のための個別指導等支援
県農振センター：規模拡大志向農家等リストアップ（Ｈ21～Ｈ23）

先進事例調査(H21)
規模拡大に意欲ある農家への個別指導（Ｈ21～Ｈ23）

企業的経営体と優良な労働力のマッチング
農業団体（農業会議）：
求人を希望する法人を
農業会議に登録し、新
規就農者等をあっせん

農業団体（農業会議）：求人を希望する法人に加え規模拡大志向農家を登録
農業技術をもった雇用希望者も登録し、求人と雇用のマッチングを図る

県農業農村支援課：
農業技術をもった者
を確保できる仕組み
づくり

農業農村支援課：労働力確保・あっせんのシステム稼動へ
の支援

県農業農村支援課：研修生受け入れ農家への支援策の充実
県農業大学校：働きながら農業技術を学べる研修コースを追加

優良な労働力の確保

実践研修の支援 研修の拡充

生産者：研修生の受け
入れ

県農業農村支援課：就
農予定地の市町村で
実践研修を行う研修
生を支援

生産者：研修生の受け入れ（受入先の拡充）
県農業大学校研修課：長期研修の中に農家体験研修を追加
県農業農村支援課：研修生への支援の充実と研修受入農家等への支援の創設

遊休ハウスの活用

農業団体（県農業公社）：遊休ハウス等の情報を収集し、就農希望者に情報提供
県農業農村支援課：遊休ハウス等の情報収集活動への支援

初期投資の軽減 初期投資のさらなる軽減

県園芸流通課：新規
就農者等に対するレ
ンタル用の新設ハウ
ス整備を支援

県協同組合指導課：
就農する際に利用で
きる無利子の資金の
貸付

県産地づくり課：中古ハウスを修繕してハウスをレンタルするメニューを追加

Ｐ１１８
別図（人１）参照
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

◆県単独事業による森
林所有者への間伐等
の支援

◆林業の担い手が高齢
化・減少している

◆漁業就業者数はH5から
の10年間で約30％減少

◆新規漁業参入者はH15
年19名、H16年23名、H17
年22名、H18年25名、H19
年41名

◆過去３年間の新規就業
者の前職は、サラリーマン
からの転職なども多い（40
歳以上49名、30歳台19
名、30歳未満20名）

◆支援事業で確保した漁
業者12名（平均年齢34歳）
は中堅漁業者として定着

◆若齢者の確保に重点

◆漁業就業支援事業の実
施（生活費と技術指導へ
の支援）

◆新規就業時の支援（制
度資金による支援）

◆漁業の魅力が大きく低
下（魚価安、資源減少、3K
イメージ）

◆新規就業時のハードル
（漁労技術、初期投資、漁
村環境）の高さ

◆一部の地域を除き、市
町村、漁協の受入体制の
不備

◆漁業の担い手の確保
◎新規参入を促進する仕組
みの充実

★幅広い世代からの漁業
就業者の確保

◎新規就業者が住みやす
く、働きやすい環境づくり

３．担い手確保
（１）個人経営支援

◆自伐林家等による生産を促
進
★小規模な生産活動を支援

する仕組みの創設
★副業型林家の育成

○

改革の方向
現状 これからの対策

○
Ｐ２４２ 水産業分野
別図（水３）参照
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【 連携テーマ 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆担い手が確保され、第一
次産業の強みが維持されて
いる（若者の県内定着、就業
者における生産年齢人口の
増加、就業者数の維持）

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

Ｈ２１Ｈ２０ Ｈ２３
目指すべき姿

Ｈ２２

◆幅広い世代から就業者を
確保
（後継者確保から担い手の

確保へ）
◆「年間22名程度（H15～
H18平均）の新規就業者を確
保

小規模な生産活動の支援

自伐林家：生産活動への積
極的な取組
森林組合：管轄内の自伐林
家支援に積極的に参画
県林業改革課：森林組合を
介した収集、仕分け、販売
への支援

副業型林業への技術支援

自伐林家等：制度の積極的
な活動による森林整備の促
進
森林組合：技術指導での協
力
県森づくり推進課：地域の
要望に対応出来る現地研
修（林業技術出前研修）の
実施

Ｐ２１１ 林業分野
別図（林２）参照

Ｐ２１２ 林業分野
別図（林３）参照

新規漁業就業者の確保
若者を対象とした漁業研
修や生活支援

漁業者、漁協：新規就業者が自立するための支援、指導。地域住民による精神面での支援
市町村：若者の定住促進、ＵＩターン者の確保のための住環境整備
県漁港漁場課：市町村による生活環境整備への支援

幅広い世代からの漁業就業者の確保の推進

新規就業者が住みやすく、働きやすい環境づくり

新規参入を促進する仕組みの充実

漁業者、漁協：地域内での働きかけや地域外からの勧誘の積極的な実施
市町村：漁協と一体となった担い手確保活動の実施やＵＩターン者情報の収集
県漁業振興課：就業意欲を高めるための情報提供やＰＲ

漁協：指導者の確保、中古船取得制度の仕組みへの関与、准組合員制度の活用
市町村：中古船取得制度の仕組みへの関与と財政支援
県水産政策課：制度資金の拡充
県漁業振興課：研修制度の充実・生活支援・技術指導、中古船取得支援
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆後継者対策等として、新
規就農や農業以外の分野
からの新規参入に重点を
おいた取組を推進

◆異業種からの農業参入
支援
・支援制度等の情報発信
や相談対応
・地元調整や各課題への
対応支援
・栽培技術等の向上や資
金等の確保に向けた支援

◆事前の地元調整や農
地、技術、労働力、資金等
の確保

◆◎異業種からの農業参入
支援

○

◆★ＪＡ出資型法人の設立を
強力にサポート

○

◆林業の担い手が高齢
化・減少している

◆就労条件などの職場改
善が進んでいない

◆就業希望者へ就業条件
などの提示が不明瞭で
あった

◆○所得の確保など林業事業
体における就労条件の改善

【再掲】

◆★経営者を対象としたマネジ
メント研修などによる職場改
善の促進支援

○

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

◆本県の産業構造は、公
共事業依存の色彩が強
く、特に、中山間地域で
は、その比重は高く、こうし
た産業が雇用の大きな受
け皿になっている。 しかし
ながら、公共事業の削減
に伴い、地域の建設業や
製造業の経営状況は厳し
く、こうした業種を中心に
地域企業の新たなビジネ
ス展開が必要になってい
る

◆一方、中山間地域で
は、有効に活用されていな
い農地や山林などの貴重
なビジネス資源、生産資
源が多く存在しており、こう
した資源をいかに活用す
るかが、産業づくりの大き
な鍵を握っている

◆これまで、建設業の新
分野進出支援について
は、商工労働部（雇用労
働政策課雇用対策チー
ム）が、「建設業新分野進
出支援グループ」の 活動
等を通じて、支援事業説
明会の開催や訪問調査を
実施するなど､建設業者に
対する相談、情報提供な
どの支援を行ってきた

◆平場の地域に比べ、輸
送コストや道路事情など、
ビジネス条件が悪い中山
間地域で､新たに事業展
開するには、リスクが高
く、これまではあまり積極
的には行われなかった

◆新たに事業を展開する
には、設備投資などに多
額の資金が必要となり、経
営基盤が脆弱な地域企業
や新たなに創業する事業
者にとって、二の足を踏ん
でいる状況である

◆新事業展開や新分野進出を
後押しするための支援制度
の充実
★資金面から支援できる助
成制度の創設

◆ジョイント化など異業種から
の参入の促進
★技術研修などソフト対策
の強化

◎ハード支援の実施
○

改革の方向
現状 これからの対策

３．担い手確保
（２）法人経営支援

Ｐ１６８ 農業分野
別図（農１０）参照

Ｐ１６９ 農業分野
別図（農１１）参照
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【 連携テーマ 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆新規就農者数
年間１５０人

◆ＪＡ出資型法人数
Ｈ23：５法人

◆効率的な林業生産活動
を行うことが出来る優れ
た担い手が育成されて
いる

◆林業担い手
１，５６０人

◆中山間地域で農地や山林
を活用しながら、新事業を展
開したり、新分野に進出する
事業体が増加し、ビジネスモ
デルとなる事業者が現出す
る

◆低価格でも収益を確保し、
森林所有者への還元も行え
る競争力を持った経営能力
の高い林業事業体が効率的
な生産活動を展開している

Ｈ２２
目指すべき姿

Ｈ２１ Ｈ２３Ｈ２０

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

◆担い手が確保され、第一
次産業の強みが維持されて
いる（若者の県内定着、就業
者における生産年齢人口の
増加、就業者数の維持）

職場改善の促進

森林組合：職場改善の実施
森林組合連合会：森林組合の指導
県森づくり推進課：マネジメント研修等を通した職場改善指導

県森づくり推進課：森林施業プランナーへのフォローアップと、施業集約化、提案型施
業による事業体の安定的な事業量確保の支援 林業就労環境改善事業により、雇用
環境や労働安全衛生の向上の促進

県森づくり推進課：林業就労
環境改善事業による、雇用
環境や労働安全衛生の向
上への指導、支援

事業体の就労環境の充実

総合補助金の内容検討

県地域づくり支援課：総合補
助金のメニューとして助成事
業の創設、関係者への周知

総合補助金の創設

事業者：補助金の活用、施設、設備等の整備
市町村：新事業展開、新分野進出へのバックアップ体制の充実
県産業振興推進部：新事業展開現場での実施体制の充実

森林整備事業への積極的
な参入の促進

事業体：ジョイントへの協力
参入事業体：積極的なチャ
レンジ 林業事業体との協
調 技術習得 林業事業体
への協力要請
県森づくり推進課：県営林を
活用した参入者の森林整備
試行
県林業改革課：作業システ
ム試行への支援 ジョイント
による小規模モデル団地形
成へのソフト支援

林業事業体：新規参入者へ
の技術指導
県林業改革課：林業事業体
による異業種参入者への技
術指導（作業道・間伐） 建
設機械から林業機械に改良
への支援

円滑な参入に向けた支援

農業団体（担い手育成総合支援協議会）：経営計画の作成支援、企業が主体となり計画を進めていくように意識
づけ、円滑な参入のための地元調整支援

研修の拡充

県農業農村支援課：研修生受け入れ農家への支援策の充実
企業的経営育成への支援策の充実

県農業大学校：働きながら農業技術を学べるコースを追加

初期投資の軽減 初期投資のさらなる軽減

県園芸流通課：新規就
農者等に対するレンタ
ル用の新設ハウス整
備を支援

県協同組合指導課：
参入する際に利用で
きる資金への利子助
成

県産地づくり課：中古ハウスを修繕してハウスをレンタルするメニューを追加
県農業農村支援課：大規模経営の場合には、支援対象となる事業主体があった時点
で予算措置を提案

技術研修の支援

県農業大学校：ネット
研修や長期研修等
を実施

支援の準備 設立に向けた支援

農業団体、県農業振
興部：設立マニュアルの作
成

農業団体：先進事例調査、組合員等関係者の合意形成
県農業農村支援課：法人設立へのＪＡの取組の支援
県農振センター：経営計画の作成支援、技術指導

初期投資の軽減 初期投資のさらなる軽減
県園芸流通課：新規就
農者等に対するレンタ
ル用の新設ハウス整
備を支援

県産地づくり課：中古ハウスを修繕してハウスをレンタルするメニューを追加
県農業農村支援課：大規模経営の場合には、支援対象となる事業主体があった
時点で予算措置を提案
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連携テーマ【人材育成・人材確保】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

○

◆本県の産業構造は、公
共事業依存の色彩が強
く、特に、中山間地域で
は、その比重は高く、こうし
た産業が雇用の大きな受
け皿になっている。 しかし
ながら、公共事業の削減
に伴い、地域の建設業や
製造業の経営状況は厳し
く、こうした業種を中心に
地域企業の新たなビジネ
ス展開が必要になってい
る

◆一方、中山間地域で
は、有効に活用されていな
い農地や山林などの貴重
なビジネス資源、生産資
源が多く存在しており、こう
した資源をいかに活用す
るかが、産業づくりの大き
な鍵を握っている

◆拠点組織の経営力アップと
人材育成

★セミナー、研修会の開催
◎専門家や有識者等のよる
実践指導（産業再生アド
バイザー制度の拡充）

◎地域支援企画員を通じた
情報提供、橋渡し機能の
充実

○ ○

３．担い手の確保
（２）法人経営支援

◆これまで、建設業の新
分野進出支援について
は、商工労働部（雇用労
働政策課雇用対策チー
ム）が、「建設業新分野進
出支援グループ」の 活動
等を通じて、支援事業説
明会の開催や訪問調査を
実施するなど､建設業者に
対する相談、情報提供な
どの支援を行ってきた

◆平場の地域に比べ、輸
送コストや道路事情など、
ビジネス条件が悪い中山
間地域で､新たに事業展
開するには、リスクが高
く、これまではあまり積極
的には行われなかった

◆新たに事業を展開する
には、設備投資などに多
額の資金が必要となり、経
営基盤が脆弱な地域企業
や新たなに創業する事業
者にとって、二の足を踏ん
でいる状況である

◆事業者の必要に応じたアド
バイザーの派遣
◎アドバイザー制度の支援
範囲の拡大（再掲）

○

◆県の試験研究機関や専門機
関等との連携

◎技術指導の実施
◎情報提供の充実

○

改革の方向
現状 これからの対策
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【 連携テーマ 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆担い手が確保され、第一
次産業の強みが維持されて
いる（若者の県内定着、就業
者における生産年齢人口の
増加、就業者数の維持）

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

◆県の試験研究機関や専門
機関の支援ノウハウやシス
テムが確立され、事業者の
ニーズに応えられるようにな
る

◆新分野の技術やノウハウ
を習得することで、事業が軌
道に乗り、利益と雇用を生む
成功事例が生まれる

Ｈ２２Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２３
目指すべき姿

経営セミナーの創設

市町村：拠点組織への
バックアップ体制の充実
拠点ビジネス組織：講座
への参加、経営革新、経
営力の向上
県産業振興推進部：アド
バイザー制度の周知、現
場の支援体制の整備

連携体制の構築

県地域づくり支援課：工業
技術センター等の公設試
験研究機関との調整、商
工労働部との協働体制の
構築（建設業支援等）
農業、林業分野等の専門
組織との協力体制の構築

アドバイザーの実施

県産業振興推進部：アドバ
イザー制度の周知、現場
の支援体制の整備
県公設試験研究機関：新
分野進出事業者への支援
体制の強化

アドバイス体制の確立 アドバイザー事業の実
施

県地域づくり支援課：アド
バイザー制度の拡充、支
援体制の検討
（３種類のアドバイザー

配置）
県公設試験研究機関：食
品加工等の支援体制の
強化

事業者：講座への参加、
ノウハウ習得
県産業振興推進部：新ア
ドバイザー制度の実施、
事業者への周知、現場
の支援体制のづくり
県公設試験研究機関：
支援体制の強化
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都市住民 等（県出身者、アンテナショップ利用者、農業研修受講者 等）

地域住民 等

体験型
（農園・作業小屋）

滞在型
（農園・滞在施設）

２地域居住型
（農園・居宅）

四国内 中国・関西 関東 等

NPO 農家 加工
グループ

学校
アンテナ
ショップ

・作業小屋は宿泊
も可能

クラインガルテン

・３泊or６日/月程度

の滞在を条件に
・年の１／４～１／２
程度の滞在

～農を感じる～ ～農を楽しむ～ ～農を拓く～

高知の
独自性

市
町
村
等

県

地域支援
企画員

仕組みづくりをサポート

お試し滞在

管理・運
営

農業指導 連携

交 流

県外
事務所

アピール

整備支援

農家
民宿

研修
機関 サポート

＜イメージ図＞

クラインガルテン整備の概要

＜課題＞
・生活面、農業面での受入れの仕組みづくり
・他地域との差別化するための高知の
独自性

・効果的な都市部へのアピールの方法

＜効果＞
・移住・長期滞在の地として、高知のブランド
化が図られる

・地域づくりや農業の担い手づくりにつながる
・地域の産業興しの起爆剤になる可能性が
ある

＜背景＞
・田舎暮らしや農のある暮らしを希望される
方の増加

・食の安心・安全への関心の高まり
・移住・長期滞在先としての他地域との
差別化の必要性

別図（人１）
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Ⅱ 専門分野の成長戦略

１ 農業分野
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【　【　【　【　農業分野農業分野農業分野農業分野　】　】　】　】

売売売売れるれるれるれる米米米米づくりづくりづくりづくり　【　【　【　【品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略】】】】

　地域特性を活かした売れる米づくりの推進

・高品質・安定生産とコスト低減の取組

・南国そだちを核とした早期米の販売

　促進活動への支援

土佐茶産地土佐茶産地土佐茶産地土佐茶産地のののの再構築再構築再構築再構築　【　【　【　【品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略】　】　】　】　

・「土佐茶」の販売推進体制の構築　　　　　　　　　〔土佐茶販売対策協議会(仮称)への支援〕

・茶園を維持し生産を継続できる体制づくり　　　　〔生産から流通・販売までの対策への支援を強化〕

畜産畜産畜産畜産のののの振興振興振興振興　【　【　【　【品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略】】】】

・酪農　〔効果的な乳量・乳質改善の取組〕　　　　　・土佐ジロー　〔飼養羽数５万羽生産流通体制への支援〕

・肉用牛　〔土佐和牛ブランドの再構築〕　　　　　　 ・土佐はちきん地鶏　〔２０万羽（Ｈ25）生産体制への支援〕

・養豚　〔飼料米給与による畜産物のブランド化〕　・畜産における生産コストの低減対策〔飼料自給率の向上、家畜衛生対策の強化〕

畜畜畜畜
産産産産

高 知 県 高 知 県 高 知 県 高 知 県 の の の の 農 業 振 興農 業 振 興農 業 振 興農 業 振 興

茶茶茶茶

園園園園
芸芸芸芸

米米米米

ＩＰＭＩＰＭＩＰＭＩＰＭ技術技術技術技術のののの開発開発開発開発とととと県内全域県内全域県内全域県内全域へのへのへのへの普及普及普及普及　　　土着天敵の活用、品目ごとの技術確立
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＩＰＭ映像マニュアル作成、指導マニュアルの改正等
土土土土づくりとづくりとづくりとづくりと施肥施肥施肥施肥のののの改善改善改善改善　　　　　　　　　　　　　　　家畜ふんたい肥利用による肥料高騰対策
省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー対策対策対策対策　　　　　　　　　　　　　　　　　保温対策の徹底、重油代替暖房機の実証と普及推進

有機農業有機農業有機農業有機農業のののの推進推進推進推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画的な有機農業の普及推進、研修や就農支援

認証制度等認証制度等認証制度等認証制度等のののの整理整理整理整理とととと活用活用活用活用　エコシステム栽培認証等の推進と環境保全に貢献できる仕組みづくり
農業環境規範農業環境規範農業環境規範農業環境規範ややややＧＡＰＧＡＰＧＡＰＧＡＰのののの取組取組取組取組　　　　　　　　　地域や品目に応じた高知県版ＧＡＰの普及
生産履歴記帳生産履歴記帳生産履歴記帳生産履歴記帳・・・・農薬農薬農薬農薬のののの適正使用適正使用適正使用適正使用のののの徹底徹底徹底徹底　　農薬を売る・使う、農産物を出荷するときの対応徹底
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生産工程管理ウォッチャーシステムの構築

　　　　    
　　　　　　　　生産生産生産生産からからからから流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売にににに至至至至るまでるまでるまでるまでトータルトータルトータルトータルにににに支援支援支援支援
　　　　　　　　するするするする体制体制体制体制をををを構築構築構築構築しししし、、、、販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓とととと有利販売有利販売有利販売有利販売をををを行行行行うううう
　
　・新たな販路開拓と有利販売のための流通支援体制の
　　整備
　・生産・流通販売、研究開発の一体的な取組による消費
　　者ニーズへの迅速な対応

 農業者 農業者 農業者 農業者のののの
 意識啓発 意識啓発 意識啓発 意識啓発
    

        安全安全安全安全････安心安心安心安心
 の の の の確保確保確保確保

    環境保全型環境保全型環境保全型環境保全型
    農業技術農業技術農業技術農業技術のののの
    開発開発開発開発とととと普及普及普及普及

 有機農業 有機農業 有機農業 有機農業へのへのへのへの支援支援支援支援

　早期米
　　・日本一早い県産米のリレー出荷、安定供給体制の確立
　　・「南国そだち」の認知度向上を図る販促活動を実施
　普通期米
　　・県内の消費拡大・販路拡大対策を実施

集落集落集落集落ぐるみのぐるみのぐるみのぐるみの共同共同共同共同
　　　　活動活動活動活動のののの促進促進促進促進
【【【【農業生産体制農業生産体制農業生産体制農業生産体制のののの整整整整
　　　　備備備備とととと農地農地農地農地のののの保全保全保全保全】】】】
　

　　　　

　

中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域においてにおいてにおいてにおいて農業農業農業農業でででで生活生活生活生活できるできるできるできる所得所得所得所得
をををを確保確保確保確保するするするする仕組仕組仕組仕組みづくりをみづくりをみづくりをみづくりを推進推進推進推進

　・集落内の合意形成により、園芸品目等を導入
　　し、農業で所得の確保を目指す
　・モデル集落への重点支援を実施
　　（Ｈ20：１０集落、Ｈ21：５集落、計１５集落）

共通課題共通課題共通課題共通課題ま と ま り の あ る ま と ま り の あ る ま と ま り の あ る ま と ま り の あ る 産 地 産 地 産 地 産 地 づ く りづ く りづ く りづ く り 中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの活性化活性化活性化活性化

　

 

 ・農業振興にあたっての県と農業団体
　 の連携
 ・連携を支える組織機能の強化

　

地産地消地産地消地産地消地産地消のののの持続的発展持続的発展持続的発展持続的発展
　・来店型販売形態の充実・強化と業務筋のニーズ
　　に合わせた生産、出荷、情報発信ができる直販
　　所づくり
　・県民みんな高知農産物応援団づくり農産物輸出農産物輸出農産物輸出農産物輸出のののの

推進推進推進推進

　品目品目品目品目のののの取組取組取組取組
　　　　進度進度進度進度にににに応応応応じじじじ
　　　　たたたた輸出輸出輸出輸出のののの拡拡拡拡
　　　　大大大大

各各各各
市市市市
町町町町
村村村村
にににに
拡拡拡拡
大大大大

モデルモデルモデルモデル集落集落集落集落のののの成功事例成功事例成功事例成功事例
をををを一般対策一般対策一般対策一般対策にににに移行移行移行移行

 農地 農地 農地 農地・・・・水水水水・・・・環境保全環境保全環境保全環境保全
 向上対策 向上対策 向上対策 向上対策のののの推進推進推進推進

　・農地や水路等を維
　　持・保全する共同
　　活動の推進
　・環境負荷低減への
　　営農活動の推進

　
中山間地域等直接中山間地域等直接中山間地域等直接中山間地域等直接
支払制度支払制度支払制度支払制度のののの活用活用活用活用

 ・集落の合意形成
 ・リーダーの育成
 ・作業の受委託や機械
   の共同利用の促進

消 費 地 消 費 地 消 費 地 消 費 地 に に に に 信 頼 信 頼 信 頼 信 頼 さ れ さ れ さ れ さ れ 選 選 選 選 ば れ る ば れ る ば れ る ば れ る 産 地 産 地 産 地 産 地 の の の の 実 現実 現実 現実 現 生活生活生活生活できるできるできるできる所得所得所得所得のののの確保確保確保確保

 
　・集落がひとまとまりとなっ
　　て生産､加工､体験､販売ま
　　でを手がけ、集落を丸ごと
　　情報発信

　・グリーン・ツーリズムが楽
　　しめる高知県として、農林
　　漁家民宿を拠点として売り
　　込む滞在型のニューツーリ
　　ズムの推進

「「「「高知高知高知高知のののの食食食食」」」」をををを活用活用活用活用したしたしたした取組取組取組取組のののの拡大拡大拡大拡大

まままま　　　　　　　　とととと　　　　　　　　まままま　　　　　　　　りりりり　　　　　　　　のののの　　　　　　　　形形形形　　　　　　　　成成成成

競競競競
合合合合
にににに
打打打打
ちちちち
勝勝勝勝
つつつつ
高高高高
知知知知
ブブブブ
ララララ
ンンンン
ドドドド
をををを
再再再再
構構構構
築築築築

    

産業化産業化産業化産業化へのへのへのへの取組取組取組取組
　・原材料の生産から加工、流通、販
　　売まで、トータルに支援を行う体
　　制の構築と事業のパッケージ化
　・工場の衛生管理の高度化

地域加工地域加工地域加工地域加工のののの推進推進推進推進
　・高知県産にこだわりを持った加工
　　品や地域固有の加工技術を活か
　　した加工品が、地域で開発できる
　　よう、企画から加工の規模拡大ま
　　での総合的な支援体制づくりと事
　　業のパッケージ化

１１１１....５５５５次産業次産業次産業次産業のののの推進推進推進推進

　
現地実証試験現地実証試験現地実証試験現地実証試験によるによるによるによる栽培実証栽培実証栽培実証栽培実証やややや販販販販
路開拓活動路開拓活動路開拓活動路開拓活動のののの支援支援支援支援

　・先行品目の定着と産地化
　　　産地化に向けた作付面積の拡大
　　　栽培技術の確立と改善
　　　販売促進活動の充実
　・新たな品目の掘り起こし
　　　情報収集･分析・評価の継続

有望品目有望品目有望品目有望品目のののの導入導入導入導入とととと定着定着定着定着

食育食育食育食育((((学校給食学校給食学校給食学校給食))))によるによるによるによる地産地消地産地消地産地消地産地消のののの拡大拡大拡大拡大
 　・地域の特産物の食農教育と給食への食材供給
　　の支援による特産物の理解促進
　・県産主要野菜や魚の学校給食への安定供給体
　　制の構築による県産食材使用率の向上

グリーングリーングリーングリーン・・・・ツーツーツーツー
リズムリズムリズムリズムのののの推進推進推進推進

複複複複
合合合合
経経経経
営営営営
にににに
よよよよ
るるるる
所所所所
得得得得
のののの
確確確確
保保保保

生産生産生産生産からからからから流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売までのまでのまでのまでの
一元的支援体制一元的支援体制一元的支援体制一元的支援体制のののの構築構築構築構築

関係機関関係機関関係機関関係機関・・・・団体等団体等団体等団体等
のののの一体的一体的一体的一体的なななな取組取組取組取組

　商工業分野
　・食品産業
　・機械工業

　大学・研究所等
　ＮＰＯ
　民間団体

　行政
　･市町村
　・県

健康福祉分野健康福祉分野健康福祉分野健康福祉分野
教育分野教育分野教育分野教育分野

農業農業農業農業
分野分野分野分野

　観光分野
　・旅行業、外食産業
　・ホテル、旅館等

連携連携連携連携

　高知県産園芸品高知県産園芸品高知県産園芸品高知県産園芸品のののの販売促進販売促進販売促進販売促進とととと消費拡大消費拡大消費拡大消費拡大
　　・園芸こうち販売促進事業によるメディアを活用した総合的なＰＲ
　環境環境環境環境をををを軸軸軸軸としたとしたとしたとしたイメージアップイメージアップイメージアップイメージアップとととと販売戦略販売戦略販売戦略販売戦略のののの展開展開展開展開
　　・出前授業の実施や流通関係者と産地の交流、見本市への出典
　　・高知のエコ農産物を活用した新メニュー等の提案・開発
　消費流通構造消費流通構造消費流通構造消費流通構造のののの変化変化変化変化にににに対応対応対応対応したしたしたした新新新新たなたなたなたな販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓とととと有利販売有利販売有利販売有利販売
　　・中食・外食等業務需要への販路拡大
　　・流通関係者とのパートナーシップづくりと効果的な量販店フェアの開催
　　・食-農-観光の産業コラボレーション等による新しい需要や販路の開拓
　　・果実と花きの販売促進
　　・新アンテナショップとの連携

流通流通流通流通････販売戦略販売戦略販売戦略販売戦略

認定農業者認定農業者認定農業者認定農業者のののの育成育成育成育成・・・・確保確保確保確保
　　　　・新規認定者の確保と認定農業者へのフォロ
　　ーアップ
　・経営規模拡大による企業的経営体の育成と
　　優良な労働力の確保

新規就農者新規就農者新規就農者新規就農者のののの確保確保確保確保・・・・育成育成育成育成
　・市町村での実践研修や遊休ハウスの活用
　　等に対する支援
　・異業種からの農業参入支援
　・ＪＡ出資型法人の設立を強力にサポート

経営不振農家経営不振農家経営不振農家経営不振農家へのへのへのへの支援支援支援支援
   ・ＪＡグループと県の協働の取組強化

・農産物輸出促
　進事業による
　支援強化

・信頼できるパ
　ートナーとの
　関係強化・連
　携による輸出
　の拡大

 生産 生産 生産 生産からからからから流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売までをまでをまでをまでを見通見通見通見通したしたしたした総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略のののの共有共有共有共有
 と と と と実践実践実践実践

　　　　・園芸２８、米、茶、畜産５の計３５品目を策定
　・今後も、必要に応じて地域の戦略品目等を追加
　・品目ごとに生産から流通までの総合戦略に基づく対策
　　を実施
　・生産者、農協等農業団体、行政が戦略を共有し、課題
　　の解決に向けて実践、評価、改善策の策定を継続
　　（ＰＤＣＡサイクル）

品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略のののの実践実践実践実践
まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある園芸産地園芸産地園芸産地園芸産地のののの再構築再構築再構築再構築

生活生活生活生活できるできるできるできる所得所得所得所得をををを確保確保確保確保するするするする
こうちこうちこうちこうち型集落営農型集落営農型集落営農型集落営農のののの実現実現実現実現

ス
テ

ッ
プ
ア

ッ
プ
の
促
進

生産戦略生産戦略生産戦略生産戦略

いいいい のののの育成育成育成育成とととと生産資生産資生産資生産資 のののの保全保全保全保全

　
農業農村整備農業農村整備農業農村整備農業農村整備のののの推進推進推進推進
　 ・高知県農業農村整備推進基本 に基づく
　　事業の計画的な実施
　・基 水利施設の適正な 新と 保全
　・農地・水・環境保全向上対策の推進

農業団体農業団体農業団体農業団体とのとのとのとの連携連携連携連携

新新新新たなたなたなたな取組取組取組取組によるによるによるによる農業農業農業農業・・・・農村農村農村農村のののの発展発展発展発展

 地域資 地域資 地域資 地域資 のののの活用活用活用活用

集落営農集落営農集落営農集落営農のののの推進推進推進推進

園芸戦略推進会議園芸戦略推進会議園芸戦略推進会議園芸戦略推進会議におけるにおけるにおけるにおける戦略戦略戦略戦略のののの共有共有共有共有とととと実践実践実践実践
　・県域・地域における農業者と農協が信頼関係で ばれる産地のまとまりの再構築
　・生産流通販売戦略に基づく取組の実践と進 管理
まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある園芸産地園芸産地園芸産地園芸産地のののの育成育成育成育成　〔学 ・教 あう場の仕組みづくりと取組の実践〕
　・ 農家の 場に「学 ・教 あう場」を設 、所得の確保につながる高品質・高収量を目指して取組を実践
　・品目別総合戦略の栽培技術課題の解決や新技術の開発・導入・普及に向けた実証事業による支援
園芸用園芸用園芸用園芸用ハウスハウスハウスハウス面積面積面積面積のののの確保確保確保確保　〔レンタルハウス整備事業の充実〕
　・資材高騰に対応した 度 等の見直しや中 ハウスの有効活用、国 事業によるハウス整備

ランダウェストラントランダウェストラントランダウェストラントランダウェストラント市市市市 高知 園芸農業協定高知 園芸農業協定高知 園芸農業協定高知 園芸農業協定のののの 　　 のトップランナーとの技術・ 化交流等

環環環環
境境境境
保保保保
全全全全
型型型型
農農農農
業業業業
のののの
トトトト
ッッッッ
ププププ
ララララ
ンンンン
ナナナナ

のののの
地地地地

をををを
確確確確
立立立立

全国全国全国全国へへへへ展開展開展開展開
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．競合競合競合競合にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝つつつつ高知高知高知高知ブランドブランドブランドブランドをををを再構築再構築再構築再構築〔〔〔〔まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり〕】〕】〕】〕】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆★◆★◆★◆★消費流通構造消費流通構造消費流通構造消費流通構造のののの変化変化変化変化にににに
　　　　対応対応対応対応できできできでき消費地消費地消費地消費地にににに評価評価評価評価されされされされ
　　　　るようるようるようるよう生産生産生産生産からからからから流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売
　　　　までのまでのまでのまでの一元的支援体制一元的支援体制一元的支援体制一元的支援体制のののの
　　　　構築構築構築構築

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

１１１１．．．．生産生産生産生産からからからから流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売までのまでのまでのまでの
　　　　　　　　一元的支援体制一元的支援体制一元的支援体制一元的支援体制のののの構築構築構築構築
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（１１１１））））生産生産生産生産からからからから流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にいたるまでにいたるまでにいたるまでにいたるまでトータルトータルトータルトータル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にににに支援支援支援支援

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策現状現状現状現状

◆量販店の価格支配力
の増大、家庭消費の減
少、業務需要の拡大、輸
入の増大など消費流通
構造の変化

◆全国でも高いシェアの
ある品目の産地化や環
境保全型農業の先進的
な取組などの多くの実績
を上げているが、産地づ
くりと流通販売の情報交
換が十分に行われてい
るとはいえない

◆これまでに無いほど生
産資材が高騰し、農家所
得が大幅に減少するな
ど園芸農業は非常に厳
しい状況

◆園芸の産出額は、
1,021億円から737億円
（H5→H18△284億円）
園芸連の取扱額は,
935億円から630億円
（H4→H20△305億円）

◆園芸戦略推進会議に
おいて消費地に信頼さ
れる産地づくりを目指し
て、品質・数量の確保、
安定供給、安全安心志
向への対応など農家の
所得向上につながる戦
略を県域で決定、共有、
実践

◆園芸こうち販売促進
事業により、メディアを
活用した県産野菜のＰＲ
や、佐藤弘道氏による｢
高知やさい体操」やなせ
たかし氏による｢高知野
菜１１人きょうだい」キャ
ラクターを活用したイ
メージアップと消費拡大
を図る
園芸連・県が連携した
消費地情報の収集と提
供（東京・大阪）

◆消費流通構造の変化
に対応でき、高知県の優
れた取組が評価されるな
ど有利販売に向けた流通
販売体制の強化

◆消費地ニーズに迅速に
対応できる、またＩＰＭを
全域へ普及拡大するな
ど、有利販売を見通した
産地のまとまりの強化

Ｐ１５８
別図（農１）参照
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【　【　【　【　農業分野農業分野農業分野農業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆県産園芸品県産園芸品県産園芸品県産園芸品のののの認知向上認知向上認知向上認知向上
　　　　　　　　関東関東関東関東：：：：７７７７位位位位→→→→５５５５位位位位
　　　　　　　　関西関西関西関西：：：：３３３３位位位位→→→→１１１１位位位位

◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力
　 　 　 　 あるあるあるある農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２３２３２３２３ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２１２１２１２１ＨＨＨＨ２０２０２０２０

支援体制の構築
と事業創設

県関係課：一元的に支
　援できる体制の構築
　、新需要開拓マーケ
　ティング事業の創設
　（野菜・果樹・花き）

農業団体：流通販売戦略の企画提案（野菜・果樹・花き）と県との共有と実践
県関係課：流通販売戦略の企画提案（野菜・果樹・花き）と農業団体との共有、支援

新体制による新たな販路開拓と有利販売への支援の実践

※県関係課は新
組織や連携に関
わる各部担当課

高知県青果物のイメージアップと消費拡大

園芸こうち販売促進事業実行委員会（園芸連、ＪＡ中央会、県で組織）：
　園芸こうち販売促進事業により、メディアを活用した県産野菜のＰＲ等を実施

農業団体：業務加工向け商材企画、メニュー提案等業務筋への販売活動、業務
　ニーズに基づく荷姿調整等産地との協議、実需者との交流、販売後の総括と実
　需者・産地との共有
県関係課：上記取組の企画・実践を支援

中食・外食等への販路拡大

効果的な量販店フェアの開催

特産野菜等コラボ企画・実践

果実の販売促進

農業団体・市町村等：IPM等の地域の取組を実需者へ紹介、一次産品や観光資源
　とのコラボ企画提案、実需者と産地の交流、企画の実践･総括
県関係課：上記取組の企画・実践を支援

農業団体：生産者・農業団体・県による地域の現状把握や課題の共有、生産流通
　販売戦略策定と共有・実践
県関係課：生産販売戦略の共有と取組の支援

花きの販売促進

農業団体：市場等でのモニタリングへの参画、結果を踏まえた産地の生産流通
　戦略協議・実践
県関係課：市場等でのモニタリング、生産流通戦略の策定支援及び実施の支援

アンテナショップ
設立準備

アンテナショップとの連携

農業団体・生産者組織：品目の選定協議
　調整、出荷に向けた産地調整、販売戦
　略づくりと生産者・農業団体・県の共有
県関係課：アンテナショップの運営方法の
　明確化と農業団体・生産者組織との協
　議調整及び取組支援

農業団体：品目の拡大協議、出荷に向けた産地調整、販売
　拡大に向けた戦略作りと生産者・農業団体・県の共有、実践
県関係課：上記取組の支援

Ｐ１５９
別図（農２）参照

農業団体：量販店等への高知の農業戦略を含めたフェアの企画提案、量販店との
　販売戦略の共有、バイヤーの産地招聘や生産者の量販店等への派遣による交
　流、フェア後の総括と量販店・産地との共有
県関係課：上記取組の企画・実践を支援
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．競合競合競合競合にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝つつつつ高知高知高知高知ブランドブランドブランドブランドをををを再構築再構築再構築再構築〔〔〔〔まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり〕】〕】〕】〕】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

○○○○

◆◎◆◎◆◎◆◎県域県域県域県域・・・・地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける農業農業農業農業
　　　　者者者者とととと農協農協農協農協がががが信頼関係信頼関係信頼関係信頼関係でででで結結結結ばばばば
　　　　れるれるれるれる産地産地産地産地のまとまりののまとまりののまとまりののまとまりの再構再構再構再構
　　　　築築築築

○○○○

（（（（２２２２））））まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある園芸園芸園芸園芸
　　　　　　　　産地産地産地産地のののの育成育成育成育成

◆★◆★◆★◆★学学学学びびびび教教教教えあうえあうえあうえあう場場場場のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ
　　　　　　　　づくりづくりづくりづくり

○○○○ ○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

◆◆◆◆品目品目品目品目のののの取組進度取組進度取組進度取組進度にににに応応応応じじじじ
　　　　たたたた輸出輸出輸出輸出のののの拡大拡大拡大拡大
　　　　◎◎◎◎農産物輸出促進事業農産物輸出促進事業農産物輸出促進事業農産物輸出促進事業によによによによ
　　　　　　　　るるるる支援強化支援強化支援強化支援強化

２２２２．．．．まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある園芸産地園芸産地園芸産地園芸産地のののの
　　　　　　　　再構築再構築再構築再構築
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（１１１１））））園芸戦略推進会議園芸戦略推進会議園芸戦略推進会議園芸戦略推進会議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　におけるにおけるにおけるにおける戦略戦略戦略戦略のののの共有共有共有共有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とととと実践実践実践実践

１１１１．．．．生産生産生産生産からからからから流通販売流通販売流通販売流通販売までのまでのまでのまでの一一一一
　　　　　　　　元的支援体制元的支援体制元的支援体制元的支援体制のののの構築構築構築構築
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（２２２２））））農産物輸出農産物輸出農産物輸出農産物輸出のののの推進推進推進推進

◆農産物の輸出につい
ては、世界情勢の変化に
よる富裕層の台頭や、世
界的な日本食ブームに
より、輸出の可能性が広
がっている
　本県農産物でも、市場
経由したものが仲卸等に
より輸出されている実態
はあった

◆平成１７年からの事業
化により、アジアを中心
とした青果物・花き・ゆず
加工品等の販路開拓に
取り組む各産地がある
が、パートナーとの連携
や販売促進活動の実
施、情報収集など十分で
はなく、継続的な販売と
はなっていない

◆高知県農産物輸出促
進事業による支援（Ｈ１
７～）
・輸出に専門的なノウハ
ウを持った信頼できる
パートナーづくり（事例：
グロリオサ→大田花き）
・国内外での商談会や
展示会への出展（グロリ
オサ、土佐文旦、水晶
文旦、フルーツトマト、メ
ロン、ニラ、シシトウ、ゆ
ず加工品等）
・テスト輸出を通じた課
題の抽出とノウハウの
蓄積
・鮮度保持技術の研究
開発に取組中
・「高知県農産物輸出促
進協議会」を設置し勉強
会の開催や流通セミ
ナーを実施

◆相手国と商慣習が大き
く異なり、国内とは比較に
ならないほど高いリスク
がある
・商慣習：クレーム発生時
の対応・処理、代金回収
・貿易制度：外国為替の
変動に伴う為替リスク、
検疫条件、各種証明手続
・信頼できるパートナーの
確保と継続した販売展開

◆国内外の産地間競争
の激化や、量販店の価
格支配力の増大等、園
芸農業を取り巻く厳しい
環境に対応するため、課
題解決に向けて具体的
実践活動を実施するた
め、県域と13地域の園
芸戦略推進会議を設置
し取り組み始めた

◆消費流通構造の変化
はその後も進み、販売
価格は低迷し、加えて近
年の重油や資材の高騰
により農業経営は危機
的な状況

◆一部地域では、生産
者の農協離れにより、価
格安定制度の加入要件
に定められた系統出荷
率を下回るなど深刻な
状況

◆これまで120品目を超
える園芸作物により、高
い品質とロットの確保、
安定的かつ計画的な供
給により、消費地の信頼
を確保し、「高知ブラン
ド」としての地位を築い
てきたが、近年は系統
率の低下など産地のま
とまりが弱まっている

◆各品目の生産部会へ
の参加率が低下傾向

◆園芸品目において、
生産者間、産地間によ
る技術差がある

◆系統共販、共同計算
では農協等農業団体と
農家のコミュニケーショ
ンを強化し系統出荷の
意義の徹底等を図り、
輸送では価格決定方式
に競争性を導入し、運
賃の低減を図る他、安
全安心、資材コスト等の
各課題について取組を
進めた

◆平成20年度には生産
者同士が学びあい教え
あう仕組みづくりへの取
組を開始し、品目別の
生産から流通までの一
元的な総合戦略を策定

◆量販店の価格支配力
の増大、消費流通構造
の変化、産地間競争の
激化、資材高騰等に対
応できる産地のまとまり
の形成

◆高収量・高品質を目
的とした栽培講習会や
個別指導による部会へ
の支援を農業団体や農
業振興センターが実施

◆篤農家の優れた生産
技術を他の生産者に伝
える県下的な仕組みが
なかった

Ｐ１６０
別図（農３）参照

Ｐ１６１
別図（農４）参照

Ｐ１５８
別図（農１）参照
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【　【　【　【　農業分野農業分野農業分野農業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆農産物農産物農産物農産物（（（（野菜野菜野菜野菜、、、、果実果実果実果実、、、、
　 　 　 　 花花花花きききき））））のののの輸出輸出輸出輸出のののの拡大拡大拡大拡大

◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力
　 　 　 　 あるあるあるある農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２１２１２１２１ＨＨＨＨ２０２０２０２０

◆◆◆◆高高高高いいいい品質品質品質品質とととと収量収量収量収量をををを確保確保確保確保
　 　 　 　 するするするする生産者生産者生産者生産者のまとまりのまとまりのまとまりのまとまり
　 　 　 　 づくりによりづくりによりづくりによりづくりにより、、、、生産戦略生産戦略生産戦略生産戦略、、、、
　 　 　 　 流通戦略流通戦略流通戦略流通戦略をををを共有共有共有共有しししし、、、、消消消消
　 　 　 　 費地費地費地費地にににに信頼信頼信頼信頼されるされるされるされる産地産地産地産地
　 　 　 　 をををを形成形成形成形成

◆◆◆◆園芸品園芸品園芸品園芸品のののの系統率系統率系統率系統率
　　　　　　　　　　　　HHHH19191919園芸年度園芸年度園芸年度園芸年度　　　　64646464%%%%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　　　　　HHHH23232323園芸年度園芸年度園芸年度園芸年度　　　　70707070%%%%

◆◆◆◆「「「「学学学学びびびび教教教教えあうえあうえあうえあう場場場場」」」」のののの設設設設
　 　 　 　 置数置数置数置数：：：：170170170170ヶヶヶヶ所程度所程度所程度所程度

　　　　　　　　ナスナスナスナス（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ地区地区地区地区））））
　　　　　　　　参加率参加率参加率参加率：：：：100100100100％％％％
　　　　　　　　10101010aaaa当当当当たりたりたりたり収量収量収量収量
　　　　　　　　HHHH20202020園芸年度園芸年度園芸年度園芸年度：：：：15151515....6666ｔｔｔｔ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323園芸年度園芸年度園芸年度園芸年度::::18181818tttt

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

県園芸流通課：重点品
　目と重点国の検討

輸出の拡大の実践輸出の拡大に
向けた検討

生産者・農業団体：テスト輸出を通した課題の抽出とノウハウの蓄積、商談会への
　参画や継続的な輸出への取組
県流通支援課：農産物輸出促進事業による支援強化（補助の拡大）、信頼できる
　輸出の専門パートナーとの関係強化、パートナーと連携した輸出の拡大、検証と
　改善

「学び教えあう場」の設置と取組の実践

生産者：自主的な参加と実践
農業団体：「学び教えあう場」の仕組みづくりや産地間交流への主体的な関わり
県園芸流通課(H21～産地づくり課）・環境農業推進課・農振センター：篤農家のほ場に「学び教えあう
　場」を設置、生産者が自主的に参加する「学び教えあう場」の仕組みづくりや産地間交流の運営の
　コーディネートなどによる、生産コストに耐えうる産地の再構築を支援

篤農家のほ場に「学び教
えあう場」を９月から1２３ヶ
所設置、仕組みづくり（重
油高騰の影響が大きい産
地主要品目中心）

篤農家のほ場に「学び教
えあう場」を約５０ヶ所追
加、仕組みづくり（露地、
果樹を含む産地の主要品
目）

篤農家のほ場に「学び教えあう場」を1７0ヶ所程度で継
続、レベルアップ（露地、果樹を含む産地の主要品目）

これまでの総括と産
　業振興計画の共有

生産流通販売戦略に基づく取組の実践と進捗管理

生産者・農業団体・県農業
振興部：園芸戦略推進
　会議の総括、産業振興
　計画の共有と実践に向
　けての協議

生産者・農業団体：　県育成品種の活用や業務需要開拓など生産流通販売戦略の
　立案と産地との共有、実践に向けて生産者と合意形成、販路拡大や品質の向上と
　ロットの確保、安定的な供給体制の強化、産地への情報のフィードバックと改善
県農業振興部：産業振興計画を基軸とした新たな戦略の推進、各プロジェクトや地
　域園芸戦略会議による進捗管理、生産流通販売戦略の企画立案支援と生産者・
　農業団体との共有、実践への支援、産地への情報のフィードバックと改善支援

「学び教えあう仕組みづくり」推進会の設置と運営

生産者・農業団体・県：篤農家、農業団体、県による「学び教えあう仕組みづくり」推進会
　の開催（産地単位）

生産者交流推進会の開催

生産者・農業団体・県：各産地の優良事例発表や流通関係
　者の講演会等による品目をまたがる産地のレベルアップ
　（県域、品目横断）
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．競合競合競合競合にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝つつつつ高知高知高知高知ブランドブランドブランドブランドをををを再構築再構築再構築再構築〔〔〔〔まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり〕】〕】〕】〕】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆レンタルハウスレンタルハウスレンタルハウスレンタルハウス整備事業整備事業整備事業整備事業のののの
　　　　充実充実充実充実
　　　　◎◎◎◎資材高騰資材高騰資材高騰資材高騰にににに対応対応対応対応したしたしたした補助補助補助補助
　　　　　　　　限度額等限度額等限度額等限度額等のののの見直見直見直見直しししし
　　　　★★★★中古中古中古中古ハウスハウスハウスハウスのののの有効活用有効活用有効活用有効活用

　　　　○○○○国庫事業国庫事業国庫事業国庫事業のののの有効活用有効活用有効活用有効活用

○○○○

◆◆◆◆消費者消費者消費者消費者にににに安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心とととと信信信信
　　　　頼頼頼頼をををを！！！！
◆◆◆◆農業者農業者農業者農業者にににに誇誇誇誇りとやりがいりとやりがいりとやりがいりとやりがい
　　　　をををを！！！！
◆◆◆◆後継者後継者後継者後継者にににに夢夢夢夢とととと未来未来未来未来をををを！！！！
　　　　◎◎◎◎産地自産地自産地自産地自らがらがらがらが、、、、環境保全型環境保全型環境保全型環境保全型
　　　　　　　　農業農業農業農業のののの取組取組取組取組ののののファンファンファンファンにににに
　　　　◎◎◎◎全国全国全国全国ののののトップランナートップランナートップランナートップランナーのののの
　　　　　　　　地位地位地位地位をををを構築構築構築構築（（（（消費者消費者消費者消費者からからからから
　　　　　　　　選選選選ばれるばれるばれるばれる産地産地産地産地へへへへ））））

○○○○ ○○○○

（（（（２２２２）ＩＰＭ）ＩＰＭ）ＩＰＭ）ＩＰＭ技術技術技術技術のののの開発開発開発開発とととと
　　　　　　　　県内全域県内全域県内全域県内全域へのへのへのへの普及普及普及普及

◆IPM◆IPM◆IPM◆IPM技術技術技術技術についてについてについてについて全品目全品目全品目全品目、、、、
　　　　県内全域県内全域県内全域県内全域へのへのへのへの技術確立技術確立技術確立技術確立とととと
　　　　普及普及普及普及
　　　　◎◎◎◎土着天敵土着天敵土着天敵土着天敵のののの活用活用活用活用
　　　　◎◎◎◎品目品目品目品目ごとのごとのごとのごとの技術確立技術確立技術確立技術確立
　　　　○○○○実証実証実証実証ほのほのほのほの設置設置設置設置
　　　　○IPM○IPM○IPM○IPM映像映像映像映像マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル作成作成作成作成
　　　　◎◎◎◎指導指導指導指導マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの追加追加追加追加・・・・
　　　　　　　　改正改正改正改正

○○○○

（（（（３３３３））））土土土土づくりとづくりとづくりとづくりと施肥施肥施肥施肥のののの改改改改
　　　　　　　　善善善善

◆◆◆◆家畜家畜家畜家畜ふんたいふんたいふんたいふんたい肥利用肥利用肥利用肥利用によによによによ
　　　　るるるる肥料高騰対策肥料高騰対策肥料高騰対策肥料高騰対策
　　　　○○○○家畜家畜家畜家畜ふんたいふんたいふんたいふんたい肥肥肥肥のののの製造製造製造製造のののの
　　　　　　　　改善改善改善改善
　　　　◎◎◎◎家畜家畜家畜家畜ふんたいふんたいふんたいふんたい肥肥肥肥のののの利活用利活用利活用利活用
　　　　　　　　のののの促進促進促進促進
　　　　○○○○野菜野菜野菜野菜（（（（２７２７２７２７品目品目品目品目））））のののの施肥基施肥基施肥基施肥基
　　　　　　　　準準準準のののの策定策定策定策定
　　　　◎◎◎◎果樹果樹果樹果樹・・・・花花花花きのきのきのきの施肥基準施肥基準施肥基準施肥基準のののの
　　　　　　　　策定策定策定策定

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

現状現状現状現状
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

２２２２．．．．まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある園芸産地園芸産地園芸産地園芸産地のののの
　　　　　　　　再構築再構築再構築再構築
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（３３３３））））園芸用園芸用園芸用園芸用ハウスハウスハウスハウス面積面積面積面積
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のののの確保確保確保確保

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

３３３３．．．．環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業ののののトップトップトップトップ
　　　　　　　　ランナーランナーランナーランナーのののの地位地位地位地位をををを確立確立確立確立
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（１１１１））））環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業のののの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目指目指目指目指すすすす姿姿姿姿

◆平成２年度からレンタ
ルハウス整備事業を実
施

◆施設園芸農業を振興
するためハウス面積の
確保が必要であり、新
規就農や規模拡大、高
度化などに対応したハ
ウス整備を実施

◆平成１４年度から、低
コスト耐候性ハウスの
整備を実施（国庫事業）

◆園芸品の価格低迷や
資材などの高騰による
投資意欲の低下

◆高齢化や後継者不足
による園芸品の生産力
が低下

◆レンタルハウス整備事
業は新設ハウスのみを
対象としている

◆高知の園芸は、天敵等
を利用した減農薬の取組
（IPM技術：総合的病害
虫・雑草管理技術）が日
本一

◆ＩＰＭ技術体系の品目
拡大と県内全域への普
及

◆市販のIPM技術資材
では防除困難な、海外
からの侵入害虫の発生

◆天敵を利用する必要
のない品目でのＩＰＭ技
術の必要性の認識が関
係者、生産者共に低い

◆環境にやさしい農業を
行うため、良質なたい肥
による土づくり、化学合
成肥料の適正使用を推
進

◆家畜ふんたい肥の余
剰が7,469t/年、肥料が
高騰

◆施肥基準の策定、県
内たい肥マップの作成
施肥基準に基づき、各
地域で品目毎の具体的
な施肥改善

◆家畜ふんたい肥の成
分のばらつきや発酵不
足

◆栽培期間の長期化、
中長期展張フィルムの
普及等により、太陽熱消
毒や湛水処理等による
連作障害対策が不十分

◆ハウス面積の減少及
び老朽化ハウスの増加
等に歯止めがかからな
い

◆消費者の食に対する
信頼と安全・安心、さら
には環境に対するニー
ズは増加

◆高知県は、平成６年か
ら環境保全型農業に取
り組み、技術の確立と普
及に加えて、廃棄物の
適正処理、残留農薬の
検査体制、環境
ISO14001等の実践等
様々な取組等で環境保
全型農業の先進県

◆高知県環境保全型農
業総合推進プラン（平
成19年4月）の実行によ
るブランド力の強化
（「環境保全型農業の
トップランナーの地位を
確立」の項共通）

◆生産から流通まで、
環境保全型農業を高知
県農業全体のスタン
ダードにしていく必要

◆販売流通面での付加
価値の創出

Ｐ１６２、１６３
別図（農５・６）参照

Ｐ１６０
別図（農３）参照
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【　【　【　【　農業分野農業分野農業分野農業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆園芸用園芸用園芸用園芸用ハウスハウスハウスハウス面積面積面積面積
　　　　　　　　HHHH19191919：：：：1111,,,,594594594594hahahaha
　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323：：：：1111,,,,520520520520hahahahaをををを確保確保確保確保

◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力
　 　 　 　 あるあるあるある農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

ＨＨＨＨ２０２０２０２０

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業をををを県内県内県内県内
　 　 　 　 全域全域全域全域・・・・全品目全品目全品目全品目にににに普及普及普及普及

◆IPM◆IPM◆IPM◆IPM技術体系数技術体系数技術体系数技術体系数
　　　　　　　　HHHH19191919：　：　：　：　５５５５品目品目品目品目
　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323：：：：１０１０１０１０品目品目品目品目

◆◆◆◆品目別普及率品目別普及率品目別普及率品目別普及率（（（（戸数戸数戸数戸数））））
　　　　　　    　　　　　　    　　　　　　    　　　　　　    HHHH19191919→H→H→H→H23232323
　 　 　 　 ナスナスナスナス類     類     類     類     ：：：：26262626→→→→65656565％％％％
　 　 　 　 ピーマンピーマンピーマンピーマン類類類類：：：：48484848→→→→80808080％％％％
   ミョウガ       ミョウガ       ミョウガ       ミョウガ    ：：：：51515151→→→→90909090％％％％

◆◆◆◆土着天敵土着天敵土着天敵土着天敵リレーリレーリレーリレーのののの体制体制体制体制
　 　 　 　 温存温存温存温存ハウスハウスハウスハウス活用市町村活用市町村活用市町村活用市町村
   数   数   数   数
　　　　　　　　HHHH20202020：　：　：　：　３３３３市町村市町村市町村市町村( ( ( ( 9999%)%)%)%)
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323：：：：１７１７１７１７市町村市町村市町村市町村((((50505050%)%)%)%)

◆◆◆◆家畜家畜家畜家畜ふんたいふんたいふんたいふんたい肥肥肥肥のののの余剰余剰余剰余剰
　　　　　　　　HHHH19191919：：：：7777,,,,469469469469ｔｔｔｔ
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323：　　：　　：　　：　　０ ０ ０ ０ ｔｔｔｔ

◆◆◆◆土壌診断処方箋点数土壌診断処方箋点数土壌診断処方箋点数土壌診断処方箋点数
　（　（　（　（野菜野菜野菜野菜）：）：）：）：
　　　　　　　　HHHH19191919：：：：7777,,,,879879879879点点点点
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323：：：：9999,,,,200200200200点点点点

◆◆◆◆施肥基準施肥基準施肥基準施肥基準のののの策定策定策定策定
　　　　　　　　野菜野菜野菜野菜：：：：27272727品目品目品目品目
　　　　　　　　花花花花きききき：：：：10101010品目品目品目品目
　　　　　　　　果樹果樹果樹果樹：：：：10101010品目品目品目品目

制度の拡充検討 新規・規模拡大・建替え（高度化）等のさらなる推進

県園芸流通課：
　補助限度額等
　の見直し

生産者・農業団体：事業導入によるハウス整備
県産地づくり課：補助限度額等の改正や中古ハウスレンタル区分の新設により拡充
　した事業の実施

産地自らが、環境保全型農業の取組のファンに（環境保全型農業の実践に
　向けた生産者および農業関係者の意識高揚）

全国のトップランナーの地位を構築（消費者から選ばれる産地へ）

生産者：環境保全型農業の実践、自らの取組に誇りとやりがいを持つ、取組を点検し毎年見直し改善、
　取組を記帳し情報発信
農業団体：環境保全型農業の積極的推進、生産対策、流通対策両面からの普及体制づくりと実践、
　産地の取組を点検し毎年見直し改善、産地の取組を情報発信
県環境農業推進課：環境保全型農業の積極的推進、生産対策、流通対策両面からの普及体制づくりと実践、
　県内全体の取組を点検し毎年見直し改善、県内全体の取組を整理し情報発信

土着天敵を活用したＩＰＭ技術体系の再構築
品目ごとの新たな天敵利用技術の確立
実証ほの設置によるＩＰＭ技術の検討

IPM映像マニュアル
の作成

指導マニュアルの改正（新たな品目の追加等）

生産者：実証ほの設置協力、生産部会による研究活動の促進（情報の共有）
農業団体：天敵利用研究会等の組織化
県環境農業推進課：新たな品目へのＩＰＭ技術の検証・普及、土着天敵の利用普及のための支援、
　県内全域へのＩＰＭ技術普及

家畜ふんたい肥の
製造の改善

家畜ふんたい肥の利活用の促進

野菜（２７品目）の施肥基準の策定

果樹・花きの施肥基準の策定

生産者：作物別の利用事例の収集のための情報提供、生産部会による研究活動の促進
農業団体：地域内循環の仕組み作り（耕種農家と畜産農家との連携促進）、土壌診断・処方箋に基づく施肥
　設計の推進
県環境農業推進課：家畜たい肥を活用した土づくり資材・施肥低減方法の普及

国庫事業によるハウス整備の実施

ハウス面積減少率（Ｈ７→
Ｈ１９）による推計面積
　Ｈ２３：１，３９１ｈａ
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．競合競合競合競合にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝つつつつ高知高知高知高知ブランドブランドブランドブランドをををを再構築再構築再構築再構築〔〔〔〔まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり〕】〕】〕】〕】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

○○○○ ○○○○

（（（（５５５５））））省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー対策対策対策対策

○○○○

（（（（６６６６））））農業環境規範農業環境規範農業環境規範農業環境規範やややや
　　ＧＡＰ　　ＧＡＰ　　ＧＡＰ　　ＧＡＰのののの取組取組取組取組

○○○○ ○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

現状現状現状現状

◆◆◆◆計画的計画的計画的計画的なななな有機農業有機農業有機農業有機農業のののの普及普及普及普及・・・・
　　　　推進推進推進推進、、、、研修受研修受研修受研修受けけけけ入入入入れれれれ農家農家農家農家へへへへ
　　　　のののの支援支援支援支援
　　　　◎◎◎◎有機農業就農希望者有機農業就農希望者有機農業就農希望者有機農業就農希望者にににに
　　　　　　　　対対対対するするするする研修及研修及研修及研修及びびびび就農支就農支就農支就農支
　　　　　　　　援援援援、、、、就農後就農後就農後就農後のののの技術及技術及技術及技術及びびびび経経経経
　　　　　　　　営指導営指導営指導営指導

　　　　◎◎◎◎有機農業実践農家間有機農業実践農家間有機農業実践農家間有機農業実践農家間のののの
　　　　　　　　交流促進交流促進交流促進交流促進、、、、消費者消費者消費者消費者やややや実需実需実需実需
　　　　　　　　者者者者とのとのとのとの情報交換情報交換情報交換情報交換やややや交流交流交流交流のののの
　　　　　　　　場場場場づくりづくりづくりづくり

３３３３．．．．環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業ののののトップトップトップトップ
　　　　　　　　ランナーランナーランナーランナーのののの地位地位地位地位をををを確立確立確立確立
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（４４４４））））有機農業有機農業有機農業有機農業のののの推進推進推進推進

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

◆◆◆◆省省省省エネエネエネエネ対策対策対策対策のののの徹底徹底徹底徹底
　　　　○○○○保温対策保温対策保温対策保温対策のののの徹底徹底徹底徹底

　　　　○○○○耐低温性品種耐低温性品種耐低温性品種耐低温性品種のののの開発開発開発開発・・・・
　　　　　　　　導入導入導入導入

◆◆◆◆重油代替暖房機実証重油代替暖房機実証重油代替暖房機実証重油代替暖房機実証へのへのへのへの
　　　　支援支援支援支援とととと普及普及普及普及（（（（木質木質木質木質バイオマバイオマバイオマバイオマ
　　　　スススス、、、、ヒートポンプヒートポンプヒートポンプヒートポンプ等等等等））））
　　　　◎◎◎◎重油代替暖房機重油代替暖房機重油代替暖房機重油代替暖房機のののの実証実証実証実証
　　　　◎◎◎◎重油代替暖房機重油代替暖房機重油代替暖房機重油代替暖房機のののの普及普及普及普及
　　　　　　　　推進推進推進推進

◆◆◆◆高知県版高知県版高知県版高知県版GAPGAPGAPGAPをそれぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれ
　　　　のののの地域地域地域地域やややや、、、、品目品目品目品目にににに応応応応じたじたじたじた形形形形
　　　　でででで発展普及発展普及発展普及発展普及
　　　　○○○○県版県版県版県版ＧＡＰＧＡＰＧＡＰＧＡＰ作成作成作成作成とととと実践実践実践実践
　　　　◎◎◎◎地域別地域別地域別地域別・・・・品目別品目別品目別品目別ＧＡＰＧＡＰＧＡＰＧＡＰ作作作作
　　　　　　　　成成成成とととと実践実践実践実践

　　　　◎◎◎◎県版県版県版県版ＧＡＰＧＡＰＧＡＰＧＡＰ見直見直見直見直しとしとしとしと実践実践実践実践

◆全国的な有機農産物
に対する消費者の関心
の高まり

◆有機農業実践者の育
成と就農支援を実施（有
機のがっこうの支援）

◆高知県有機農業推進
基本計画（平成20年5
月）を策定

◆栽培技術のマニュア
ル化のため実証ほを設
置

◆有機農業実践農家の
実態調査及び消費者の
意識調査を実施

◆有機のがっこう研修
生の就農支援と卒業生
の組織化

◆ＮＰＯ団体等への組
織活動支援

◆有機農業推進年次別
推進計画（平成19～25
年）の策定

◆生産技術面、流通販
売面共に不安定

◆有機実践農家の情報
やネットワーク不足

◆施設園芸においては
施設内温度を一定に保
つために、化石燃料によ
る暖房用加温機の使用
が一般的

◆重油価格の高騰を背
景に、生産コストは上昇

◆ハウス内張被覆の多
層化などの徹底指導

◆耐低温性品種の育成

◆産業技術部を中心に
木質バイオマスボイラー
の開発の取組

◆木質バイオマスボイ
ラーの実証への支援

◆化石燃料からのシフト
の模索（木質バイオマ
ス、ヒートポンプ等）

◆市場での異物混入や
腐敗事故が毎年発生
（H19園芸年度　1,098
件）

◆園芸産地として、農業
環境規範及び食品安全
ＧＡＰなどの導入が必要

◆高知県版ＧＡＰ（農産
物の安全性を確保する
ため農業者等の生産・
出荷段階において取り
組む工程管理）の策定
及び映像マニュアル制
作中

◆地域や品目の特性に
応じた生産工程管理の
取組不足、PDCAの理念
の浸透不足

◆第三者も含めた工程
管理をチェックする仕組
みが未整備

Ｐ１６２、Ｐ１６３
別図（農５・６）参照

128



【　【　【　【　農業分野農業分野農業分野農業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力
　 　 　 　 あるあるあるある農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

◆◆◆◆県内県内県内県内のののの園芸用年間重油園芸用年間重油園芸用年間重油園芸用年間重油
　 　 　 　 使用量使用量使用量使用量
　　Ｈ　　Ｈ　　Ｈ　　Ｈ18181818：：：：89898989,,,,000000000000ｷﾛﾘｯﾄﾙｷﾛﾘｯﾄﾙｷﾛﾘｯﾄﾙｷﾛﾘｯﾄﾙ
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　Ｈ　　Ｈ　　Ｈ　　Ｈ23232323：：：：70707070,,,,000000000000ｷﾛﾘｯﾄﾙｷﾛﾘｯﾄﾙｷﾛﾘｯﾄﾙｷﾛﾘｯﾄﾙ

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆有機農業就農者有機農業就農者有機農業就農者有機農業就農者
　　　　　　　　HHHH19191919：：：：9999名名名名　　　　→→→→　　　　５５５５名名名名////年年年年

◆◆◆◆支援体制設置市町村支援体制設置市町村支援体制設置市町村支援体制設置市町村
　　　　　　　　HHHH20202020：：：：６６６６市町村市町村市町村市町村((((18181818%)%)%)%)
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323：：：：17171717市町村市町村市町村市町村((((50505050%)%)%)%)

◆◆◆◆有機有機有機有機ＪＡＳＪＡＳＪＡＳＪＡＳ認証農家戸数認証農家戸数認証農家戸数認証農家戸数
　　　　　　　　HHHH19191919：　：　：　：　８４８４８４８４戸戸戸戸
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323：：：：１００１００１００１００戸戸戸戸

◆◆◆◆県内消費者県内消費者県内消費者県内消費者のののの認知度認知度認知度認知度
　　　　　　　　HHHH20202020：：：：５１５１５１５１％％％％
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323：：：：７５７５７５７５％％％％

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

◆◆◆◆高知県版高知県版高知県版高知県版ＧＡＰＧＡＰＧＡＰＧＡＰのののの普及普及普及普及
　 　 　 　 点検点検点検点検シートシートシートシート
　　　　　　　　・・・・生産者版生産者版生産者版生産者版（（（（そのそのそのその１１１１））））
　　　　　　　　　　　　HHHH19191919：  ：  ：  ：  8888％％％％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　　　　　HHHH23232323：：：：100100100100％％％％

　　　　　　　　・・・・集荷場版集荷場版集荷場版集荷場版（（（（そのそのそのその２２２２））））
　　　　　　　　　　　　HHHH19191919： ： ： ： 3333JAJAJAJA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　　　　　HHHH23232323：：：：16161616JAJAJAJA

◆◆◆◆異物混入事故異物混入事故異物混入事故異物混入事故のののの発生発生発生発生
　　　　　　　　HHHH20202020園芸年度園芸年度園芸年度園芸年度：：：：５７５７５７５７件件件件
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323園芸年度園芸年度園芸年度園芸年度： ： ： ： ００００　　　　件件件件

ＨＨＨＨ２３２３２３２３

有機農業就農希望者に対する研修及び就農支援、就農後の技術及び経営指導

生産者：遊休農地・施設等の情報提供、有機農業の技術指導及び研修の受け入れ、就農希望者の視察等
　への協力
農業団体：遊休農地・施設等の情報提供、レンタルハウス整備事業等の活用、新規就農者に対する技術及
　び経営指導
市町村：遊休農地・施設等のリスト化、窓口の設置
県環境農業推進課：研修受け入れ農家の把握、新規就農希望者等への研修や就農支援、研修受け入れ
　農家への支援
県農振センター：技術及び経営指導体制の充実

有機農業実践農家間の交流促進、消費者や実需者との情報交換や交流の
　場づくり

消費者：援農活動への参加、有機農産物の購入
生産者：組織活動への参加、有機ＪＡＳ認証の取得
農業団体：有機農業実践農家の組織化支援、有機ＪＡＳ認証取得の推進、有機
　農産物の販路拡大
県環境農業推進課：有機農業実践農家の組織化支援、有機ＪＡＳ認証取得の推
　進、勉強会や研修の実施
県農振センター：有機農業実践農家の組織化支援、有機ＪＡＳ認証取得の推進、
　勉強会や研修の実施　産地化に向けた支援

重油代替暖房機の実証 重油代替暖房機の普及推進

生産者、農業団体：実証試
　験圃の設置、調査協力
県環境農業推進課・農振セ
ンター：実証試験ほの調査、
　経済性評価、省エネ対策
　プロジェクトチームの設置

生産者、農業団体：脱化石燃料加温機の導入推進
県産地づくり課・農振センター：脱化石燃料加温機の導入推進、省エネ
　対策プロジェクトチームによる情報収集と提供

県版ＧＡＰ作成

県版ＧＡＰ見直し

県環境農業推進課：県版
　ＧＡＰの作成と啓発
県農振センター：取組
　体制の確立

県環境農業推進課：地域別・品目別ＧＡＰを参考に
　県版ＧＡＰの見直し

地域別・品目別ＧＡＰ作成

生産者：ＧＡＰへの取組、地域別・品目別ＧＡＰの作成協力と実践
農業団体：全集出荷場でのＧＡＰへの取組実践、各地域・各品目に応じた
　特色ある取組への発展
地域協議会（生産者、農業団体、行政等で構成）：地域別・品目別ＧＡＰ作成
県環境農業推進課：地域別・品目別ＧＡＰ作成支援と普及
県農振センター：地域別・品目別ＧＡＰ作成支援と普及

保温対策の徹底指導

生産者、農業団体：省エネチェックリストによる点検
県環境農業推進課・農振センター：チェックリストの作成と点検支援、
　省エネ対策プロジェクトチームの設置運営

耐低温性品種の開発・導入

生産者、農業団体：実証試験ほの設置、調査協力
県環境農業推進課・農振センター：実証試験ほの調査、経済性評価
県農業技術センター：耐低温性品種の開発
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．競合競合競合競合にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝つつつつ高知高知高知高知ブランドブランドブランドブランドをををを再構築再構築再構築再構築〔〔〔〔まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり〕】〕】〕】〕】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆農薬農薬農薬農薬をををを売売売売るときのるときのるときのるときの生産者生産者生産者生産者へへへへ
　　　　のののの対応徹底対応徹底対応徹底対応徹底
　　　　○○○○営農営農営農営農とととと購買購買購買購買のののの情報交換情報交換情報交換情報交換とととと
　　　　　　　　連携強化連携強化連携強化連携強化
　　　　◎◎◎◎第三者等第三者等第三者等第三者等によるによるによるによる定期的定期的定期的定期的なななな
　　　　　　　　実践実践実践実践チェックチェックチェックチェック

○○○○

◆◆◆◆農薬農薬農薬農薬をををを使使使使うときのうときのうときのうときの対応徹底対応徹底対応徹底対応徹底
　（　（　（　（記帳記帳記帳記帳・・・・回収回収回収回収・・・・点検点検点検点検））））
　　　　○○○○生産履歴記帳生産履歴記帳生産履歴記帳生産履歴記帳・・・・回収回収回収回収
　　　　　　　　１００１００１００１００％％％％のののの達成達成達成達成
　　　　○○○○適正使用適正使用適正使用適正使用のののの指導指導指導指導のののの継続継続継続継続
　　　　◎◎◎◎ＩＰＭＩＰＭＩＰＭＩＰＭ型防除暦型防除暦型防除暦型防除暦のののの検討検討検討検討・・・・
　　　　　　　　作成作成作成作成・・・・活用活用活用活用

○○○○

○○○○ ○○○○

◆◆◆◆県産農産物県産農産物県産農産物県産農産物のののの生産工程管生産工程管生産工程管生産工程管
　　　　理理理理ウオッチャーシステムウオッチャーシステムウオッチャーシステムウオッチャーシステムのののの
　　　　構築構築構築構築
　　　　★★★★第三者第三者第三者第三者をををを含含含含めためためためた農産物農産物農産物農産物のののの
　　　　　　　　生産工程管理生産工程管理生産工程管理生産工程管理ウオッチャーウオッチャーウオッチャーウオッチャー
　　　　　　　　システムシステムシステムシステムのののの検討検討検討検討
　　　　◎◎◎◎生産履歴記帳生産履歴記帳生産履歴記帳生産履歴記帳、、、、高知県版高知県版高知県版高知県版
　　ＧＡＰ　　ＧＡＰ　　ＧＡＰ　　ＧＡＰ実践等実践等実践等実践等ののののチェックチェックチェックチェック

○○○○ ○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

◆◆◆◆農産物農産物農産物農産物をををを出荷出荷出荷出荷するするするする（（（（預預預預かかかか
　　　　るるるる））））ときのときのときのときの対応徹底対応徹底対応徹底対応徹底（（（（記帳記帳記帳記帳・・・・
　　　　回収回収回収回収・・・・点検点検点検点検））））
　　　　◎◎◎◎農産物農産物農産物農産物（（（（商品商品商品商品））））とととと生産履歴生産履歴生産履歴生産履歴
　　　　　　　　ははははセットセットセットセットであるであるであるである意識徹底意識徹底意識徹底意識徹底

    

    

　　　　○○○○自主残留農薬検査自主残留農薬検査自主残留農薬検査自主残留農薬検査のののの継続継続継続継続
　　　　○○○○生産履歴記帳生産履歴記帳生産履歴記帳生産履歴記帳システムシステムシステムシステムのののの
　　　　　　　　活用推進活用推進活用推進活用推進

現状現状現状現状

３３３３．．．．環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業ののののトップトップトップトップ
　　　　　　　　ランナーランナーランナーランナーのののの地位地位地位地位をををを確立確立確立確立
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（７７７７））））生産履歴記帳生産履歴記帳生産履歴記帳生産履歴記帳・・・・農農農農
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薬薬薬薬のののの適正使用適正使用適正使用適正使用のののの徹徹徹徹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　底底底底

◆残留農薬基準がポジ
テイブリスト制に移行し、
中国産等の輸入農産物
（特に生鮮品）で基準値
オーバーが相次ぎ、国
産志向が高まるなか、県
産農産物においても農
薬事故が発生

◆ＪＡグループでは平成
13年度から生産履歴記
帳運動を展開（現在の
記帳率:85％）、平成21
年度末までに、記帳・回
収を100％達成するよう
目標を設定

◆あるJAでは『生産履
歴のない農産物はJAと
して取り扱わない』姿勢
で、生産履歴記帳・回収
１００％を達成

◆県や高知市では市場
や直販所に出荷された
農産物の残留検査を実
施（300検体）、また、ＪＡ
グループでは年間約
2,000検体の残留農薬
の自主分析を実施

◆危機意識の希薄化と
取組のマンネリ

◆購買、営農、販売の
情報共有と連携

◆農薬事故発生再発防
止の仕組みが未整備

◆県内全域で、生産履
歴記帳・回収・点検を徹
底

◆安全安心への取組全
体を消費者を含む第三
者も交えて点検していく
仕組みが未整備

Ｐ１６２、１６３
別図（農５・６）参照
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【　【　【　【　農業分野農業分野農業分野農業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力
　 　 　 　 あるあるあるある農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

ＨＨＨＨ２０２０２０２０

◆◆◆◆農薬事故農薬事故農薬事故農薬事故のののの発生発生発生発生
　　　　　　　　HHHH19191919：：：：８８８８件件件件
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323：：：：００００件件件件

◆◆◆◆生産履歴記帳率生産履歴記帳率生産履歴記帳率生産履歴記帳率
　　　　　　　　HHHH20202020：　：　：　：　85858585％％％％
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH21212121：：：：100100100100％％％％

◆◆◆◆直販所直販所直販所直販所のののの安心係設置率安心係設置率安心係設置率安心係設置率
　　　　　　　　HHHH20202020： ： ： ： 67676767％％％％
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323：：：：100100100100％％％％

ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

営農と購買の情報交換と連携強化 第三者等による定期的な実践チェック

生産者：登録内容と履歴の確認
農業団体・全肥商連：登録内容の説明責任を徹底、農薬販売職員の意識と資質の向上、窓口対応の徹底、電算
　システムの活用、土日・休日の対応を含めた販売履歴チェック体制の確立
県環境農業推進課・農振センター：研修会の充実、農薬管理指導士の育成

生産履歴記帳・回収１００％の達成

適正使用の指導の継続
ＩＰＭ型防除暦の検討・作成・活用

生産者：登録内容、履歴確認、記帳の徹底
農業団体：研究会、生産部会、巡回指導の充実、購買、販売、集荷場との連携強化
県環境農業推進課・農振センター：ＩＰＭマニュアルの作成、研修会、生産部会等の充実

農産物（商品）と生産履歴はセットである意識徹底
　（県外出荷品、県内流通品、直販品含めて『履歴のない農産物は取り扱いできない・しない』理念を徹底）

生産者：記帳の徹底と提出
直販組織：安心係の設置と活動強化
農業団体：全戸記帳運動の徹底、購買、営農、販売、集荷場の連携強化、集荷場毎、部会毎のワーキング活動強化
県環境農業推進課・園芸流通課(H21～産地づくり課）・農振センター：ＪＡ毎、集荷場毎、部会毎のワーキング活動強
　化、戦略会議安全安心ＰＴとの連携強化

自主残留農薬検査の継続
生産履歴記帳システムの活用推進

生産者：自主検査への協力、記帳の徹底
農業団体：検査センターによる定期的な自主検査実施、記帳システム活用品目の拡大、生産者が取組やすい
　様式への工夫
県環境農業推進課：地方市場、直販所等での検査の実施
県農振センター：生産者が取組やすい様式への工夫協力

第三者を含めた農産物の生産工程
管理ウオッチャーシステムの検討

生産履歴記帳、高知県版ＧＡＰ実践等のチェック

生産者：記帳、ＧＡＰの実践徹底と提出、ＰＤＣＡの実践
農業団体：購買、営農、販売、集荷場の連携強化、集荷場毎、部会毎のワーキング活動強化、ＰＤＣＡ
　チェック体制の確立と実践
県環境農業推進課・農振センター：ＪＡ毎、集荷場毎、部会毎のワーキング活動強化支援、ＰＤＣＡ
　チェック体制の確立と実践支援
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．競合競合競合競合にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝つつつつ高知高知高知高知ブランドブランドブランドブランドをををを再構築再構築再構築再構築〔〔〔〔まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり〕】〕】〕】〕】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

○○○○ ○○○○

（（（（９９９９））））環境環境環境環境をををを軸軸軸軸としたとしたとしたとしたイメイメイメイメ
　　　　　　　　ージアップージアップージアップージアップとととと販売戦販売戦販売戦販売戦
　　　　　　　　略略略略のののの展開展開展開展開

◆◆◆◆出前授業出前授業出前授業出前授業のののの実施実施実施実施やややや流通関流通関流通関流通関
　　　　係者係者係者係者とととと産地産地産地産地のののの交流交流交流交流
　　　　◎◎◎◎交流交流交流交流やややや応援団応援団応援団応援団づくりとづくりとづくりとづくりと実践実践実践実践

○○○○

◆◆◆◆高知高知高知高知ののののエコエコエコエコ農産物農産物農産物農産物をををを活用活用活用活用しししし
　　　　たたたた新新新新メニューメニューメニューメニュー等等等等のののの提案提案提案提案・・・・開発開発開発開発
　　　　★★★★新需要創出組織新需要創出組織新需要創出組織新需要創出組織のののの検討検討検討検討とととと
　　　　　　　　立立立立ちちちち上上上上げげげげ
　　　　★★★★外食外食外食外食・・・・中食中食中食中食でのでのでのでの新新新新たなたなたなたな需需需需
　　　　　　　　要要要要のののの創出創出創出創出

○○○○

◆◆◆◆新新新新しいしいしいしい食食食食ーーーー農農農農ーーーー観光観光観光観光のののの産業産業産業産業
　　　　コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション等等等等によるによるによるによる新新新新
　　　　しいしいしいしい需要需要需要需要やややや販路販路販路販路のののの開拓開拓開拓開拓
　　　　★★★★新需要創出組織新需要創出組織新需要創出組織新需要創出組織のののの検討検討検討検討とととと
　　　　　　　　立立立立ちちちち上上上上げげげげ
　　　　★★★★農農農農－－－－食食食食－－－－観光連携観光連携観光連携観光連携によるによるによるによる
　　　　　　　　新新新新たなたなたなたな需要需要需要需要のののの創出創出創出創出

○○○○

（（（（１０１０１０１０））））オランダウェストオランダウェストオランダウェストオランダウェスト
　　　　　　　　ラントラントラントラント市市市市－－－－高知友好高知友好高知友好高知友好
　　　　　　　　園芸農業協定園芸農業協定園芸農業協定園芸農業協定のののの締結締結締結締結

◆◆◆◆世界世界世界世界ののののトップランナートップランナートップランナートップランナーとととと日本日本日本日本
　　　　ののののトップランナートップランナートップランナートップランナーのののの友好園芸友好園芸友好園芸友好園芸
　　　　農業協定締結農業協定締結農業協定締結農業協定締結
　　　　★★★★技術交流技術交流技術交流技術交流
　　　　★★★★文化交流文化交流文化交流文化交流
　　　　★★★★県内外県内外県内外県内外へのへのへのへのＰＲＰＲＰＲＰＲ

○○○○ ○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

◆◆◆◆エコシステムエコシステムエコシステムエコシステム栽培認証等栽培認証等栽培認証等栽培認証等のののの
　　　　推進推進推進推進とととと環境保全環境保全環境保全環境保全にににに貢献貢献貢献貢献できできできでき
　　　　るるるる仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり
　　　　○○○○品目数及品目数及品目数及品目数及びびびび登録農家数登録農家数登録農家数登録農家数
　　　　　　　　のののの拡大拡大拡大拡大にににに向向向向けたけたけたけたエコシスエコシスエコシスエコシス
　　　　　　　　テムテムテムテム栽培認証栽培認証栽培認証栽培認証のののの要件要件要件要件のののの見見見見
　　　　　　　　直直直直しししし改善改善改善改善
　　　　◎◎◎◎エコシステムエコシステムエコシステムエコシステム栽培認証栽培認証栽培認証栽培認証へへへへ
　　　　　　　　のののの集約集約集約集約とととと推進体制推進体制推進体制推進体制のののの強化強化強化強化
　　　　★★★★消費者消費者消費者消費者ののののエコシステムエコシステムエコシステムエコシステム栽栽栽栽
　　　　　　　　培認証農産物培認証農産物培認証農産物培認証農産物のののの購入購入購入購入がががが環環環環
　　　　　　　　境保全境保全境保全境保全にににに貢献貢献貢献貢献できるできるできるできる仕組仕組仕組仕組
　　　　　　　　みづくりみづくりみづくりみづくり

３３３３．．．．環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業ののののトップトップトップトップ
　　　　　　　　ランナーランナーランナーランナーのののの地位地位地位地位をををを確立確立確立確立
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（８８８８））））認証制度等認証制度等認証制度等認証制度等のののの整理整理整理整理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とととと活用活用活用活用

現状現状現状現状

◆県認証、特栽ガイドラ
イン、エコファーマー、
ISO１４００１、エコシステ
ム栽培、有機JAS認証
など各種制度を推進

◆JAグループによる系
統出荷はエコシステム
栽培認証に集約して登
録品目数、農家数を拡
大推進していく方針を決
定し、登録拡大に向けた
要件の見直し実施

◆エコシステム栽培認
証の要件の見直しとエコ
システム栽培認証への
集約

◆ナス、ピーマン、シシト
ウ、ミョウガ以外の品目
での登録農家数が少な
い

◆消費地や市場に、認証
の取組内容や基準がわ
かりにくい

◆認証農産物の有利販
売

◆全国的な野菜消費の
減少のなか、「流通関係
者と産地との交流」や、
関東や関西など大消費
地における小学校等へ
の「出前授業」、佐藤弘
道氏による「高知やさい
体操」制作など本県の環
境保全型農業の取組を
ＰＲ

◆いくつかの市場や量販
店等で高知の環境に優
しい農業の取組への認
知度が高まり、取引が拡
大

◆「安全安心な高知野
菜」のPRのため、主に小
学生を対象にした出前
授業の実施や流通関係
者と産地の交流事業の
開催

◆エコ農産物の認知度
の向上と消費地との連携
強化
・販促活動や消費地との
交流に積極的に参加す
る体制強化

◆エコ農産物を軸とした
新需要の創出と取引の
拡大

◆オランダ国の施設園芸
は輸出産業として発展、
天敵利用や環境制御によ
る病害虫対策、肥料成分
等をハウス外に一切排出
しないクローズドシステム
等、農薬や化学肥料等の
環境への負荷を極力抑え
る多くの技術で世界のトッ
プランナーを走る国として
認知

◆交配昆虫利用技術、
天敵利用技術の先進地
として情報収集・交換

◆高知方式の養液栽培
技術の開発と普及

◆花き類、特にオリエン
タルユリ等の高品質切り
花生産

◆生産者や関係者の自
主的なレベルでの訪問
や交流が主体

◆環境条件や生産規模
等が全く違うオランダの
技術や仕組みをそのま
ま導入するのではなく、
高知に応じた形へ進化

Ｐ１６２、１６３
別図（農５・６）参照
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【　【　【　【　農業分野農業分野農業分野農業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆エコシステムエコシステムエコシステムエコシステム栽培認証取栽培認証取栽培認証取栽培認証取
   得率   得率   得率   得率
　 　 　 　 系統出荷農産物系統出荷農産物系統出荷農産物系統出荷農産物
　　　　　　　　HHHH20202020園芸年度園芸年度園芸年度園芸年度：：：：２４２４２４２４％％％％
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323園芸年度園芸年度園芸年度園芸年度：：：：８０８０８０８０％％％％

◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力
　 　 　 　 あるあるあるある農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

◆◆◆◆出前授業受講者数出前授業受講者数出前授業受講者数出前授業受講者数
　　　　　　　　HHHH19191919年度年度年度年度：：：：1111,,,,596596596596人人人人////年年年年
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323年度年度年度年度：：：：2222,,,,000000000000人人人人////年年年年

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

品目数及び登録農家数の拡大に向けた
　エコシステム栽培認証の要件の見直し改善

エコシステム栽培認証への集約と推進体制の強化

消費者のエコシステム栽培認証農産物の購入が「協働の森」、「四万十川の清流保全」、
　「ＣＯ２削減」等の環境保全に貢献できる仕組みづくり

仕組みづくりの検討 仕組みの実現と運用

消費者：エコ農産物の購入と環境保全に貢献できる仕組みへの参画
生産者：環境保全型農業の実践と情報発信、地域内でできる環境保全活動の実践と情報発信、環境保全に
　貢献できる仕組みづくりへの参画
農業団体：環境保全型農業の推進、地域内でできる環境保全活動の協力と実践、環境保全に貢献できる仕組み
　づくりへの協力と実践、生産者への意識啓発と情報発信、消費者への情報発信
県環境農業推進課・園芸流通課(H21～産地づくり課）・農振センター：環境保全型農業の推進、環境保全活動の
　協力と実践、環境保全に貢献できる仕組みづくりと実践、生産者への意識啓発と情報発信、消費者への情報
　発信

交流や応援団づくり
の検討

効果的な企画立案
パートナーづくり
産地の意識啓発

県園芸流通課：流通関
　係者との交流事業や
　出前授業、販売促進
　事業を通した県産園
　芸品の応援団づくりの
　検討

生産者・農業団体：県産園芸品の応援団の活用、環境保全型農業の取組のＰＲ
県産地づくり課・流通支援課：効果的な企画立案、県産園芸品の応援団づくりと運営、産地
への
　フィードバック

新需要創出組織
づくりの検討と立
ち上げ

産地の意識改革
出荷体制づくりと実践
契約販売体制づくりと実践
外食・中食実需者へ新マーケットづくりを企画提案
消費地の情報収集と連携・コラボレーション

※県関係課は
新組織や連携
に関わる各部
担当課

新需要創出組織
づくりの検討と立
ち上げ

産地の情報収集
農－食－観光コラボレーションを企画提案
消費地の情報収集と連携・コラボレーション

友好園芸農業協定締結
に向けた準備と締結

技術交流
文化交流
県内外へのＰＲ

生産者：技術交流等への参画と実践
農業団体：締結を活かす活動への協力及び技術交流等への参画と実践、協定締結記念イベントやフェアへの協力、
　県内外へのPR
ウェストラント市と県内の関連企業：民間レベルでの交流やビジネスの可能性を相互に模索
県関係課：ウェストラント市、オランダ大使館、両国の関係機関や関連企業との合意形成や調整、情報提供、技術
　や文化交流等への参画と支援、協定締結記念イベントやフェアの開催、交流ブースの設置、県内外へのPR

生産者：意識改革、実需者ニーズに対応した安定生産、契約販売等への対応
農業団体：産地の意識改革、実需者ニーズに対応した安定生産指導、出荷販売体制の確立、産地と実需
　者のコーディネート、ＰＲと販売促進
県関係課：産地の意識改革、情報収集と企画提案、産地と実需者のコーディネート、ＰＲと販売促進支援

生産者：意識改革、実需者ニーズに対応した安定生産、契約販売等への対応、農－食－観光等での新
　たな連携
農業団体：産地の意識改革、実需者ニーズに対応した安定生産指導、出荷販売体制の確立、農－食－
　観光等の連携づくり、産地と実需者のコーディネート、ＰＲと販売促進
県関係課：産地の意識改革、情報収集と企画提案、農－食－観光等の連携づくり、産地と実需者のコー
　ディネート、ＰＲと販売促進支援
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．競合競合競合競合にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝つつつつ高知高知高知高知ブランドブランドブランドブランドをををを再構築再構築再構築再構築〔〔〔〔まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり〕】〕】〕】〕】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆こうちこうちこうちこうち型集落営農型集落営農型集落営農型集落営農のののの推進推進推進推進
　　　　◎◎◎◎モデルモデルモデルモデル集落集落集落集落のののの追加選定追加選定追加選定追加選定
　　　　◎◎◎◎こうちこうちこうちこうち型集落営農型集落営農型集落営農型集落営農へのへのへのへの到到到到
　　　　　　　　達達達達
　　　　◎◎◎◎モデルモデルモデルモデル集落集落集落集落のののの成功事例成功事例成功事例成功事例
　　　　　　　　をををを一般対策一般対策一般対策一般対策にににに移行移行移行移行してしてしてして各各各各
　　　　　　　　市町村市町村市町村市町村にににに拡大拡大拡大拡大

○○○○

（（（（２２２２））））集落営農集落営農集落営農集落営農のののの推進推進推進推進 ◆◆◆◆集落営農組織集落営農組織集落営農組織集落営農組織のののの活動促進活動促進活動促進活動促進
　　　　◎◎◎◎集落営農集落営農集落営農集落営農をををを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための
　　　　　　　　話話話話しししし合合合合いのいのいのいの場場場場づくりとづくりとづくりとづくりと実践実践実践実践
　　　　　　　　活動活動活動活動やややや品目選定品目選定品目選定品目選定へのへのへのへの支援支援支援支援

○○○○

（（（（３３３３））））有望品目有望品目有望品目有望品目のののの導入導入導入導入・・・・
　　　　　　　　定着定着定着定着

◆◎◆◎◆◎◆◎現地実証試験現地実証試験現地実証試験現地実証試験によるによるによるによる栽栽栽栽
　　　　　　　　培実証培実証培実証培実証やややや販路開拓活動販路開拓活動販路開拓活動販路開拓活動
　　　　　　　　のののの支援支援支援支援

○○○○ ○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

４４４４．．．．生活生活生活生活できるできるできるできる所得所得所得所得をををを確保確保確保確保するするするする
　　　　　　　　こうちこうちこうちこうち型集落営農型集落営農型集落営農型集落営農のののの実現実現実現実現
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（１１１１））））こうちこうちこうちこうち型集落営農型集落営農型集落営農型集落営農のののの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実現実現実現実現

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

◆本県では、これまで個
人経営による園芸農業
が中心であったことから、
集落営農の組織化があ
まり進んでいない状況

◆県の人口が、現在の
80万人から30年後は60
万人に減少するとの推計
からも、さらに、中山間地
域は過疎化・高齢化が急
速に進み、集落機能の衰
退を予測

◆中山間地域で農業で
生活できる所得を確保す
る仕組みづくりとして、集
落内の合意形成により、
園芸品目等を導入し、農
業で所得確保を目指す
「こうち型集落営農」を実
現するため、平成20年度
に県内で10集落をモデル
集落として選定

◆中山間地域等直接支
払制度を活用して、合意
形成を進める「きっかけ」
とするとともに、集落の
リーダーを育成

◆集落営農組織が取り
組む農業用機械・施設
等の整備に対する支援

◆モデル集落の重点支
援
・ソフト面では仕組みづく
り、ハード面では基盤づ
くり
・組織の設立から運営に
対して、関係機関と連携
して総合的に支援

◆集落の合意形成な
ど、時間と手間のかかる
困難な課題を解決し、集
落のまとまりへとステッ
プアップしていくこと

◆集落営農支援に向け
た市町村・農協等との連
携強化のための体制づ
くり

◆プロジェクトチーム会
（ＰＴ会）を立ち上げ、有
望品目の導入、定着を
推進

◆有望品目の定着に向
け、現地実証試験によ
る栽培実証や販路開拓
活動の支援

◆栽培面積の拡大が進
んでいない品目、栽培
技術の改善が必要な品
目、商品知名度が低い
品目がある

Ｐ１６４
別図（農７）参照

Ｐ１６５
別図（農８）参照
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【　【　【　【　農業分野農業分野農業分野農業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆モデルモデルモデルモデル集落数集落数集落数集落数
　　　　　　　　HHHH20202020：：：：１０１０１０１０集落集落集落集落
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323：：：：１５１５１５１５集落集落集落集落

◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力
　 　 　 　 あるあるあるある農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

◆◆◆◆生産額生産額生産額生産額５５５５千万円以上千万円以上千万円以上千万円以上
　 　 　 　 のののの品目数品目数品目数品目数
　　　　　　　　　　　　HHHH23232323：：：：５５５５品目品目品目品目

ＨＨＨＨ２０２０２０２０

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

こうち型集落営農の推進

生産者：こうち型集落営農の実現に向けた集落の合意形成と取組
市町村・農業団体：こうち型集落営農への誘導と取組集落への支援
県環境農業推進課(H21～産地づくり課）：こうち型集落営農モデル育成事業
 (H20モデル集落を10集落選定)
県農業農村支援課：中山間地域集落営農等支援事業（モデル集落育成タイプ）による
　支援
県園芸流通課(H21～産地づくり課）：レンタルハウス整備事業（モデル集落支援区分）
　による支援
県環境農業推進課(H21～産地づくり課）・農振センター：こうち型集落営農の取組支援
　（幅広いコーディネート）

モデル集落の成功事例を
もとに一般対策に移行し
て、各市町村に拡大

モデル集落の追加選定

県産地づくり課：こうち型集
落営農の実現を目指すモ
デル集落を５集落、追加選
定（計１５集落）
　

集落営農による持続的な営農活動を推進

生産者：集落営農ビジョンの検討・共有と、実践活動への取組
市町村・農業団体：集落営農への事業導入及び販路確保支援
県農業農村支援課：中山間地域集落営農等支援事業（一般タイプ）による支援
県農業農村支援課・環境農業推進課(H21～産地づくり課）・農振センター：集落営農を進めるための話し合いの
　場づくりと実践活動や品目選定への支援

市町村・農業団体：集落営農組織等の育成及び発展支援
県農業農村支援課：中山間地域集落営農等支援事業に市町村等へのｿﾌﾄ事業を追加

有望品目の導入・定着

生産者・農業団体・市町村：現地実証試験への協力、有望品目の面積拡大と生産者組織の設立、有望品目戦略
　会議への参画
県環境農業推進課(H21～産地づくり課）・農振センター：
　導入品目の有望性の検証と新たな品目の地域への提示⇒現地実証ほの設置⇒経済性評価（ＰＤＣＡ）
　栽培講習会の開催、生産者組織の設立支援、品目毎の産地化と目標の共有のための有望品目戦略会議の設置

こうち型集落営農とは

　過疎化・高齢化が進行す
る中山間地域を中心に、集
落内の合意形成により、有
望な園芸品目等を導入し､
農業で生活できる所得を確
保する仕組み
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．競合競合競合競合にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝つつつつ高知高知高知高知ブランドブランドブランドブランドをををを再構築再構築再構築再構築〔〔〔〔まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり〕】〕】〕】〕】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆★◆★◆★◆★品目品目品目品目ごとにごとにごとにごとに生産生産生産生産からからからから流流流流
　　　　　　　　通通通通までのまでのまでのまでの総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略にににに基基基基づづづづ
　　　　　　　　くくくく対策対策対策対策をををを実施実施実施実施

○○○○ ○○○○

（（（（２２２２））））園芸園芸園芸園芸のののの振興振興振興振興
【【【【ミョウガミョウガミョウガミョウガ】】】】

【【【【ミョウガミョウガミョウガミョウガ】】】】
　　　　★★★★価格安定制度価格安定制度価格安定制度価格安定制度のののの創設創設創設創設とととと
　　　　　　　　実施実施実施実施

　　　　★★★★需要期需要期需要期需要期をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた作型作型作型作型
　　　　　　　　のののの検討検討検討検討

○○○○ ○○○○

　　　　★★★★業務需要業務需要業務需要業務需要のののの拡大拡大拡大拡大などなどなどなど、、、、
　　　　　　　　まとまりをまとまりをまとまりをまとまりを活活活活かしたかしたかしたかした販売販売販売販売
　　　　　　　　戦略戦略戦略戦略へのへのへのへの対応対応対応対応

　　　　★★★★排液処理装置排液処理装置排液処理装置排液処理装置のののの開発開発開発開発・・・・
　　　　　　　　導入導入導入導入

【【【【ナスナスナスナス】】】】 【【【【ナスナスナスナス】】】】
　　　　★JA★JA★JA★JAをををを中心中心中心中心としたまとまりのとしたまとまりのとしたまとまりのとしたまとまりの
　　　　　　　　あるあるあるある産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり

○○○○ ○○○○

　　　　◎IPM◎IPM◎IPM◎IPM技術技術技術技術のののの確立確立確立確立・・・・普及普及普及普及

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

５５５５．．．．品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略のののの実践実践実践実践
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（１１１１））））生産生産生産生産からからからから流通流通流通流通････販売販売販売販売
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　までをまでをまでをまでを見通見通見通見通したしたしたした総合総合総合総合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戦略戦略戦略戦略のののの共有共有共有共有とととと実践実践実践実践

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆品目別に生産対策、
流通対策などをそれぞ
れ展開し、総合戦略化
がされていない

◆生産戦略としては収
量や品質の向上のため
の技術対策、生産を振
興するための施設整備
支援対策など、流通対
策としては鮮度保持対
策、消費拡大対策など、
さまざまな課題に対して
取組を推進

◆業務需要の拡大や消
費の減少傾向などの消
費流通構造の変化、コ
スト増大や高齢化等の
生産構造の変化に総合
的に対応する、生産から
流通までを一元的に捉
えた総合戦略とそれに
基づく展開が不十分

◆全国１位の生産量
(H18:3,438ｔ）、シェア
64.9％である

◆需要期前の４～６月
出荷増が単価安の一因
となっている

◆需給のバランスの崩
れにより再生産価格を
下回ることがある

◆近年、惣菜会社での
メニュー化等バラ需要が
増える傾向にある

◆ミョウガにおける養液
栽培導入状況は県内全
域で59%

◆高いレベルの生産技
術開発により産地化が
図られた

◆期間値決め等による
価格の下落防止

◆業務需要向けバラ出
荷等への取組
・個人農家レベルでのバ
ラ出荷対応
・パック包装品をバラし
ての出荷対応

◆排液処理については
農業技術センタ－等に
おいて、処理装置の現
地実証に取組、H20年
度にはモデル事業(県単
事業)により実用型機の
導入と改良に取り組む

◆収量の高い作型に偏
ることで、出荷ピークと
需要期がかい離

◆排液処理能力の改良
（ハウス外設置）を踏ま
えた、装置の本格普及
に向けた国庫補助事業
の導入への支援

◆全国１位の生産量
（H18:39,100ｔ）、シェア
10.5％である

◆価格安定制度の要件
（系統出荷率）を割った
産地があり、産地のまと
まりにほころびが見られ
る

◆販売単価は低下傾向
にあり、農業用資材の
高騰等も重なり農家所
得は低下

◆生産部会の活性化等
を通じた産地のまとまり
再構築への取組

◆品質･収量性に優れ
る、新品種「土佐鷹」の
導入

◆ＩＰＭ技術の導入によ
る安全･安心への取組

◆JAを中心としたまとま
りのある産地づくりを通
じた安定供給体制の確
立

◆ＩＰＭ技術を踏まえた
所得の確保･向上のた
めの高品質･多収化技
術の普及

園芸園芸園芸園芸２８２８２８２８、、、、米米米米、、、、茶茶茶茶、、、、畜産畜産畜産畜産５５５５のののの計計計計
３５３５３５３５品目品目品目品目をををを策定策定策定策定
今後今後今後今後もももも、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて地域地域地域地域のののの
戦略品目等戦略品目等戦略品目等戦略品目等をををを追加追加追加追加するするするする
※※※※以下以下以下以下にににに抜粋抜粋抜粋抜粋してしてしてして示示示示すすすす品目以品目以品目以品目以
外外外外はははは、、、、資料資料資料資料をををを別途整理別途整理別途整理別途整理

Ｐ１６６
別図（農９）参照
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【　【　【　【　農業分野農業分野農業分野農業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力
　 　 　 　 あるあるあるある農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

◆◆◆◆需給動向需給動向需給動向需給動向をををを見据見据見据見据えたえたえたえた
　 　 　 　 業務需要業務需要業務需要業務需要のののの拡大拡大拡大拡大

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆１８１８１８１８ｔｔｔｔどりどりどりどり達成農家率達成農家率達成農家率達成農家率
　　　　((((１８１８１８１８ｔｔｔｔどりをどりをどりをどりを目指目指目指目指すすすす農家農家農家農家
　　　　にににに占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合))))
　　　　　　　　HHHH20202020：　：　：　：　４８４８４８４８％％％％
　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323：：：：１００１００１００１００％％％％

◆◆◆◆系統出荷率系統出荷率系統出荷率系統出荷率
　　　　　　　　ナスナスナスナス（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ地区地区地区地区））））
　　　　　　　　HHHH19191919園芸年度園芸年度園芸年度園芸年度：：：：５２５２５２５２％％％％
　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323園芸年度園芸年度園芸年度園芸年度：：：：６０６０６０６０％％％％

戦略の策定と共有 戦略の実践（ＰＤＣＡサイクル）

生産者、農業団体、県農
業振興部：品目別総合戦
　略の策定と共有

生産者・農業団体：課題の解決策への主体的取組
県農業振興部：課題解決に向けた支援策の組立と支援

価格安定制度の創設検討

県園芸流通課：制度の
　創設検討

価格安定制度の実施

生産者・農業団体：制度への参加
市町村・県産地づくり課：制度の支援

県域での生産出荷実績の検証・作型
の検討 産地の作付け調整と計画出荷に向けた取組

農業団体：産地の作付け調整と計画出荷
　に向けた仕組みづくり
県農業振興部：農業団体の取組支援

生産者：取組の共有と実践
農業団体：取組の共有と作型変更への支援
県農業振興部：作型変更への支援と効果の検証

販売戦略を立案・実践する仕組みづくり
業務需要への取引拡大の検討

販売戦略の実践
業務需要への取引拡大

農業団体・県園芸流通課(H21～産地づくり
課・流通支援課）：販売戦略の提案と共有

生産者・農業団体：取組の共有と実践
県産地づくり課・流通支援課：取組の共有と実践支援

生産者・農業団体：実証・改良への協力
県農技センター：排液処理装置の現地実証・改良版の開発

排液処理技術開発・改良と実証

排液処理装置の導入推進

生産者・農業団体：県単モデル事業の導入
須崎市・県環境農業推進課：導入支援

生産者：排液処理装置の整備
農業団体：補助事業の本格導入
市町村・県環境農業推進課：国庫補助事業の導入支援

篤農家技術の普及を通じた産地のまとまりの形成

生産者：篤農家技術(18ｔどり技術）の提供・導入
農業団体・県農振センター：篤農家技術の体系化、研究会等の開催
県園芸流通課(H21～産地づくり課）・環境農業推進課：篤農家技術の体系化・研究会開催支援

系統率向上対策
の取組検証

改善策の提示・実践(PDCA)

農業団体・県園芸流通課
(H21～産地づくり課）：
　課題の明確化

農業団体：改善策の実践
県産地づくり課：関係団体との協議、改善策の提示

ＩＰＭ技術の確立・普及

生産者：ＩＰＭ技術の導入・習得
農業団体・県農振センター：IPM技術の実証・高度化、農家への普及
県農業技術センター：ＩＰＭ技術の開発
県環境農業推進課：ＩＰＭ技術の導入支援（天敵温存ハウス等）
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．競合競合競合競合にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝つつつつ高知高知高知高知ブランドブランドブランドブランドをををを再構築再構築再構築再構築〔〔〔〔まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり〕】〕】〕】〕】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

○○○○ ○○○○

【【【【ブンタンブンタンブンタンブンタン】】】】

○○○○ ○○○○

【【【【ユリユリユリユリ】】】】

○○○○ ○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

【【【【ブンタンブンタンブンタンブンタン】】】】
　　　　★★★★ブンタンブンタンブンタンブンタン振興振興振興振興にににに向向向向けたけたけたけた
　　　　　　　　組織組織組織組織のありのありのありのあり方検討方検討方検討方検討のののの場場場場
　　　　　　　　づくりづくりづくりづくり

　　　　★★★★効果的効果的効果的効果的なななな消費宣伝戦略消費宣伝戦略消費宣伝戦略消費宣伝戦略
　　　　　　　　のののの県域県域県域県域でのでのでのでの検討検討検討検討とととと県内県内県内県内
　　　　　　　　及及及及びびびび全国全国全国全国レベルレベルレベルレベルでのでのでのでの展開展開展開展開

　　　　◎◎◎◎収量収量収量収量・・・・品質向上技術品質向上技術品質向上技術品質向上技術のののの
　　　　　　　　普及普及普及普及（（（（マルチマルチマルチマルチ栽培等栽培等栽培等栽培等））））
　　　　◎◎◎◎主要産地主要産地主要産地主要産地へのへのへのへの光光光光センサーセンサーセンサーセンサー
　　　　　　　　選果機選果機選果機選果機のののの導入導入導入導入

【【【【ユズユズユズユズ】】】】
　　　　◎◎◎◎将来将来将来将来にわたってゆずにわたってゆずにわたってゆずにわたってゆず園園園園をををを
　　　　　　　　維持管理維持管理維持管理維持管理するするするする仕組仕組仕組仕組みづくみづくみづくみづく
　　　　　　　　りりりり

　　　　◎◎◎◎出荷予測出荷予測出荷予測出荷予測システムシステムシステムシステムのののの検証検証検証検証
　　　　　　　　とととと精度向上精度向上精度向上精度向上

　　　　★★★★種苗供給体制種苗供給体制種苗供給体制種苗供給体制のののの整備整備整備整備
　　　　◎◎◎◎優良系統優良系統優良系統優良系統によるによるによるによる新改植新改植新改植新改植のののの
　　　　　　　　推進推進推進推進
    

　　　　◎◎◎◎加工原料用加工原料用加工原料用加工原料用ユズユズユズユズ酢酢酢酢のののの安安安安
　　　　　　　　定供給定供給定供給定供給

５５５５．．．．品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略のののの実践実践実践実践
　　　　【　　　　【　　　　【　　　　【ユズユズユズユズ】】】】

【【【【ユリユリユリユリ】】】】
　　　　★★★★経営管理能力向上経営管理能力向上経営管理能力向上経営管理能力向上のののの
　　　　　　　　ためのためのためのためのコンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタント
　　　　　　　　活動活動活動活動
　　　　

　　　　★★★★高知県産花高知県産花高知県産花高知県産花きのきのきのきの総合総合総合総合
　　　　　　　　的的的的なななな情報発信情報発信情報発信情報発信

　　　　★★★★情報共有情報共有情報共有情報共有のののの場場場場づくりづくりづくりづくり

◆全国１位の生産量
（H18：8,880ｔ）、シェア
44％である

◆生産者の高齢化や隔
年結果等で生産量が不
安定

◆主要産地の青果出荷
量は約1,500ｔ（23％）、う
ち冬至用は50％以上を
占める

◆近年、加工原料用ユ
ズ酢の需要が多く、不足
気味

◆栽培技術主体での産
地育成

◆有利販売のため、ユ
ズ振興対策協議会で現
地調査等を通じて出荷
予測

◆果樹試験場による優
良系統の選抜

◆優良系統の現地検証

◆各産地への搾汁施設
等の設置（8ヶ所）

◆生産者が高齢化し、
園地の維持管理が困難
化

◆出荷予測システムの
検証や情報の共有化が
不十分

◆果樹試験場における
原母樹維持及び穂木の
供給、新たな系統作出
が困難

◆優良系統の産地内で
の増殖配付体制が未確
立

◆需要動向に応じた計
画的な搾汁

◆県内需要に余力があ
り、県全体の販売戦略
を今まで必要としなかっ
た
　
◆全国展開には、効果
的な消費宣伝と内容品
質のバラつきを平準化
するための光センサー
やマルチの導入による
高品質化が必要

◆栽培技術を主体とし
た産地振興策を実施
　
◆果樹試験場で高品質
化技術を確立（マルチ栽
培等）
　
◆１産地で光センサー
選果機を導入し、品質
の一定化に取り組む

◆全国１位の生産量（約
8,750ｔ）、シェア87％であ
る
　
◆県内需要量を大きく
上回る潜在生産能力

◆県内市場の飽和化、
贈答需要の低迷による
単価安

◆産地、グループ毎の
販売展開

◆産地、園地、年次間
により収量品質にバラつ
きがある

◆作型ごとの収支が明
確化されておらず、生産
者ごとの経営計画の策
定が不十分であった

◆各産地と各市場との
日々の連携が強く、自
己完結となり、高知県の
総合的な情報発信と
なっていなかった

◆直接消費者にＰＲする
手段が少ない

◆県域で課題を共有し、
解決する場がない

◆栽培技術の普及を中
心とした振興策の実施

◆生産部会が主体と
なった販売拡大の取組

◆個別の生産者に対す
る技術支援

◆粗収益に対する生産
コストが非常に高い

◆県域での消費拡大へ
の取組はない

◆各産地と各市場ごと
の結びつきが強い

◆生産部会の活動にば
らつきがある

◆課題解決への取組が
産地ごとに異なる

Ｐ１６６
別図（農９）参照
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【　【　【　【　農業分野農業分野農業分野農業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆ユズユズユズユズのののの生産量生産量生産量生産量
　　　　　　　　HHHH18181818～～～～HHHH19191919：：：：8888,,,,911911911911ｔｔｔｔ
         ↓         ↓         ↓         ↓
　　　　　　　　HHHH22222222～～～～HHHH23232323：：：：8888,,,,440440440440ｔｔｔｔ

◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力
　 　 　 　 あるあるあるある農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

◆◆◆◆栽培面積栽培面積栽培面積栽培面積のののの現状維持現状維持現状維持現状維持
　　　　　　　　HHHH20202020年度年度年度年度：：：：９１９１９１９１ｈａｈａｈａｈａ

ＨＨＨＨ２２２２２２２２
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

ＨＨＨＨ２３２３２３２３ＨＨＨＨ２１２１２１２１ＨＨＨＨ２０２０２０２０

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

◆◆◆◆光光光光センサーセンサーセンサーセンサー選果機導入選果機導入選果機導入選果機導入
　　　　　　　　HHHH20202020年度年度年度年度：：：：１１１１ヶヶヶヶ所所所所
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323年度年度年度年度：：：：２２２２ヶヶヶヶ所所所所

◆◆◆◆光光光光センサーセンサーセンサーセンサー選果機導入選果機導入選果機導入選果機導入
　 　 　 　 にににに伴伴伴伴うううう高品質化高品質化高品質化高品質化とととと園芸園芸園芸園芸
　 　 　 　 連取扱量連取扱量連取扱量連取扱量のののの拡大拡大拡大拡大

園地の維持管理の仕組みづくり

検討の場づくりと振興策の検討 協議会の運営と県域の振興策の実践
産地の振興策の実践

作型ごとの収支の実態把握

生産者：作型ごとの収支の把握と目標設定、計画の実践
農業団体：生産者ごとの目標設定と経営計画の策定及び実践の支援
県園芸流通課(H21～産地づくり課）・環境農業推進課・振興センター：作型ごとの収支の実態把握、
　経営計画策定及び実践支援

情報の共有と県域での課題解決への取組

生産者：情報共有の場への積極的な参画
農業団体：情報共有の場への積極的な参画、他産地の情報収集
県園芸流通課(H21～産地づくり課・流通支援課）・環境農業推進課・振興センター：情報交換の場
　づくり、共通課題の選定と解決策の検討

高知県の花きの総合PR、マーケティングを基にした生産流通戦略の検討・実践

生産者・農業団体：ＰＲ事業への積極的参画、マーケティング情報を基にした生産流通戦略策定
　と実践
県流通支援課・環境農業推進課・農振センター：市場における品目別モニタリングとＰＲ、全国規
　模の展示会におけるＰＲ、各産地の生産流通戦略策定及び実践の支援

生産者：検討の場への参画、振興策の検討
農業団体：協議会設立に向けた支援、振興策の検討
県園芸流通課(H21～産地づくり課・流通支援課）：
　検討の場の設定、協議会設立に向けた支援、振興
　策の検討

生産者：取組の共有と実践、協議会運営への参画
農業団体：取組の共有と実践、協議会の運営
県産地づくり課・流通支援課：取組の共有と実践支援

販売戦略を立案・実践する仕組みづくり
販売戦略の検討・策定 販売戦略の実践

生産者：産地の取組合意（協議会）、光センサー選果機
　導入の検討
農業団体：販売戦略の提案、県との共有による実践体
　制の整備、光センサー選果機導入の検討
県園芸流通課(H21～産地づくり課・流通支援課）：販売
　戦略の提案、農業団体との共有による実践体制の整備

生産者・農業団体：取組の共有と実践、光センサー
　選果機導入
県産地づくり課・流通支援課：取組の共有と実践支
　援、補助事業による光センサー選果機導入支援

高品質生産技術の普及

生産者：マルチ栽培等の導入
農業団体：光センサー選果データ等の活用による園地マップの作成、マルチ栽培等
　の普及拡大支援（補助事業の導入）
県産地づくり課：マルチ等の導入を補助事業等で支援

生産者ごとの目標の明確化及び経営計画の作成支援

生産者・農業団体：農作業受委託組織等への積極的参加
県環境農業推進課・農振センター：農作業受委託組織、作業班体制等による管理作業請負の仕組みづくり

出荷予測の精度向上と計画的販売強化

生産者：出荷予測システム、共同販売への協力、予約出荷量の厳守
農業団体：出荷予測システムの検証に基づく精度向上と販売総合対策会議の実施、系統率向上対策の実践
県園芸流通課(H21～産地づくり課・流通支援課）・環境農業推進課：出荷予測システム、販売総合対策会議
　への支援と情報の共有化

優良系統の維持及び優良種苗の供給と新改植の推進

生産者：優良系統による新改植の実施
農業団体等：優良系統の母樹園設置、健全種苗の生産・提供、新改植への支援（補助事業の導入）
県果樹試験場：優良系統（５系統）の穂木の提供・原母樹の維持・管理
県園芸流通課(H21～産地づくり課）：原母樹園の改修、国庫補助事業導入への支援

ユズ酢の安定供給

生産者：搾汁施設等への原料ユズの安定供給
農業団体等：計画的な搾汁施設等の導入、需要動向に基づいた安定供給
県園芸流通課(H21～産地づくり課）：需要動向調査、国庫補助事業導入への支援
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．競合競合競合競合にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝つつつつ高知高知高知高知ブランドブランドブランドブランドをををを再構築再構築再構築再構築〔〔〔〔まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり〕】〕】〕】〕】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

○○○○ ○○○○

（（（（４４４４））））土佐茶産地土佐茶産地土佐茶産地土佐茶産地のののの再構再構再構再構
　　　　　　　　築築築築

◆◆◆◆「「「「土佐茶土佐茶土佐茶土佐茶」」」」のののの販売推進体制販売推進体制販売推進体制販売推進体制のののの
構築構築構築構築
　　　　★★★★土佐茶販売対策協議会土佐茶販売対策協議会土佐茶販売対策協議会土佐茶販売対策協議会
　　　　　　　　へのへのへのへの支援支援支援支援
　　　　◎◎◎◎生産生産生産生産からからからから流通販売流通販売流通販売流通販売までのまでのまでのまでの
　　　　　　　　対策対策対策対策へのへのへのへの支援支援支援支援のののの強化強化強化強化

○○○○ ○○○○

（（（（５５５５））））畜産畜産畜産畜産のののの振興振興振興振興
【【【【酪農酪農酪農酪農】】】】

【【【【酪農酪農酪農酪農】】】】
　　　　◎◎◎◎効果的効果的効果的効果的なななな乳量乳量乳量乳量・・・・乳質改乳質改乳質改乳質改
　　　　　　　　善善善善のののの取組取組取組取組へのへのへのへの支援支援支援支援

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

◆◆◆◆地域特性地域特性地域特性地域特性をををを活活活活かしたかしたかしたかした売売売売れるれるれるれる
　　　　米米米米づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進
　　　　○○○○高品質安定生産高品質安定生産高品質安定生産高品質安定生産ととととコストコストコストコスト
　　　　　　　　低減低減低減低減のののの取組取組取組取組へのへのへのへの支援支援支援支援

　　　　◎◎◎◎南国南国南国南国そだちをそだちをそだちをそだちを核核核核としたとしたとしたとした早早早早
　　　　　　　　期米期米期米期米のののの販売促進活動販売促進活動販売促進活動販売促進活動へのへのへのへの
　　　　　　　　支援支援支援支援

５５５５．．．．品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略のののの実践実践実践実践
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（３３３３））））売売売売れるれるれるれる米米米米づくりづくりづくりづくり

◆近年の温暖化等によ
り品質低下が著しく、県
産米の評価が低下

◆米の生産過剰等によ
り米価は下落傾向、加
えて集落営農や受委託
組織の育成が遅れてお
り、生産コスト低減が進
みにくい

◆基本技術の徹底によ
る高温と日照不足に対
応した高品質米の生産
振興

◆需要に即した売れる
米づくりに取組む産地、
及び生産コスト低減に
向けた地域の担い手育
成への支援

◆気象変動等への対応
が不十分

◆品種開発が進んでい
ない

◆集落営農や農作業受
委託による生産コスト低
減

◆早期米のリレー出荷
体制の確立

◆ペットボトル茶の大幅
な増加に伴い、茶葉の
消費が減少し、本県産
荒茶価格が、大きく低下

◆販売価格の低下と合
わせ、生産者の高齢化
により、栽培意欲が低下
し、放棄茶園が増加

◆生産履歴記帳の徹底
など安全・安心への取組
に対する指導

◆生産者団体の主体的
な消費拡大活動

◆茶園を維持し、生産を
継続できる体制づくり

◆減産型生産から増産
へ

◆飼料高騰による所得
の減少

◆牛群検定情報を活用
した乳量・乳質改善への
取組や牛群検定の加入
促進

◆価格・経営安定対策
や制度資金による経営
支援

◆学校給食等消費拡大
への取組

◆飼料高騰に対する生
産性向上とコスト低減

◆乳量・乳質改善への
取組強化

Ｐ１６６
別図（農９）参照
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【　【　【　【　農業分野農業分野農業分野農業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆南国南国南国南国そだちのそだちのそだちのそだちの栽培面積栽培面積栽培面積栽培面積
　　Ｈ　　Ｈ　　Ｈ　　Ｈ20202020：：：：１００１００１００１００ｈａｈａｈａｈａ
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　Ｈ　　Ｈ　　Ｈ　　Ｈ23232323：：：：５００５００５００５００ｈａｈａｈａｈａ

◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力
　 　 　 　 あるあるあるある農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

◆◆◆◆県内緑茶消費量県内緑茶消費量県内緑茶消費量県内緑茶消費量のののの
　　　　県内産県内産県内産県内産シェアシェアシェアシェア
　　　　　　　　HHHH19191919：：：：４８４８４８４８％％％％
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323：：：：６０６０６０６０％％％％

◆◆◆◆１１１１頭当頭当頭当頭当たりたりたりたり県平均乳量県平均乳量県平均乳量県平均乳量
　　　　　　　　HHHH19191919年度年度年度年度：：：：7777,,,,500500500500ｋｇｋｇｋｇｋｇ
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323年度年度年度年度：：：：8888,,,,000000000000ｋｇｋｇｋｇｋｇ

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿
ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

高品質安定生産とコスト低減の取組

生産者：生産コスト低減と販売戦略に基づく売れる米づくりの実践
農業団体：販売戦略に基づく売れる米づくりの実践への支援
県農技センター：高品質安定生産への支援（品種育成）
県環境農業推進課・農振センター：高品質安定生産への支援（栽培技術指導）、集落営農、農作業受委託
　への支援

県産米の販売促進

全農こうち：県産米の販売促進活動の実践
農業団体：地域特性を活かした売れる米づくりの販売促進活動の実践
県環境農業推進課：県産米の販売促進活動への支援

茶園を維持し、生産を継続できる体制づくり

生産者・農業団体：生産対策への取組及び流通・販売対策の実施
県農業農村支援課：生産から流通・販売までの対策への支援の強化

土佐茶販売対策協議
会への支援

生産者・農業団体：
　協議会の設置
市町村・県農業農村
支援課：
　協議会への参画

牛群検定の加入促進と指導強化

県畜産振興課・家畜保健衛生所：牛群検定情報の活用及び加入促進

乳用牛舎快適性改善モデルの実証･調査

全農こうち：乳用牛舎
　快適性改善モデル
　の実証への補助
県畜産振興課・家畜
保健衛生所・畜産試
験場：乳用牛舎快適
　性改善モデルの実
　態調査

県畜産振興課・家畜
保健衛生所・畜産試
験場：乳用牛舎快適
　性改善モデル農家
　の実証調査

県畜産振興課・家畜
保健衛生所・畜産試
験場：乳用牛舎快適
　性改善モデルの事
　例集作成や普及啓
　発

全農こうち：早期米の販売促進活動の強化
県環境農業推進課：早期米の販売促進活動への支援

南国そだちを核とした早期米の販売促進活動

マニュアルによる普及
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．競合競合競合競合にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝つつつつ高知高知高知高知ブランドブランドブランドブランドをををを再構築再構築再構築再構築〔〔〔〔まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり〕】〕】〕】〕】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

【【【【肉用牛肉用牛肉用牛肉用牛】】】】
　　　　◎◎◎◎生産性向上生産性向上生産性向上生産性向上へのへのへのへの支援支援支援支援

　　　　★★★★土佐和牛土佐和牛土佐和牛土佐和牛ブランドブランドブランドブランドのののの再再再再
　　　　　　　　構築構築構築構築へのへのへのへの支援支援支援支援

○○○○ ○○○○

【【【【養豚養豚養豚養豚】】】】 【【【【養豚養豚養豚養豚】】】】
　　　　★★★★飼料用米給与飼料用米給与飼料用米給与飼料用米給与によるによるによるによる畜畜畜畜
　　　　　　　　産物産物産物産物ののののブランドブランドブランドブランド化化化化にににに向向向向けけけけ
　　　　　　　　たたたた実証実証実証実証へのへのへのへの支援支援支援支援

○○○○ ○○○○

　　　　◎◎◎◎肉豚地域保証価格肉豚地域保証価格肉豚地域保証価格肉豚地域保証価格へへへへ
　　　　　　　　のののの支援支援支援支援

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

５５５５．．．．品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略のののの実践実践実践実践
　　　　【　　　　【　　　　【　　　　【肉用牛肉用牛肉用牛肉用牛】】】】

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆飼料高騰に対する生
産性向上

◆消費の拡大

◆土佐和牛ブランドの再
構築による新たな販売
流通戦略の展開が必要

◆質量兼備の種雄牛早
期造成による土佐褐毛
牛改良のスピードアップ

◆優良繁殖雌牛の保
留・導入の推進による生
産基盤の強化

◆価格・経営安定対策
や制度資金による経営
支援

◆肉用牛農家戸数や頭
数の減少

◆飼料高騰や子牛・枝
肉市場価格の低下によ
る所得の減少

◆土佐和牛の中で、土
佐褐毛牛は、黒毛和牛
を中心とした脂肪交雑重
視の和牛肉流通体系で
は、販売価格の上積み
が期待できない状況

◆飼料高騰や環境対策
に対応しながら、堅調な
肉豚価格の推移により
生産規模を維持する
が、平成２０年から価格
が低落

◆慢性疾病対策等の生
産性向上対策の推進

◆肉豚価格安定基金の
生産者積立金造成への
支援

◆飼料高騰に対する生
産性向上

◆肉豚価格安定基金の
生産者分積立金積み増
しの軽減

Ｐ１６６
別図（農９）参照
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【　【　【　【　農業分野農業分野農業分野農業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆肉用牛飼養頭数肉用牛飼養頭数肉用牛飼養頭数肉用牛飼養頭数
　（　（　（　（２２２２月現在月現在月現在月現在））））
　　　　　　　　HHHH19191919年度年度年度年度：：：：6666,,,,300300300300頭頭頭頭
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323年度年度年度年度：：：：7777,,,,000000000000頭頭頭頭

◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力
　 　 　 　 あるあるあるある農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

◆◆◆◆仁井田米豚仁井田米豚仁井田米豚仁井田米豚（（（（仮称仮称仮称仮称））））
　 　 　 　 給与頭数給与頭数給与頭数給与頭数
　　　　　　　　HHHH20202020年度年度年度年度：  ：  ：  ：  320320320320頭頭頭頭
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323年度年度年度年度：：：：3333,,,,200200200200頭頭頭頭

ＨＨＨＨ２０２０２０２０

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

篤農家の技術を生かした育成・肥育成績向上への取組拡充強化

畜産会：篤農家による研修や繁殖・肥育農家合同研修会の実施、育成・肥育技術の
　検証
県畜産振興課・家畜保健衛生所・畜産試験場：子牛育成マニュアルの普及、篤農家
　の技術を生かした子牛育成や肥育技術改善の取組への支援

土佐和牛としての土佐褐毛牛及び黒毛和牛の生産流通戦略の策定

地域の取組体制の確立（四万十町）

ＪＡ四万十飼料米活用研究会
　畜産農家（豚、牛、鶏）、ＪＡ四万十、（有）営農支援センター、くみあい飼料、県畜産振興課、家畜保健衛生所、
　農振センター、畜産試験場、四万十町

飼料用米の配合飼料化、給与
方法の確立、豚肉の評価

豚実証のまとめ、今後の取組方針の決定と実行

肉豚地域保証価格の生産者積立金造成肉豚地域保証価格の生産者積立金の積み増し

生産者：肉豚地域保
　証価格の生産者積
　立金の積み増し
配合飼料基金：肉豚
　地域保証価格の改
　定

県畜産振興課：肉豚地
　域保証価格の生産者
　積立金の積み増しへ
　の支援

生産者・県畜産振興課：肉豚地域保証価格の生産者
　積立金造成
配合飼料基金：肉豚地域保証価格の生産者積立金
　造成事業実施

畜産会：子牛の適正発
　育への奨励
県畜産振興課・家畜保
健衛生所・畜産試験場：
　子牛育成マニュアル
　の作成・普及

子牛育成技術改善

全農こうち・生産者団体・畜産会・流通業者・消費者団体：
　土佐和牛ブランド推進協議会設立、土佐和牛の生産・販売
　流通戦略の明確化
県畜産振興課：土佐和牛ブランド推進協議会設立支援

協議会：県内外のPR戦術や販売流通戦略の展開による表示店舗や販路の拡大

県畜産振興課・家畜保
健衛生所・畜産試験場：
　県内外のPRや販路拡
　大への支援、土佐褐
　毛牛の美味しさの分
　析評価

県畜産振興課、家畜保健衛生所、畜産試験場：県内
　外のPRや販路拡大への支援

飼料用米の生産実証 飼料用米の生産拡大

（有）営農支援センター：飼料米の生産、低コスト生産に向けた取組
県環境農業推進課・農振センター：飼料用米生産の技術支援
JA四万十：飼料用米の需給調整、助成事業の実施
耕種農家：農地の提供
四万十町：農地集積への協力

養豚農家：飼料用米の給与実証
ＪＡ四万十：飼料用米の給与に関する技術
　支援、豚肉の評価
くみあい飼料：飼料用米を配合飼料に加工
県畜産振興課・家畜保健衛生所：飼料用米
　の給与技術の提供、豚肉の評価の支援

養豚農家：飼料用米を給与した畜産物の生産拡大
ＪＡ四万十：飼料用米の給与に関する技術支援、豚
　肉の品質チェック
くみあい飼料：飼料用米を配合飼料に加工
県畜産振興課・家畜保健衛生所：飼料用米の給与
　技術の提供、豚肉の品質チェックの支援、PR活
　動の支援
四万十町：PR活動の支援

土佐褐毛牛の地産外商を視野においた生産流通戦略の展開

黒毛和牛の地産地消を視野においた生産流通戦略の展開
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．競合競合競合競合にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝つつつつ高知高知高知高知ブランドブランドブランドブランドをををを再構築再構築再構築再構築〔〔〔〔まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり〕】〕】〕】〕】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

【【【【土佐土佐土佐土佐ジロージロージロージロー】】】】
　　　　★★★★飼養羽数飼養羽数飼養羽数飼養羽数５５５５万羽生産万羽生産万羽生産万羽生産
　　　　　　　　流通体制流通体制流通体制流通体制へのへのへのへの支援支援支援支援
　（　（　（　（平成平成平成平成23232323年度達成年度達成年度達成年度達成））））

○○○○ ○○○○

【【【【土佐土佐土佐土佐はちきんはちきんはちきんはちきん地鶏地鶏地鶏地鶏】】】】 ◆◆◆◆土佐土佐土佐土佐はちきんはちきんはちきんはちきん地鶏生産地鶏生産地鶏生産地鶏生産
　　　　流通戦略流通戦略流通戦略流通戦略
　　　　◎◎◎◎１１１１4444万羽万羽万羽万羽((((平成平成平成平成23232323年度年度年度年度))))生生生生
　　　　　　　　産体制産体制産体制産体制へのへのへのへの支援支援支援支援
　　（　　（　　（　　（平成平成平成平成25252525年度達成年度達成年度達成年度達成20202020万万万万
　　　　　　　　羽羽羽羽）））） ○○○○ ○○○○

　　　　★★★★販路販路販路販路のののの拡大拡大拡大拡大へのへのへのへの支援支援支援支援

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

５５５５．．．．品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略のののの実践実践実践実践
　　　　【　　　　【　　　　【　　　　【土佐土佐土佐土佐ジロージロージロージロー】】】】

・◆産業規模で飼育可能
な高品質肉用鶏として
県が開発、平成１８年８
月に商標登録

◆平成１９年度は１万
羽、平成２０年度は約４
万羽の生産計画

◆平成１８年３月土佐は
ちきん地鶏振興協議会
を設立

◆平成１９～２０年度に
大川村で種鶏孵卵セン
ター及び生産農場の整
備を支援

◆平成１９年度からＰＲ
や販路拡大を支援

◆飼養管理マニュアル
に基づく技術指導

◆ブランドの確立

◆種鶏孵卵センターの
円滑な運営と生産農家
の育成による生産量の
確保

◆特定ＪＡＳ認証取得に
よる品質の確保

◆生産体制に見合う販
路の確保

◆消費者へのＰＲ

◆県が開発した卵肉兼
用鶏として昭和６１年か
ら普及を開始、平成８年
７月に商標登録

◆土佐ジロー協会は県
から種卵供給を受け、雛
の孵化を県外業者に委
託、しかし、経営が悪化
し、平成２０年６月末から
県が孵卵業務を緊急避
難的に実施

◆種卵及び雛の安定供
給への支援

◆飼養管理マニュアル
に基づく技術指導

◆ブランド力の向上

◆生産体制の確立によ
る生産量の確保

◆特定ＪＡＳ認証取得に
よる品質の確保

◆生産体制に見合う販
路の確保

◆消費者へのＰＲ

Ｐ１６６
別図（農９）参照
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【　【　【　【　農業分野農業分野農業分野農業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力
　 　 　 　 あるあるあるある農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

◆◆◆◆土佐土佐土佐土佐はちきんはちきんはちきんはちきん地鶏地鶏地鶏地鶏
　 　 　 　 生産羽数生産羽数生産羽数生産羽数
　　　　　　　　HHHH19191919年度年度年度年度：　：　：　：　1111万羽万羽万羽万羽
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323年度年度年度年度：：：：１４１４１４１４万羽万羽万羽万羽

ＨＨＨＨ２１２１２１２１

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

ＨＨＨＨ２０２０２０２０

◆◆◆◆土佐土佐土佐土佐ジロージロージロージロー飼養羽数飼養羽数飼養羽数飼養羽数
　（　（　（　（２２２２月現在月現在月現在月現在））））
　　　　　　　　HHHH19191919年度年度年度年度：：：：２２２２．．．．８５８５８５８５万羽万羽万羽万羽
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323年度年度年度年度：：：：５５５５万羽万羽万羽万羽

 ◆ ◆ ◆ ◆採卵鶏飼養羽数採卵鶏飼養羽数採卵鶏飼養羽数採卵鶏飼養羽数
　　　　　　　　HHHH19191919年度年度年度年度：：：：２２２２．．．．１５１５１５１５万羽万羽万羽万羽
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323年度年度年度年度：：：：３３３３．．．．５５５５万羽万羽万羽万羽

 ◆ ◆ ◆ ◆肉用鶏飼養羽数肉用鶏飼養羽数肉用鶏飼養羽数肉用鶏飼養羽数
　　　　　　　　HHHH19191919年度年度年度年度：：：：００００．．．．７７７７万羽万羽万羽万羽
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323年度年度年度年度：：：：１１１１．．．．５５５５万羽万羽万羽万羽

生産基盤の拡大

生産者・協議会：既存農
　場の規模拡大、プロ
　ジェクトチームによる新
　規農家現地説明会の
　開催
県畜産振興課・家畜保
健衛生所・畜産試験場：
　第1次種鶏孵卵センタ
　ー整備や技術支援

生産者・協議会：新規農
　家の研修制度や生産
　資材レンタル制度の
　創設、第2次種鶏孵卵
　センター整備の検討
県畜産振興課・家畜保
健衛生所・畜産試験場：
　生産農家の育成への
　支援

生産者・協議会：第2次種鶏孵卵センターの整備・運営
県畜産振興課・家畜保健衛生所・畜産試験場：第2次
　種鶏孵卵センター整備や生産農家の育成への支援

加工処理販売体制の強化（生産・処理・販売に至る会社組織の設立）

協議会：会社組織の設
　立・運営

加工処理販売体制の確立（生産・処理・販売に至る会社組織の設立）

生産基盤の維持

県畜産振興課・家畜保健
衛生所・畜産試験場：
　雛安定供給への支援

生産基盤の拡大

協会：県内孵卵施設整
　備、中山間地域の農家
　育成や品質の確保
県畜産振興課・家畜保健
衛生所・畜産試験場：生
　産拡大への支援

協会：中山間地域の農家育成や品質の確保
県畜産振興課：生産拡大への支援

協会：加工処理体制の整備や生産・処理・販売会社組織
　設立の検討・準備
県畜産振興課：加工処理販売体制の構築への支援

協会：会社組織の設立・
　運営

ブランド力の向上や販路の拡大

協会：地鶏肉特定JAS認定取得、県内外
　のPRや販路拡大
県畜産振興課・家畜保健衛生所・畜産試
験場：地鶏肉特定JAS認定取得、県内外
　のPRや販路拡大への支援

協会：地鶏肉特定JAS認定維持、県内外のPRや販路
　拡大
県畜産振興課：県内外のPRや販路拡大への支援

生産基盤の整備（雛安定供給や生産農家の育成）

協議会：加工処理体制の整備や生産・処理・販売会社組織設立
　の検討・準備
県畜産振興課：加工処理販売体制の構築への支援

ブランドの確立 販路の拡大

協議会：県内外のPR戦
　術や販売流通戦略の
　展開、販路開拓
県畜産振興課・家畜保
健衛生所・畜産試験場：
　県内外のPRや販路開
　拓への支援

協議会：地鶏肉特定JAS
　認定取得、県内外の
　PRや販路開拓
県畜産振興課・家畜保
健衛生所・畜産試験場：
　地鶏肉特定JAS認定
　取得、県内外のPR
　や販路開拓への支
　援拡充強化

協議会・会員企業：地鶏肉特定JAS認定維持、
　県内外のPRや販路拡大
県畜産振興課・家畜保健衛生所・畜産試験場：
　販路拡大への協働
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．競合競合競合競合にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝つつつつ高知高知高知高知ブランドブランドブランドブランドをををを再構築再構築再構築再構築〔〔〔〔まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり〕】〕】〕】〕】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆畜産畜産畜産畜産におけるにおけるにおけるにおける生産生産生産生産コストコストコストコスト
　　　　のののの低減対策低減対策低減対策低減対策
　　　　★★★★飼料自給率向上飼料自給率向上飼料自給率向上飼料自給率向上へのへのへのへの支援支援支援支援

○○○○

　　　　◎◎◎◎家畜衛生対策家畜衛生対策家畜衛生対策家畜衛生対策のののの強化強化強化強化にににに
　　　　　　　　よるよるよるよる生産性向上生産性向上生産性向上生産性向上へのへのへのへの支援支援支援支援

◆○◆○◆○◆○新規認定者新規認定者新規認定者新規認定者のののの確保確保確保確保とととと併併併併
　　　　せせせせ、、、、認定期間認定期間認定期間認定期間のののの中間年中間年中間年中間年やややや
　　　　満了満了満了満了をををを迎迎迎迎えるえるえるえる農業者農業者農業者農業者にににに対対対対
　　　　しししし､､､､進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況のののの確認確認確認確認とととと達成達成達成達成
　　　　へのへのへのへの支援支援支援支援

○○○○

◆◆◆◆経営規模拡大経営規模拡大経営規模拡大経営規模拡大によるによるによるによる企業企業企業企業
　　　　的経営体的経営体的経営体的経営体のののの育成育成育成育成とととと優良優良優良優良なななな
　　　　労働力労働力労働力労働力のののの確保確保確保確保
　　　　★★★★経営規模拡大経営規模拡大経営規模拡大経営規模拡大によるによるによるによる企業企業企業企業
　　　　　　　　的経営体的経営体的経営体的経営体のののの育成育成育成育成

○○○○

　　　　◎◎◎◎優良優良優良優良なななな労働力労働力労働力労働力のののの確保確保確保確保

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

６６６６．．．．担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成とととと生産資源生産資源生産資源生産資源のののの
　　　　　　　　保全保全保全保全
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（１１１１））））認定農業者認定農業者認定農業者認定農業者のののの育成育成育成育成････
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　確保確保確保確保

５５５５．．．．品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略品目別総合戦略のののの実践実践実践実践
　　　　【　　　　【　　　　【　　　　【畜種共通畜種共通畜種共通畜種共通】】】】

◆穀物の高騰等を反映
して配合飼料価格は上
昇、経営収支は悪化

◆配合飼料価格安定制
度による経営への影響
緩和及び経営安定対策
による経営の安定化を図
りながら、自給飼料の生
産拡大、慢性疾病対策
等の生産性向上対策を
実施

◆畜産経営体自らが自
己所有地等を利用する
自給飼料生産を支援

◆稲発酵粗飼料、再生
稲の飼料化に取り組む
地域の飼料作物の作付
拡大

◆簡易放牧及び公共牧
場を利用した低コスト生
産の推進

◆慢性疾病対策等の生
産性向上対策の推進

◆飼料自給率の向上

◆地域一体となった取組

◆労働力不足

◆生産性向上

◆農業者の高齢化の進
行や後継者の減少に加
え、農家の経営環境の
悪化により、農業生産を
担う人的基盤の脆弱化
が進行

◆年齢や経営規模にか
かわりなく「意欲と能力の
ある者」を「担い手」と位
置づけ、その育成・確保
を進めているところ

◆国の施策の担い手へ
の集中化・重点化方針
に対応し、認定農業者
については、主業農家
に占める認定農業者割
合を全国平均レベルに
引き上げることを目標と
した育成・確保対策
・地域の候補者を認定
農業者に早期に誘導す
る仕組みづくり
・認定期間の中間年や
満了を迎える農業者に
対し、進捗状況の確認と
達成への支援強化

◆高齢化や経営環境悪
化等による候補者の減
少

◆規模拡大支援の充実

Ｐ１６８
別図（農１０）参照

Ｐ１６６
別図（農９）参照
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【　【　【　【　農業分野農業分野農業分野農業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆再生稲発酵粗飼料再生稲発酵粗飼料再生稲発酵粗飼料再生稲発酵粗飼料のののの
　 　 　 　 生産面積生産面積生産面積生産面積
　　　　　　　　HHHH20202020年度年度年度年度：：：：１６１６１６１６ｈａｈａｈａｈａ
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323年度年度年度年度：：：：５２５２５２５２ｈａｈａｈａｈａ

◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力
　 　 　 　 あるあるあるある農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

◆◆◆◆認定農業者数認定農業者数認定農業者数認定農業者数
　　　　　　　　HHHH20202020：：：：3333,,,,666666666666経営体経営体経営体経営体
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323：：：：4444,,,,340340340340経営体経営体経営体経営体

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

PDCAサイクルによる家畜衛生の向上

認定農業者の育成・確保とフォローアップ

生産者：経営改善計画の作成と着実な実行
農業団体（担い手育成総合支援協議会）：計画の進捗状況把握と達成への支援
県農業農村支援課：計画達成への総合的な支援策の充実
県農振センター：計画達成のための指導、助言

企業的経営体の育成

生産者：企業的経営計画の作成と実践
農業団体（担い手育成総合支援協議会）：企業的経営実現のための研修会開催、
　地域への専門家の派遣等
県農業農村支援課：企業的経営育成への支援策の充実
県環境農業推進課：企業的経営育成のための個別指導等支援
県農振センター：規模拡大志向農家等リストアップ（Ｈ21～Ｈ23）、先進事例調査(H21)
　規模拡大に意欲ある農家への個別指導（Ｈ21～Ｈ23）

企業的経営体と優良な労働力のマッチング
農業団体（農業会議）：
　求人を希望する法人を
　農業会議に登録し、新
　規就農者等をあっせん

農業団体（農業会議）：求人を希望する法人に加え規模拡大志向農家を登録
　農業技術をもった雇用希望者も登録し、求人と雇用のマッチングを図る

県農業農村支援課：
　農業技術をもった者
　を確保できる仕組み
　づくり

県農業農村支援課：労働力確保・あっせんのシステム稼動
への支援

県農業農村支援課：研修生受け入れ農家への支援策の充実
県農業大学校：働きながら農業技術を学べる研修コースを追加

優良な労働力の確保

自給飼料（牧草、飼料作物）の生産拡大

生産者：生産実証、面積拡大
ＪＡ：関連事業の実施、生産・給与に係る技術支援
県畜産振興課・家畜保健衛生所・畜産試験場：給与技術の支援、飼料分析
県環境農業推進課・農振センター：生産技術の支援
市町村：農地集積への協力

生産者：生産実証、面積拡大
ＪＡ：地域内需給調整、関連事業の実施、生産・給与に係る支援、取組事例の紹介
県畜産振興課・家畜保健衛生所・畜産試験場：検討会の開催、給与技術の支援、飼料分析
県環境農業推進課・農振センター：生産技術の支援
市町村：農地集積への協力

耕畜連携による再生稲発酵粗飼料の活用
生産実証（～H20）

生産者：衛生対策のスケジュール策定、実践
ＪＡ：実践への支援
県畜産振興課・家畜保健衛生所：衛生状況の把握と対策への技術支援、対策効果の検証

面積拡大（H21～）
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．競合競合競合競合にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝つつつつ高知高知高知高知ブランドブランドブランドブランドをををを再構築再構築再構築再構築〔〔〔〔まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり〕】〕】〕】〕】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◎◆◎◆◎◆◎市町村市町村市町村市町村でのでのでのでの実践研修実践研修実践研修実践研修やややや
　　　　　　　　遊休遊休遊休遊休ハウスハウスハウスハウスのののの活用等活用等活用等活用等にににに対対対対
　　　　　　　　するするするする支援支援支援支援

○○○○

◆◎◆◎◆◎◆◎異業種異業種異業種異業種からのからのからのからの農業参入農業参入農業参入農業参入
　　　　　　　　支援支援支援支援

○○○○

◆★◆★◆★◆★ＪＡＪＡＪＡＪＡ出資型法人出資型法人出資型法人出資型法人のののの設立設立設立設立をををを
　　　　　　　　強力強力強力強力ににににサポートサポートサポートサポート

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

６６６６．．．．担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成とととと生産資源生産資源生産資源生産資源のののの
　　　　　　　　保全保全保全保全
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（２２２２））））新規就農者新規就農者新規就農者新規就農者のののの確保確保確保確保
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・育成育成育成育成

◆後継者対策等として、
新規就農や農業以外の
分野からの新規参入に
重点をおいた取組を推
進

◆新規就農者は、世代
交代による主業農家数
の維持に必要な数(年間
150人)を目標とした確保
対策

◆営農定着に至る各段
階で、資金・技術・情報
面での総合的な支援

◆異業種からの農業参
入支援
・支援制度等の情報発
信や相談対応
・地元調整や各課題へ
の対応支援
・栽培技術等の向上や
資金等の確保に向けた
支援

◆新規就農の経営環境
悪化等による伸び悩み

◆研修支援等の強化

◆事前の地元調整や農
地、技術、労働力、資金
等の確保

◆ＪＡによる農業経営へ
の参画

Ｐ１６９
別図（農１1）参照

Ｐ１６８
別図（農１０）参照
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【　【　【　【　農業分野農業分野農業分野農業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆新規就農者数新規就農者数新規就農者数新規就農者数
　　　　　　　　年間年間年間年間１５０１５０１５０１５０人人人人

◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力
　 　 　 　 あるあるあるある農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

◆◆◆◆ＪＡＪＡＪＡＪＡ出資型法人数出資型法人数出資型法人数出資型法人数
　　Ｈ　　Ｈ　　Ｈ　　Ｈ23232323：：：：５５５５法人法人法人法人

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

実践研修の支援 研修の拡充

生産者：研修生の受け
　入れ
県農業農村支援課：就
　農予定地の市町村で
　実践研修を行う研修
　生を支援

生産者：研修生の受け入れ（受入先の拡充）
県農業大学校研修課：長期研修の中に農家体験研修を追加
県農業農村支援課：研修生への支援の充実と研修受入農家等への支援の創設

遊休ハウスの活用

農業団体（県農業公社）：遊休ハウス等の情報を収集し、就農希望者に情報提供
県農業農村支援課：遊休ハウス等の情報収集活動への支援

初期投資の軽減 初期投資のさらなる軽減

県園芸流通課：新規
　就農者等に対するレ
　ンタル用の新設ハウ
　ス整備を支援
県協同組合指導課：
　就農する際に利用で
　きる無利子の資金の
　貸付

県産地づくり課：中古ハウスを修繕してハウスをレンタルするメニューを追加

円滑な参入に向けた支援

農業団体（担い手育成総合支援協議会）：経営計画の作成支援、企業が主体となり計画を進めていくように意識
　づけ、円滑な参入のための地元調整支援

研修の拡充

県農業農村支援課：研修生受け入れ農家への支援策の充実
　企業的経営育成への支援策の充実
県農業大学校：働きながら農業技術を学べるコースを追加

初期投資の軽減 初期投資のさらなる軽減

県園芸流通課：新規就
　農者等に対するレンタ
　ル用の新設ハウス整
　備を支援
県協同組合指導課：
　参入する際に利用で
　きる資金への利子助
　成

県産地づくり課：中古ハウスを修繕してハウスをレンタルするメニューを追加
県農業農村支援課：大規模経営の場合には、支援対象となる事業主体があった時点
　で予算措置を提案

支援の準備 設立に向けた支援

農業団体、県農業振
興部：設立マニュア
　ルの作成

農業団体：先進事例調査、組合員等関係者の合意形成
県農業農村支援課：法人設立へのＪＡの取組の支援
県農振センター：経営計画の作成支援、技術指導

初期投資の軽減 初期投資のさらなる軽減

県園芸流通課：新規就
　農者等に対するレンタ
　ル用の新設ハウス整
　備を支援

県産地づくり課：中古ハウスを修繕してハウスをレンタルするメニューを追加
県農業農村支援課：大規模経営の場合には、支援対象となる事業主体があった
　時点で予算措置を提案

技術研修の支援

県農業大学校：ネット
　研修や長期研修等
　を実施
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．競合競合競合競合にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝つつつつ高知高知高知高知ブランドブランドブランドブランドをををを再構築再構築再構築再構築〔〔〔〔まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり〕】〕】〕】〕】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

○○○○

（（（（４４４４））））農業農村整備農業農村整備農業農村整備農業農村整備のののの推進推進推進推進 ◆◆◆◆基幹的農業水利施設基幹的農業水利施設基幹的農業水利施設基幹的農業水利施設のののの
　　　　適正適正適正適正なななな更新更新更新更新とととと予防保全予防保全予防保全予防保全
　　　　◎◎◎◎適切適切適切適切なななな機能保全計画機能保全計画機能保全計画機能保全計画のののの
　　　　　　　　策定策定策定策定とととと予防保全工事予防保全工事予防保全工事予防保全工事のののの実実実実
　　　　　　　　施施施施にににに向向向向けたけたけたけた、、、、機能診断機能診断機能診断機能診断ママママ
　　　　　　　　ニュアルニュアルニュアルニュアルのののの策定等技術力策定等技術力策定等技術力策定等技術力
　　　　　　　　のののの向上向上向上向上

○○○○

◆◆◆◆農地農地農地農地・・・・水水水水・・・・環境保全向上環境保全向上環境保全向上環境保全向上
　　　　対策対策対策対策のののの推進推進推進推進
　　　　○○○○活動組織活動組織活動組織活動組織とのとのとのとの意見交換意見交換意見交換意見交換やややや
　　　　　　　　アンケートアンケートアンケートアンケート等施策評価等施策評価等施策評価等施策評価をををを踏踏踏踏
　　　　　　　　まえまえまえまえ、、、、事業継続事業継続事業継続事業継続とととと制度改正制度改正制度改正制度改正
　　　　　　　　をををを要望要望要望要望

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

６６６６．．．．担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成とととと生産資源生産資源生産資源生産資源のののの
　　　　　　　　保全保全保全保全
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（３３３３））））経営不振農家経営不振農家経営不振農家経営不振農家へのへのへのへの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支援支援支援支援

◆◆◆◆経営不振農家経営不振農家経営不振農家経営不振農家にににに対対対対するするするするＪＡＪＡＪＡＪＡ
　　　　グループグループグループグループとととと県県県県のののの協働協働協働協働のののの取組取組取組取組
　　　　強化強化強化強化
　　　　◎◎◎◎個別農家個別農家個別農家個別農家にににに対対対対するするするする経営経営経営経営
　　　　　　　　改善支援活動改善支援活動改善支援活動改善支援活動のののの強化強化強化強化

　　　　★★★★ＪＡＪＡＪＡＪＡのののの主体的主体的主体的主体的なななな取組取組取組取組をををを
　　　　　　　　サポートサポートサポートサポート

　　　　★★★★支援農家支援農家支援農家支援農家のののの営農資金営農資金営農資金営農資金にににに
　　　　　　　　対対対対するするするする支援支援支援支援

◆農家の経営改善に取
り組む意欲があるＪＡと
経営改善支援チームを
結成し、農家のニーズや
課題に応じた取組を支
援

◆19年度は、ＪＡから支
援要請のあった121戸へ
の支援を開始
・成果として１年の取組
で、12戸の経営が好転し
て支援対象外へ

◆経営改善支援チーム
の対応等
・経営実績の分析診断
結果に基づき、生産と生
活の調和がとれた中長
期的な経営改善目標の
策定とその実行を支援
・成果の検証と手法（改
善策、支援手法）の見直
し
・実務担当者会や優良
事例発表、研修によるＪ
Ａグループの主体的な
取組の促進

◆経営不振農家に対す
る経営改善支援手法が
未定着

◆農家の経営実態を把
握する仕組みが不十分

◆生産資材の高騰によ
る生産コストの上昇、運
転資金の確保

◆県では昭和30年代以
降、農業の生産性向上
や農業構造の改善によ
り、農業振興を図る上で
不可欠な農業農村の基
盤整備を継続的に実施

その結果、平成19年度
末時点で9,830haの水田
をほ場整備するととも
に、農業用用排水路や
取水堰、排水機場等の
整備により、安定した農
業生産に寄与

併せて、55箇所の地す
べり指定地において一
期対策を完了するなど、
安心して暮らせる農村
の環境整備の実施

◆高知県農業農村整備
推進基本方針（H19～
H23）に基づく事業の計
画的な実施
・ほ場整備は、数値にと
らわれることなく、園芸
農業の振興に効果の高
い地区は引き続き実施
・老朽化した土地改良
施設のうち、広範囲に
大きな影響を及ぼすか
んがい排水施設（幹線
用・排水路、取水堰、排
水機場）は早急な対策
に向け検討
・長工期化農道は、国、
県・市町村道等の整備
状況や地域農業の変化
も見極めつつ、必要に
応じ計画変更等の見直
しを実施
・地すべり指定地や危
険ため池は、専門家の
診断によりカルテを作成
し、地域住民への情報
提供と、計画的な対策
工事を実施

◆予防保全対策の技術
体系確立
・予防保全は、平成15年
10月に閣議決定された
「土地改良長期計画」に
おいて初めて示された
新しい分野であり、現時
点では技術的に未確立

◆事業継続と制度改正
の要望
・Ｈ２３までの時限事業
であり、共同活動と減農
薬・減化学肥料栽培の
定着を図るため、必要に
応じ平成２４年度以降の
事業継続と農家の取り
組みやすい制度改正が
必要

◆「田役」組織の再構築
に、国の「農地・水・環境
保全向上対策」を導入

◆昭和一桁世代のリタ
イアにより、「田役」組織
がぜい弱化。また県、市
町村とも財政状況が急
激に悪化し、公共予算
規模が縮小

Ｐ１６８
別図（農１０）参照
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【　【　【　【　農業分野農業分野農業分野農業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆経営改善農家割合経営改善農家割合経営改善農家割合経営改善農家割合：：：：
　　　　　　　　HHHH19191919：：：：１０１０１０１０％％％％
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323：：：：２０２０２０２０％％％％以上以上以上以上

 ◆ ◆ ◆ ◆経営再建経営再建経営再建経営再建をををを支援支援支援支援するするするする
　  　  　  　  農家農家農家農家のうちのうちのうちのうち、、、、経済余経済余経済余経済余
　  　  　  　  剰剰剰剰がががが生生生生まれるまれるまれるまれる農家農家農家農家のののの
　  　  　  　  割合割合割合割合

◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力
　 　 　 　 あるあるあるある農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

◆◆◆◆機能診断機能診断機能診断機能診断・・・・機能保全機能保全機能保全機能保全
　 　 　 　 計画計画計画計画のののの策定施設数策定施設数策定施設数策定施設数
　　　　　　　　　　　　HHHH23232323：：：：２２２２２２２２／／／／２７２７２７２７施設施設施設施設
　　　　((((策定施設数策定施設数策定施設数策定施設数／／／／対象施設数対象施設数対象施設数対象施設数））））

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

経営改善の取組支援

農業団体・県環境農業推進課・農振センター：農業団体毎の経営改善支援チームによるコンサルテーション活
　動の実施、農業団体の主体的な取組への支援、経営改善支援チームの取組成果の検証と手法の見直し

経営資金に対する支援の創設（効果を検証して継続）
koukawokennsyousite
農業団体：必要な営農資金の供給
県協同組合指導課：支援農家に対し、営農資金
　保証枠の拡大、営農資金への利子助成

経営診断システムの構築 経営診断システムの運用

農業団体：経営診断システムの構築
県環境農業推進課：経営診断システム構築への
　支援、経営指標の作成と提供

農業団体：経営診断システムの運用
県環境農業推進課：経営診断システムの効率運用支援
　分析診断書の作成と活用

機能診断マニュアル検
討会の立ち上げ

機能診断マニュアル
骨子の作成

機能診断マニュアル
の策定

マニュアルに基づく
機能診断の実施と
適切な維持管理

市町村・土地改良区：検
　討会への参画
県農業基盤課：施設機
　械に関する機能診断
　マニュアル策定検討
　会の立ち上げ
県農振センター：対象市
　町村・土地改良区との
　調整

市町村・土地改良区：維
　持管理上の課題の情
　報提供
県農業基盤課：マニュア
　ル骨子の作成
県農振センター：維持管
　理上の課題の把握・
　分析・整理

市町村・土地改良区：
　マニュアル案の検討
県農業基盤課：機能診
　断マニュアルの策定
県農振センター：マニュ
　アル案の検討

市町村・土地改良区：機
　能保全計画に基づく適
　切な維持管理
県農業基盤課・農振セ
ンター：マニュアルに基
　づく機能診断の実施と
　機能保全計画の策定

意見交換会の実施 施策評価（県段階：中間） 中間評価の報告 事業継続・制度改正要望

市町村・活動組織：制
　度上の課題・要望事
　項等の提案
県農業基盤課・環境農
業推進課・農振センタ
ー：県下７ブロックで活
　動組織代表者との意
　見交換会を実施

市町村・活動組織：ア
　ンケート等施策評価
　への協力
県農業基盤課・環境農
業推進課・農振センタ
ー：施策に関するアン
　ケートの実施

市町村・活動組織：事
　業継続制度改正に
　係る要望
県農業基盤課・環境農
業推進課・農振センタ
ー：国へ中間評価の
　報告、制度改正等要
　望の取りまとめ

県農業基盤課・環境農
業推進課：事業の継続
と農家の取り組みやす
い制度改正を国に要望

耐用年数を経過した施設の機能診断と機能保全計画の策定

市町村・土地改良区：劣化状況や維持管理に関する情報提供、機能保全計画案
　の検討
県農業基盤課・農振センター：機能診断の実施と機能保全計画の策定
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【２２２２．．．．新新新新たなたなたなたな取組取組取組取組によるによるによるによる農業農業農業農業・・・・農村農村農村農村のののの発展発展発展発展】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆★◆★◆★◆★原材料原材料原材料原材料のののの生産生産生産生産からからからから、、、、加加加加
　　　　工工工工、、、、流通流通流通流通、、、、販売販売販売販売までまでまでまで、、、、トータトータトータトータ
　　　　ルルルルにににに支援支援支援支援をををを行行行行うううう体制体制体制体制のののの構構構構
　　　　築築築築とととと、、、、事業事業事業事業ののののパッケージパッケージパッケージパッケージ化化化化

○○○○

◆★◆★◆★◆★工場工場工場工場のののの衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理のののの高度化高度化高度化高度化

○○○○

（（（（２２２２））））地域加工地域加工地域加工地域加工のののの推進推進推進推進 ◆★◆★◆★◆★高知県産高知県産高知県産高知県産にこだわりをにこだわりをにこだわりをにこだわりを持持持持
　　　　ったったったった加工品加工品加工品加工品やややや地域固有地域固有地域固有地域固有のののの加加加加
　　　　工技術工技術工技術工技術をををを活活活活かしたかしたかしたかした加工品加工品加工品加工品
　　　　がががが、、、、地域地域地域地域でででで開発開発開発開発できるようできるようできるようできるよう、、、、
　　　　企画企画企画企画からからからから加工加工加工加工のののの規模拡大規模拡大規模拡大規模拡大まままま
　　　　でのでのでのでの総合的総合的総合的総合的なななな支援体制支援体制支援体制支援体制づくづくづくづく
　　　　りとりとりとりと、、、、事業事業事業事業ののののパッケージパッケージパッケージパッケージ化化化化

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

１１１１． ． ． ． １１１１．．．．５５５５次産業次産業次産業次産業のののの推進推進推進推進
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（１１１１））））産業化産業化産業化産業化へのへのへのへの取組取組取組取組

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

◆産地側、食品加工企
業側ともに、お互いの情
報（栽培状況、技術力、
情報力）をよく知らない

◆食の外部化が進行し
ている現在、加工するこ
とによって、高付加価値
をつけ、流通させていく
ことの重要性が増加

◆本県の農産物は、全
般的に他県産に比べて
高水準の市場価格で取
引されていることから、
生鮮品での販売が主軸
になっており、加工に取
り組んでいるところは、
散見される程度

◆生産者団体が取り組
む加工施設整備への支
援

◆栽培技術指導、樹園
地の造成等、産地が取
り組む原材料の安定供
給への取組に対する支
援

◆加工に関するトータル
な支援システムとなって
いない

◆工場の衛生管理の高
度化が進んでいない
食品加工企業への設備
導入支援制度が脆弱

◆全国流通を視野に入
れた加工品の原材料と
なる一次産品の選定と、
取り組むシステムがない

◆県内の農協や生産者
グループ等が、自らが生
産した農林水産物を原材
料として加工している農
林水産加工品の約90％
は、柚子の加工品

◆年間販売額100万円未
満の製造者が約60％を
占めており、製造者の意
向も現状維持、減産が全
体の３／４に達するなど、
地域における加工の担
い手である農林漁家の
生産意欲が後退

◆少量でも扱える外食産
業等とのマッチング

◆加工品に使える食材、
調理法の検討

◆製造者グループの
ニーズに応じた支援

◆冊子、ホームページに
よる情報発信

◆地域加工をさらに発展
させるためのフォロー
アップ体制がない

◆組織基盤の脆弱性か
ら、設備投資、生産拡大
が困難である事例が多
い

Ｐ１７０
別図（農１２）参照
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【　【　【　【　農業分野農業分野農業分野農業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆新商品開発新商品開発新商品開発新商品開発
　　　Ｈ　　　Ｈ　　　Ｈ　　　Ｈ２３２３２３２３：：：：１１１１品以上品以上品以上品以上

◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力
　 　 　 　 あるあるあるある農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

支援体制や相談
窓口等の検討

県関係課：総合的な補
　助制度の創設、ワン
　ストップサービスを提
　供する窓口の設置を
　検討

加工向け農産物の安定供給の確保と加工、流通、販売までトータルに
支援する体制による取組の推進

生産者・農業団体：食品加工業者との積極的な交流、加工用原材料の安定的な
　供給
県関係課：加工用原材料の生産(産地調整を含む)から、加工、流通、販売まで、
　トータルに支援できる体制の整備、生産から販売に至るまでのハード、ソフトを
　パッケージ化した事業による支援

衛生管理の高度化に向けた研修や認証取得への支援

生産者・農業団体：衛生管理高度化研修等への積極的な参加による意識の醸成
県関係課：HACCP、ISO等の認証の取得への誘導（意識啓発、ステップアップを
　目的とした研修の実施)
　HACCP、ISO等の認証取得に対する支援（ハード、ソフト）

※県関係課は新
組織や連携に関
わる各部担当課

地域のこだわりを活かした加工品の開発や規模拡大の推進

生産者・農業団体：地域固有の技術の継承(後継者の確保)
県関係課：地域加工をさらに成長させるためのフォローアップ体制の整備
　伝統的な加工技術者の選定と普及・啓発

支援体制や相談
窓口等の検討

県関係課：総合的な補
　助制度の創設、ワン
　ストップサービスを提
　供する窓口の設置を
　検討
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【２２２２．．．．新新新新たなたなたなたな取組取組取組取組によるによるによるによる農業農業農業農業・・・・農村農村農村農村のののの発展発展発展発展】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆★◆★◆★◆★来店型販売形態来店型販売形態来店型販売形態来店型販売形態のののの充実充実充実充実
　　　　・・・・強化強化強化強化とととと業務筋業務筋業務筋業務筋((((外食外食外食外食、、、、中中中中
　　　　食食食食、、、、学校給食学校給食学校給食学校給食））））ののののニーズニーズニーズニーズにににに
　　　　合合合合わせたわせたわせたわせた生産生産生産生産、、、、出荷出荷出荷出荷、、、、情報情報情報情報
　　　　発信発信発信発信ができるができるができるができる直販所直販所直販所直販所づくりづくりづくりづくり

○○○○

◆★◆★◆★◆★県民県民県民県民みんなみんなみんなみんな高知農産物高知農産物高知農産物高知農産物
　　　　応援団応援団応援団応援団づくりづくりづくりづくり

○○○○

（（（（２２２２））））食育食育食育食育（（（（学校給食学校給食学校給食学校給食））））にににに
　　　　　　　　よるよるよるよる地産地消地産地消地産地消地産地消のののの拡大拡大拡大拡大

◆★◆★◆★◆★地域地域地域地域のののの特産物特産物特産物特産物のののの食農教食農教食農教食農教
　　　　育育育育とととと給食給食給食給食へのへのへのへの食材供給食材供給食材供給食材供給のののの支支支支
　　　　援援援援によるによるによるによる特産物特産物特産物特産物のののの理解促理解促理解促理解促
　　　　進進進進（（（（将来将来将来将来のののの高知高知高知高知のののの農畜水産農畜水産農畜水産農畜水産
　　　　物応援団物応援団物応援団物応援団づくりづくりづくりづくり））））

○○○○

◆★◆★◆★◆★県産主要野菜県産主要野菜県産主要野菜県産主要野菜やややや魚魚魚魚のののの学学学学
　　　　校給食校給食校給食校給食へのへのへのへの安定供給体制安定供給体制安定供給体制安定供給体制
　　　　のののの構築構築構築構築によるによるによるによる県産食材使用県産食材使用県産食材使用県産食材使用
　　　　率率率率のののの向上向上向上向上（（（（将来将来将来将来のののの高知高知高知高知のののの農農農農
　　　　畜水産物応援団畜水産物応援団畜水産物応援団畜水産物応援団づくりづくりづくりづくり））））

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

２２２２．「．「．「．「高知高知高知高知のののの食食食食」」」」をををを活用活用活用活用したしたしたした取組取組取組取組
　　　　　　　　のののの拡大拡大拡大拡大
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（１１１１））））地産地消地産地消地産地消地産地消のののの持続的持続的持続的持続的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発展発展発展発展

◆地産地消については、
県民の約９割が認知して
おり、自ら取組むサポー
ター数が558社（人）にな
るなど、県民生活に定着

◆直販所（量販店のイン
ショップを含む）は、店舗
への来店者に対する販
売形態としては、ほぼ、
飽和状態

◆食関係の業務筋の直
近の傾向は、中国餃子
事件以降、加工品（惣
菜）企業から、県産野菜
の調達を求めるケースが
増加

◆こうした志向の変化
は、消費者においても顕
著であるが、本県の園芸
農業の取組が県内では
あまり認知されておら
ず、生産と消費の距離感
が縮まっていない状況

◆直販所における新たな
マーケットへの展開を行
うためのデータ分析
・生産から販売までを見
据えた生産・販売計画の
元になるデータを検討
・露地（旬）野菜の業務筋
対応への勉強会

◆業務筋への対応
・産地と加工（惣菜）会社
とのマッチング支援
・共同配送等の検討（配
送コストの低減）
・旅館ホテルへのメニュー
提案、研修の協力

◆量販店の野菜等食育
情報発信力強化への支
援
・量販店に対する産地の
取組紹介（産地訪問・意
見交換）

◆直販所自らによる決
めの細かい情報(品揃え
等）発信力が弱く、デー
タの活用等が十分でな
かった

◆業務筋の露地野菜に
対するニーズに対応す
る食材供給システムが
ない

◆生産者、実需者、消費
者が交流する場が多くな
い

◆消費者、実需者が県
内の一次産品の生産状
況をあまり知らない

◆高知県の、重量ベース
での地域食材使用状況
は、軽量野菜を中心とす
る本県の生産状況から
みると、米、野菜を中心
に地域食材が積極的に
活用されている状況

◆米・野菜以外の土佐は
ちきん地鶏、文旦、メロン
など（以下、「地域特産
物」）については、価格が
最大のネックとなって活
用が進まず、各地域の
学校で行われている給
食に使われる食材を教
材とした食育でも、米、野
菜での取組事例が大部
分

◆学校給食と連携した
食育活動の推進
・地域特産物を使ったメ
ニュー提案
・地域レベルの食材の供
給体制の構築への支援
・学校栄養職員に対する
研修
・学校教育と連携した食
育活動への支援（市町
村支援）

◆各地域で行われてい
る食育は米、野菜中心
で、地域特産物の活用
が少ない

◆食べ方（文旦などの剥
き方等）を知らない子ど
もたちの増加

◆学校給食の地域特産
物活用は、地域や農業
に対する理解と子供を
通じた消費宣伝の効果
が期待されるが、価格面
で活用が困難

◆県内農産物の主要品
目が、学校給食メニュー
に登場する機会が少な
い

Ｐ１７１
別図（農１３）参照

Ｐ１７０
別図（農１２）参照
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【　【　【　【　農業分野農業分野農業分野農業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆直販所販売額直販所販売額直販所販売額直販所販売額
　　　　　　　　　　　　HHHH20202020：：：：70707070億円億円億円億円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　　　　　HHHH23232323：：：：76767676億円億円億円億円

◆◆◆◆給食給食給食給食にににに対応対応対応対応しているしているしているしている
　 　 　 　 生産者組織数生産者組織数生産者組織数生産者組織数
　　　　　　　　　　　　HHHH20202020：：：：85858585組織組織組織組織
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　　　　　HHHH23232323：：：：90909090組織組織組織組織

◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力
　 　 　 　 あるあるあるある農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

◆◆◆◆食農教育実施市町村食農教育実施市町村食農教育実施市町村食農教育実施市町村
　　　　　　　　HHHH23232323：：：：３３３３３３３３市町村市町村市町村市町村

◆◆◆◆地域地域地域地域のののの実態実態実態実態にににに合合合合ったったったった県県県県
　 　 　 　 内産食材使用率目標内産食材使用率目標内産食材使用率目標内産食材使用率目標のののの
　 　 　 　 設定設定設定設定（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

直販所の販売形態の充実・強化

生産者・農業団体：従来の来店型から情報発信力のある業務筋にも対応できる
　店への取組の検討と実践
県地産地消・外商課：情報発信力強化、来店型強化(店舗の魅力アップ）、業務筋
 への販路拡大支援及び情報管理システム構築の支援、業務筋と直販所のマッチ
 ング(コーディネイト)

高知の野菜ソムリエがお勧めする野菜で元気店を、生産者､料理人､
消費者との交流の場にする仕組みづくり

生産者・農業団体：消費者、実需者との積極的な交流
県地産地消・外商課：消費者、実需者、生産者との交流の機会の創出への支援

消費者､実需者に対して産地が情報発信（出前授業､料理紹介等）
を行う場づくりを支援

生産者・農業団体：食育(出前授業、農業体験等）への積極的な取組、
　産地からの情報発信
県産地づくり課：食育の場づくりへの支援、産地からの情報発信の支援

○高知ジュニア博士育成のための特産農産物の食農教育と食材供給

生産者・農業団体：食農教育への積極的な取組
県産地づくり課：高知ジュニア博士育成事業補助制度の創設
県農振センター、畜産試験場、茶業試験場：食農教育に取組む生産者団体への
　技術支援

好き好き高知野菜大好きっ子宣言チームの表彰と普及啓発

県産地づくり課：表彰制度の創設

環境保全型農業に関する食農教育の実施と給食への供給体制の構築

生産者・農業団体：環境保全型農業に関する食農教育への積極的な取組と、
　主要野菜の安定供給体制の構築の検討、実践
県教育委員会、産地づくり課：好き好き高知野菜大好きっ子育成事業の仕組み
　の構築
県農振センター：環境保全型農業に関する食農教育に取り組む産地への技術支援
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【２２２２．．．．新新新新たなたなたなたな取組取組取組取組によるによるによるによる農業農業農業農業・・・・農村農村農村農村のののの発展発展発展発展】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆★◆★◆★◆★集落集落集落集落がひとまとまりとなっがひとまとまりとなっがひとまとまりとなっがひとまとまりとなっ
　　　　てててて生産生産生産生産、、、、加工加工加工加工、、、、体験体験体験体験、、、、販売販売販売販売まままま
　　　　でをでをでをでを手手手手がけがけがけがけ、、、、集落集落集落集落をををを丸丸丸丸ごとごとごとごと情情情情
　　　　報発信報発信報発信報発信

○○○○ ○○○○

◆◎◆◎◆◎◆◎グリーングリーングリーングリーン・・・・ツーリズムツーリズムツーリズムツーリズムがががが
　　　　楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる高知県高知県高知県高知県としてとしてとしてとして、、、、農林農林農林農林
　　　　漁家民宿漁家民宿漁家民宿漁家民宿をををを拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして売売売売りりりり
　　　　込込込込むむむむ滞在型滞在型滞在型滞在型ののののニューツーリニューツーリニューツーリニューツーリ
　　　　ズムズムズムズムのののの推進推進推進推進

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

３３３３．．．．グリーングリーングリーングリーン・・・・ツーリズムツーリズムツーリズムツーリズムのののの
　　　　　　　　推進推進推進推進
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（１１１１））））グリーングリーングリーングリーン・・・・ツーリツーリツーリツーリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズムズムズムズムのののの推進推進推進推進

◆都市の農村に対する
関心は高く、両者間で交
流を進めることを必要と
考える都市住民が約８
割を占める等、農村へ
の強い期待感

◆一方、県内中山間の
高齢化は顕著で、集落
機能が衰退してきてお
り、あらゆる方面から活
性化を図ることが急務

◆農村資源の活用
・集落の価値の再構築
手段としてのグリーン・
ツーリズムの活用方策
の検討・実践
・農村資源の活用を行う
地域コーディネイト組織
への支援

◆農村資源の活用
・農村（農業）の価値の
再認識と付加価値化
・高齢者が生産活動を行
う体制づくりと出荷方法
の確立
・高齢者が取組んでいた
農産加工の復活と技術
の伝承方法、売る仕組
みづくり

◆農村の魅力の情報発
信
・農業（農産物）を軸にし
た情報発信
・個々の資源を面として
とらえた（集落）情報の発
信

◆県内では農林漁家民
宿、農林漁家レストラン
の開業件数は右肩上が
りであり、特に農林漁家
民宿では、「農林漁家民
宿おかあさん100選」に
選ばれるなど、全国レベ
ルに達するところも存在

◆アクセシビリティの向
上
・カーナビによるグリー
ン・ツーリズム施設の案
内ソフト（システム）の構
築

◆地域でまとまりのある
グリーン・ツーリズムの
商品化
・企業の福利厚生、観光
業等、民間活力との連
携
・子ども農山漁村体験交
流プロジェクトの取組支
援

◆効果的な情報発信の
検討・研究
・農村・農業・人の歴史
探訪等による情報収集
と、効果的な情報発信へ
の支援

◆地域をコーディネイト
する組織の強化（商品造
成に向けて）
・実践者のネットワーク
の充実・強化

◆情報発信の強化
・農林漁家民宿・農林漁
家レストランの情報整備
（誘客）

Ｐ１７０
別図（農１２）参照
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【　【　【　【　農業分野農業分野農業分野農業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆集落丸集落丸集落丸集落丸ごとごとごとごとグリーングリーングリーングリーン・・・・
　 　 　 　 ツーリズムツーリズムツーリズムツーリズムにににに取取取取りりりり組組組組むむむむ
　 　 　 　 モデルモデルモデルモデル集落集落集落集落
　　　Ｈ　　　Ｈ　　　Ｈ　　　Ｈ２３２３２３２３：：：：３３３３集落集落集落集落

◆◆◆◆次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ魅力魅力魅力魅力
　 　 　 　 あるあるあるある農業農業農業農業のののの実現実現実現実現

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

集落営農組織
（モデル）の検討

県地産地消課（H21
～産地づくり課）：
　モデル集落支援
　体制の検討・設置

資源の洗い出し､柱とする品目の決定､展開方法の検討等
集落の合意形成（計画の策定）への支援

集落・農業団体・市町村：集落の価値の再構築手段としてのグリーン・
　ツーリズムの活用方策の検討
県産地づくり課：集落を丸ごと売り込むグリーン・ツーリズムに取り組む
　モデル集落の計画策定を支援

計画実践の支援
　【モデル集落の追加（H２２＋１、H２３＋１）】

集落・農業団体・市町村：計画に基づくグリーン・
　ツーリズムの活用方策の実践
県産地づくり課：モデル集落の取組支援、モデル
　事例の普及・啓発

カーナビでの誘導環境（マップコード）整備

まちむら交流機構：県内のグリーン・ツーリズム施設の位置情報を作成・公開
県地産地消課（H21～地産地消・外商課）：まちむら交流機構との連携

観光部との連携強化によるニューツーリズムとしての情報発信強化

生産者（実践者）：自らによる積極的な情報発信、　市町村、県等が行う情報発信
　への協力
県地産地消・外商課：実践者に対する効果的な情報発信支援、関係機関との連携
　による有機的な情報発信の仕組みづくり
県観光コンベンション協会：HPでの積極的な情報発信

企業の福利厚生、観光業者との連携による福利厚生ツアー等の事業化

生産者（実践者）：企業の福利厚生、観光業等、民間活力との有機的な連携への積極的な参加
県地産地消課（H21～地産地消・外商課）：福利厚生企業等と市町村等の連携窓口、企業の福利
　厚生、観光業等、民間活力と連携する有機的な情報発信

子ども農山漁村交流プロジェクト事業モデル地域として実施

県地産地消課：受入地域の支援窓口

子ども農山漁村交流プロジェクト事業受入地域支援による集落が受け入
れるグリーン・ツーリズムの体制整備

集落・市町村：受入体制の整備
県地産地消課（H21～地産地消・外商課）：自立できるツーリズムビジネスの育成と
　地域ぐるみの取組を支援

157



◆まとまりのある園芸産地の再構築
・学び教え合う場の仕組みづくりを行

い、高品質・高収量を確保します。

◆環境保全型農業のトップランナー
の地位を確立
・エコシステム、生産履歴記帳、ＩＰＭ
技術、ＧＡＰへの取組を推進し、消費
地の信頼を確保します。

生産の取組 流通販売の取組

◆園芸こうち販売促進事業
・関東関西でのＣＭ放映など効果的なメディアの活用
・佐藤弘道さんによる「高知やさい体操」等により、安全安心な県産
園芸品を総合的にアピールします。

◆新需要開拓マーケティング事業
・全国での効果的な量販店フェア（高知野菜の良さが伝わる棚づくり）
支援

・中食外食等業務需要への販売強化、地域を丸ごと売り込むフェア
等により、販売に直結する取組を支援します。

◆農産物輸出促進事業
・信頼できるパートナーとの関係づくり、テスト輸出・商談会への出展
支援等により、強い意欲と熱意のある産地を応援します。

販売環境の変化に対応できる産地へ

◆新需要開拓マーケティング事業（再掲）
・安全安心志向の高まりや多様化する消費地ニーズを把握し、
品質、安定供給、安全安心など、消費地にとって魅力ある産
地としての生産流通販売戦略を提案します。

販売企画と情報のフィードバック

生産から流通・販売までの一元的支援体制の構築

消費者ニーズと販売
情報を試験研究、
生産にフィードバック
して、売れるものづくりへ

県

産地との協議

流通開拓

企画・戦略化

計画的な出荷

販売結果に
基づく企画

新たな販路開拓と有利販売

まとまりのある産地づくり

フィード

バック

イメージアップ

顧客づくり

輸出にも・・

別図（農１）
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新需要開拓マーケティング事業概要 

 

現状現状現状現状のののの取組取組取組取組    

園芸こうち販売促進事業  

＜実行委員会＞県・園芸連・ＪＡ中央会 

メディアを活用した県産野菜のＰＲ 

  佐藤弘道氏による「高知やさい体操」 

  やなせたかし氏による「高知野菜１１人きょう

だい」キャラクター 

成果：認知度関東７位、関西３位 

 

 

 

流通関係者等産地交流事業 

 市場関係者、仲卸、量販店バイヤーを産地へ招聘し、

環境保全型農業をＰＲする 

  成果：対象者数１１０名（Ｈ１８～１９） 

 

出前授業 

 関東関西中京地区の小学校等に生産者が出向き、 

 環境保全型農業をＰＲする。 

  成果：受講者数７，８２９名（Ｈ１４～１９） 

 

見本市出展(スーパーよさこい、農林水産祭) 

 一般の方への高知野菜の展示販売 

  成果：スーパーよさこい 

入場者数６５，０００名（Ｈ１９） 

農林水産祭 

入場者数４７，０００名（Ｈ２０） 

 

 

 

農産物輸出促進事業 

信頼できるパートナーとの関係づくり、テスト輸

出、商談会への出店等の支援。 

グロリオサ、野菜・果実、ユズ加工品等 

 

 

 

今後今後今後今後のののの取組取組取組取組    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうち野菜果実販路開拓事業 

＜負担金（県・園芸連１／２負担）＞ 

●全国での効果的な量販店フェア（高知野菜等の棚づくり） 

・量販店とのパートナーづくり（高知のファンづくり） 

・高知の良さを知ってもらう（環境保全型農業など） 

・高知ならではの企画立案と支援 

（園芸連や関係機関との企画会議） 

※ 企業商談にも通用する販促パンフやフェア用DVDの作成 

 ●中食外食等業務需要の開拓 

  ・新たな業務需要の掘り起こし 

 ●特産果樹の販路拡大 

文 旦 一般消費者向けに県外販路の開拓 

     美味しさと香りを武器に食べてもらってＰＲ 

新高梨 日本１大きい梨、香り高く甘い高級品として 

贈答用にＰＲ、地位を確立      など 

 ●アンテナショップとの連携 

・オンリー１の品目、高付加価値のある品目の販売 

・一般品目のＰＲの場として活用（カフェやディスプレイ用） 

特産野菜等コラボレーション事業 

＜補助金 市町村１／２＞ 

・地域野菜等と一次産品、観光資源等とのコラボ販売企画の展開 

・地域で協議会を設置（市町村、ＪＡ、園芸連、県など） 

高知の花き総合ＰＲ事業 

 ＜委託料＞ 

① ジャパンフラワーフェスティバル（総合的なＰＲ） 

② 花きモニタリングＰＲ（販売に直結するＰＲ） 

高知野菜のイメージアップ 

環境保全型農業の PR 

国民消費の減少 

野菜：目標 350ｇ→288ｇ(H18) 

１日当たりの摂取量 

量販店の価格支配力の増大 

大規模小売店 46%→59% 

（H10→18）  

 

中食外食等業務需要の増加 

 家計消費 45%  

中食外食加工 55% 

農業生産額 

 ▲306 億円（H5→H18） 

1021 億円→715 億円 

園芸連取り扱い額 

 ▲312 億円（H4→H19） 

934 億円→622 億円 

 

産地の分散化 

安芸冬春ナス系統率 

（H14→H18）  

▲11％（65％→54％） 

生産資材の高騰 

重油：41円(H16.1) 

→89.2円 

（H20園芸年度全国平均） 

ナス販売価格： 

433円／kg（H2） 

 →299円／kg（H19） 

消費流通構造の

変化に対応した

流通販売戦略の

再構築 

野菜に比べて、

果樹や花きのＰ

Ｒ事業は弱い 

更なる農家所得

の向上に繋がる

販路開拓が必要 

更なる販路開拓と有利販売（野菜・果樹・花き） 

＜＜＜＜流通流通流通流通販売戦略販売戦略販売戦略販売戦略のののの企画立案企画立案企画立案企画立案＞＞＞＞    

＜＜＜＜産地産地産地産地とのとのとのとの関係関係関係関係をををを強化強化強化強化したしたしたした販売戦略販売戦略販売戦略販売戦略のののの展開展開展開展開＞＞＞＞    

＜＜＜＜消費地消費地消費地消費地ニーズニーズニーズニーズにににに対応対応対応対応できるできるできるできる産地調整産地調整産地調整産地調整＞＞＞＞    

野菜野菜野菜野菜・・・・特産果樹特産果樹特産果樹特産果樹・・・・花花花花きききき 

＜産地の関心＞ 

販路開拓と 

有利販売 

背景背景背景背景とととと課題課題課題課題    

消費流通構造消費流通構造消費流通構造消費流通構造のののの変化変化変化変化    

へのへのへのへの対応対応対応対応がががが急務急務急務急務    

生産資材は高騰

するのに価格は

低迷 

園芸連を中心とした 

流通販売の強化 

高知県産ブランドの

再構築と販売に直結

する活動 

 

 

＜＜＜＜農家所得農家所得農家所得農家所得のののの向上向上向上向上＞＞＞＞    

＜＜＜＜高知県高知県高知県高知県のののの基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業であるであるであるである    

園芸農業園芸農業園芸農業園芸農業のののの振興振興振興振興＞＞＞＞    

その他 

新需要開拓新需要開拓新需要開拓新需要開拓マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング事業事業事業事業    

現行事業の継続 

別図（農２） 

159



まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある園芸産地園芸産地園芸産地園芸産地をををを再構築再構築再構築再構築しますしますしますします

活発活発活発活発なななな産地活動産地活動産地活動産地活動でででで、、、、
産地産地産地産地ブランドブランドブランドブランドをををを磨磨磨磨きますきますきますきます

産地産地産地産地をををを支支支支えるえるえるえる生産者生産者生産者生産者

篤農家
（認定農家等）

低低低低

高高高高

高品質
高収量

より高いレベルへ
底上げ

もっと高いレベルへ！

++++ 安心して生産で
きることで・・・

産地全体産地全体産地全体産地全体ののののレベルアップレベルアップレベルアップレベルアップ

○○○○担担担担いいいい手経営発展支援事業手経営発展支援事業手経営発展支援事業手経営発展支援事業

　担い手の規模拡大による企業的経営体へ
の発展を支援します。

○○○○まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある園芸産地育成事業園芸産地育成事業園芸産地育成事業園芸産地育成事業

　　　　「「「「学学学学びびびび教教教教ええええ合合合合うううう場場場場」」」」のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり

　篤農家がさらに資質を高め、産地のリー
ダーとして他の農家を引っ張れるよう、生産
から流通に至る研修を行います。

○○○○まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある園芸産地育成事業園芸産地育成事業園芸産地育成事業園芸産地育成事業

　　　　「「「「学学学学びびびび教教教教ええええ合合合合うううう場場場場」」」」のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり

　 一部の篤農家が今までに蓄積してきた優
れた生産技術を、産地の生産者に速やかに
移転できるよう、相互に学び教えあう仕組み
づくりを行います。

○○○○戦略品目等技術実証事業戦略品目等技術実証事業戦略品目等技術実証事業戦略品目等技術実証事業
    
   新技術や新品種の産地での実用化によ
り、供給力を強化します。

○○○○特産果樹振興事業特産果樹振興事業特産果樹振興事業特産果樹振興事業

　 高品質果実の生産販売を行うために必要
な資材費等に対し、補助を行うことで、高品
質果実の生産を支援します。

○○○○競争力強化生産総合対策事業競争力強化生産総合対策事業競争力強化生産総合対策事業競争力強化生産総合対策事業
　
 　産地の体制強化のための施設整備や原
油高騰対策を行います。
   ・生産施設
      （低コスト耐候性ハウス等）
　 ・流通加工施設
　　　（自動選果ライン等）
　 ・原油高騰対策
  　   (省エネ用の装置・資材等）

○○○○レンタルハウスレンタルハウスレンタルハウスレンタルハウス整備事業整備事業整備事業整備事業
　  （　  （　  （　  （中古中古中古中古ハウスハウスハウスハウス区分含区分含区分含区分含むむむむ））））

　新規就農者等を確保と施設の増設や高度
化による経営改善を目指す園芸農家育成の
ため、レンタルハウスの整備を支援します。
　また、園芸農家の負担感を軽減するため
に、中古ハウスの有効活用に対する支援を
行います。

○○○○野菜価格安定対策事業野菜価格安定対策事業野菜価格安定対策事業野菜価格安定対策事業
　
　生産者の経営安定と野菜の安定供給を確
保するため、計画的に生産出荷される対象
野菜に対し価格補填を行います。
  また、県単独品目へ新たにミョウガを追加し
ます。

　・指定・特定野菜など
　　（国、県、生産者の負担）
　・県単独品目
　　（県、市町村、農協、生産者の負担）
　

優れた技術を活
かすためには・・・

安定供給力

高高高高

安心安心安心安心してしてしてして取取取取りりりり組組組組めるめるめるめる生産条件生産条件生産条件生産条件のののの整備整備整備整備産地産地産地産地ブランドブランドブランドブランド向上向上向上向上のののの支援支援支援支援

経営安定経営安定経営安定経営安定

ハウスハウスハウスハウス面積面積面積面積
のののの確保確保確保確保

生産性向上生産性向上生産性向上生産性向上
経営経営経営経営のののの発展発展発展発展

産地産地産地産地ののののリーリーリーリー
ダーダーダーダー育成育成育成育成

　　　　産地産地産地産地がまとがまとがまとがまと
まるまるまるまる仕組仕組仕組仕組みみみみ
づくりづくりづくりづくり

　　　　生産技術生産技術生産技術生産技術
のののの向上向上向上向上

※産地ブランド：高品質、高収量、安定供給

別図（農３）
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まとまりによるまとまりによるまとまりによるまとまりによる高高高高いいいいレベルレベルレベルレベルのののの産地形成産地形成産地形成産地形成
　　　　

☆☆☆☆技術力技術力技術力技術力　　　　　　　　☆☆☆☆組織力組織力組織力組織力　　　　　　　　☆☆☆☆農家意識農家意識農家意識農家意識
　　　　のののの高位平準化高位平準化高位平準化高位平準化

コストコストコストコスト高高高高などへのなどへのなどへのなどへの対応対応対応対応だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく

★★★★農家所得農家所得農家所得農家所得のののの確保確保確保確保
★★★★消費地消費地消費地消費地にににに高高高高くくくく評価評価評価評価されるされるされるされる産地産地産地産地
★★★★競争力競争力競争力競争力のあるのあるのあるのある産地産地産地産地

目指目指目指目指すすすす姿姿姿姿

まとまりのある園芸産地育成事業（取組イメージ）

県段階(２１２１２１２１年度年度年度年度～～～～）

県内ナス産地

安芸産地

安芸地区 芸西地区

中芸地区 室戸地区

篤農家
(コーチ)

学び教え
合うほ場

農家

農家

農家

農家

農家

学びあい
教えあう

香南・幡多産地

篤農家
(コーチ)

学び教えあう
ほ場

篤農家
(コーチ)

学び教えあう
ほ場

県域推進会議
(品目別)　　　　　（年1回程度）

　　　・県(専門普及指導員)
　　　・ＪＡ
　　　・ティーチャー
　　　・コーチ　他

生産者交流推進会議
（品目横断）　　　　　(年1回)

○優良事例発表
　○流通関係者講演

○意見交換

○優良活動等表彰
　　・優良部会・優良農家
　　（高収量、レベルアップﾟ度）

　　・篤農家感謝状

技術習得活動
県内
トップクラス農家
(ティーチャー)
学び
教えあうほ
場 産地間交流産地間交流産地間交流産地間交流

学学学学びあいびあいびあいびあい

教教教教えあうえあうえあうえあう

技
術
習
得
活
動

　技術習得活
動

注：地区は
旧JA、旧出
荷場の範囲
を想定

学びと教え
推進会議

・篤農家
・ＪＡ、普及
○流通関係者

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

仕組仕組仕組仕組みみみみ
づくりづくりづくりづくり

優良取組事例集作成・配布

地域段階（２０年９月～）

学学学学びびびび教教教教えあうほえあうほえあうほえあうほ場場場場　　　　１７０１７０１７０１７０ヶヶヶヶ所設置 所設置 所設置 所設置 （（（（野菜野菜野菜野菜、、、、花卉花卉花卉花卉、、、、果樹果樹果樹果樹））））

別図（農４）
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環境保全型農業のトップランナーの地位を確立

経営

ＩＰＭ

栽培

土づくり・有機

生産者

ＪＡ（集出荷場）・出荷団体

消費者へ

マーケティング
と

販売促進・ＰＲ

商品づくり
工程管理

生
産工

程
管
理

○家畜ふん堆肥利用による肥料高騰対策 ○適正施肥

○IPM技術について全品目、県内全域への技術確立と普及

○計画的な有機農業の普及・推進、研修受け入れ農家への支援

☆重油代替暖房機実証への支援と普及

学び教えあう場の仕組みづくり

○高知県版GAPを地域や品目に応じた形で進化させて普及

☆県産農産物の生産工程管理ウオッチャーシステムの構築

○エコシステム栽培等認証制度の推進
☆環境保全に貢献できるしくみづくり

○新しい食－農－観光の産業コラボレーションによる新需要創出

○出前授業の実施、流通関係者や消費者と産地の交流

○エコ農産物を活用した新メニュー等の提案・開発など新しい
需要や販路の開拓

オランダウェストラント市－高知友好園芸農業協定締結事業

省エネルギー
部会で検討

認証・ＧＡＰ
部会で推進

こうち環境・安全・安心点検システム推進事業

販売戦略部会
で支援

総合的病害虫管理技術実証事業

ＩＰＭ部会で推進

有機農業支援事業

ステップアップ土づくり事業

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

環境保全型農業普及推進事業

有機部会で推進

土づくり部会で推進

環境保全型農業普及推進事業

夢・未来へ
（啓発・ＰＲ）

○新しくチャレンジする農家グループ等への支援 ○温存ハウス整備 ○環境保全型農業をスタンダードに！
総合支援

（リスク、負担軽減）

・・・

・・・

流通対策と
販路開拓

（マーケティングと
販売促進・ＰＲ）

農産物の安全
・安心確保

（品質・衛生管理向上）

・・・

省エネルギー対策

生産対策
（ＩＰＭ技術
確立と定着）

有機農業支援

土づくり対策

生

産

段

階

流

通

段

階

生
産

トップランナーの地位を築く！

環境保全型農業普及推進事業

○エコシステム栽培認証等の推進

○分かちあい・高めあう場づくり

☆養液ミョウガの排液処理対策支援

廃棄物の適正処理システムの維持○：Ｈ21年度に事業化

☆：部会等で検討

新需要開拓マーケティング事業 ・・・『菜援隊』高知野菜で日本を救え！・・・

～ 生産から流通販売に至るまでの安全・安心を支援する事業体系 ～

別図（農５）
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「「「「環境保全型農業総合推進環境保全型農業総合推進環境保全型農業総合推進環境保全型農業総合推進プランプランプランプラン｣｣｣｣をををを加速化加速化加速化加速化してしてしてして実現実現実現実現

農業者に対する
意識啓発

農産物の
安全・安心確保

有機質資源の
循環利用の推進

環境負荷を軽減
した生産技術の
開発と普及

有機農業
への支援

使用済生産資材
等の適正処理

農産物の
流通対策

・ﾌｫｰﾗﾑや農産物ﾌｪｱ
・県版GAP

　　　生産者用点検ｼｰﾄ
　　　映像ﾏﾆｭｱﾙ作成

H19　　H20　　H21　　H22　　H23

100

％

５年目の到達目標：
環保農業:100%

・認証制度の活用
・生産履歴記帳
・残留農薬検査と危機管理
・集荷場用点検ｼｰﾄ

・耕畜連携による土づくり
・たい肥の品質向上

・施肥基準の作成
・IPMﾏﾆｭｱﾙ作成と実証

　　映像資料作成
・省エネ対策

・県推進計画策定
・有機農業研修施設へ
　の支援と就農支援
・栽培実証
・実態調査

・廃ﾌﾟﾗ等の適正処理
・養液栽培の排液処理
　装置の実証

・農（産地）と食（消費地）
　交流促進
・高知野菜ソムリエ育成
・直販所安心係設置

・産地全体
の意識向上

・事故ゼロ
キャンペーン

・第三者を含む
工程管理ウォッ
チャーシステム
構築

・記帳運動の支援強化
（生産履歴への
県版GAP盛り込み）

・農薬販売時対応強化

・園芸連（ＪＡグルー
プ）エコシステム認証
の要件・しくみ改善

・各種認証の整理

・たい肥マップ
の活用

・地域内循環
利用促進

・土づくりマニュ
アル

・直販農家等で
の利用促進

・土着天敵の利用
拡大

・地域や品目に応
じた普及への支援

・オランダウェスト
ラント市との友好
園芸農業協定締結

・施肥量の低減

・有機実践農家
組織活動への
支援強化

・研修受け入れ
農家への支援

・規模拡大の支援

・有機JAS認証
取得支援

・ハウス、ほ
　場周辺環境
　整備推進
　　
・排液処理普
　及への支援
（農技センター
との連携、補助
事業活用促進）

・園芸連（ＪＡグ
　ループ）エコ
　システム認証
　への取組拡大
　への支援
　　
・新組織の編成
　　
・戦略的マーケテ
　ィングと新需要
　創出

H2１年度からの重点実施計画

基本
方針

今まで
の取組

課題
・関係者全体の
　意識の向上
・PDCAサイクル

　の定着

・事故の再発防止
・安全安心確保対策徹底
・ｴｺｼｽﾃﾑ認証への集約

・地域内循環のしくみ
・品目、作型に応じた
　活用推進
・肥料高騰への対策

・県内全域への普及
・全品目での普及
・施肥の改善
・重油高騰への対策

・技術の体系化
・研修希望者や就農希
　望者に応じた支援
・実践農家の経営安定

・ハウス・ほ場周辺環境
　整備
・排液処理装置の普及

・環境保全型農業の
　産地としてのまとまり
・PRと販売促進

・新需要の開拓

対策

新たな
提案

こうち環境・安全・安心点検システム推進事業

ステップアップ土づくり事業

総合的病害虫管理技術実証事業

有機農業支援事業

オランダウェストラント市－高知友好園芸農業協定締結事業

高知の野菜は
いつでも
安全安心で
おいしいね！

トップランナーの地位を築く！

H19に総合推進プラン

を７つの基本方針で
スタート！

H21はト
ップラン

ナーへの

正念場・
・・勝負の

年として

トップス
ピードへ

シフトア
ップ！

PDCAを産地に定着 技術をさらに磨く 消費者にしっかり伝える

新需要開拓マーケティング事業
・・・菜援隊－こうち野菜で　　　
　　　　　　　　　　日本を救え！・・・

別図（農６）
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生活できる所得を確保するこうち型集落営農の実現
～　～　～　～　中山間地域等中山間地域等中山間地域等中山間地域等におけるにおけるにおけるにおける集落営農集落営農集落営農集落営農のののの展開展開展開展開　～　～　～　～

Ｈ２０年度１０ケ所選定

Ｈ２１年度５ケ所追加予定

ステップステップステップステップ１１１１

ステップステップステップステップ３３３３

ステップステップステップステップ２２２２

○○○○集落営農集落営農集落営農集落営農のののの発展段階発展段階発展段階発展段階にににに応応応応じたじたじたじた支援支援支援支援をををを行行行行いますいますいますいます

　　　　　　　　　　　　将来将来将来将来にわたってにわたってにわたってにわたって集落集落集落集落でででで生活生活生活生活できるできるできるできる農業農業農業農業のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ
　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 収益性収益性収益性収益性のののの高高高高いいいい園芸品目等園芸品目等園芸品目等園芸品目等のののの産地化産地化産地化産地化によるによるによるによる所得所得所得所得のののの向上向上向上向上
　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 みんなでみんなでみんなでみんなで力力力力をををを合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、集落集落集落集落のののの土地利用土地利用土地利用土地利用やややや営農営農営農営農をまとまりををまとまりををまとまりををまとまりを持持持持ってってってって管理管理管理管理・・・・運営運営運営運営

こうちこうちこうちこうち型集落営農型集落営農型集落営農型集落営農のののの目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向

　

　中山間地域等直接支払制度中山間地域等直接支払制度中山間地域等直接支払制度中山間地域等直接支払制度
　　（Ｈ１２－Ｈ１６、Ｈ１７－Ｈ２１）
 　・Ｈ２２以降の継続を要請

集落協定集落協定集落協定集落協定
のののの締結等締結等締結等締結等

集落営農組織

機械の共同利用
作 業 の 受 委 託

・中山間地域集落営農等支援事業
　（ハード事業・一般タイプ）　等

【モデル集落】

こうちこうちこうちこうち型集落営農組織型集落営農組織型集落営農組織型集落営農組織

有望品目導入有望品目導入有望品目導入有望品目導入
によるによるによるによる産地化産地化産地化産地化

協業経営協業経営協業経営協業経営によるによるによるによる
集落営農集落営農集落営農集落営農

・こうち型集落営農モデル育成事業
・レンタルハウス整備事業(モデル集落支援分）
・中山間地域集落営農等支援事業（モデル集落育成タイプ）　等

集落営農（こうち型）に向けた話し合い

全全全全
県県県県
下下下下
にににに
普普普普
及及及及

集 落 営 農 集 落 営 農 集 落 営 農 集 落 営 農 へ の へ の へ の へ の 取 組取 組取 組取 組
                 集落営農組織                 集落営農組織                 集落営農組織                 集落営農組織をををを１２５１２５１２５１２５→→→→２００２００２００２００
                 モデル                 モデル                 モデル                 モデル集落集落集落集落をををを１５１５１５１５ケケケケ所育成所育成所育成所育成

地域担い手育成総合支援協議会との連携のもと
集落の合意形成を支援

ＨＨＨＨ２０２０２０２０－Ｈ－Ｈ－Ｈ－Ｈ２３２３２３２３

　・中山間地域集落営農等支援事業
　　（ソフト事業）等

市町村市町村市町村市町村・・・・ＪＡＪＡＪＡＪＡ

組織の設立・体制
強化をサポート

モデル集落を目指
すためのサポート

市町村市町村市町村市町村・・・・ＪＡＪＡＪＡＪＡののののコーディネートコーディネートコーディネートコーディネート力力力力をををを高高高高めるためめるためめるためめるため県県県県ががががバックアップバックアップバックアップバックアップ

別図（農７）
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モデル集落営農の実現 （取組のイメージとスケジュール）

１年目 ２年目 ３年目 ４年目以降

規約作成、組織設立・集落営農ﾋﾞｼﾞｮﾝ作成

経理の一元化、簿記記帳

園芸作物試作・選定

農作業受委託組織づくり、規約、料金設定

園芸作物の本格栽培・規模拡大

営農計画作成・補助事業導入

受託作業実施・面積拡大

モデルモデルモデルモデル集落集落集落集落のののの活動活動活動活動スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール
モデル集落の
成功事例を、
県内の中山
間地域に波
及していく

集落営農組織がな
い

○農家の高齢化、後継
　者不足

○農作業受委託がで
　きずコスト高

○農業生産が減少し
　所得低下

○集落の共同活動が
　減少

新新新新たなたなたなたな園芸品目園芸品目園芸品目園芸品目のののの産地産地産地産地
化化化化をををを担担担担うううう、、、、集落営農組織集落営農組織集落営農組織集落営農組織
がががが設立設立設立設立されるされるされるされる

○○○○担担担担いいいい手手手手がががが育育育育つつつつ

○○○○農作業受委託農作業受委託農作業受委託農作業受委託でででで能率能率能率能率アッアッアッアッ
　　　　ププププ、、、、コストコストコストコスト低下低下低下低下

○○○○所得向上所得向上所得向上所得向上でででで農業農業農業農業でででで生活生活生活生活がががが
　　　　できるできるできるできる

○○○○集落集落集落集落のまとまりがのまとまりがのまとまりがのまとまりが強強強強まりまりまりまり活活活活
　　　　性化性化性化性化

集落集落集落集落のののの現状現状現状現状 将来将来将来将来のののの姿姿姿姿

モデルモデルモデルモデル集落集落集落集落のののの現状現状現状現状とととと将来将来将来将来のののの姿姿姿姿

個個個個々々々々のののの農家農家農家農家

規模拡大・発展

園芸・受託作業開始

先進地視察、ﾘｰﾀﾞｰ選定

集落の合意形成

意識を高める

園芸試作、営農計画作成

規約、集落ﾋﾞｼﾞｮﾝ作成

技術指導、事業導入

座談会・研修会

集落集落集落集落のののの目指目指目指目指すすすす姿実現姿実現姿実現姿実現

組織設立

担い手育成

モデルモデルモデルモデル集落集落集落集落のののの発展段階発展段階発展段階発展段階

ステップアップ
従来の

取組

こうち型
の取組

ハード

ソフト

集落集落集落集落・・・・組織組織組織組織のののの変化変化変化変化

ステップアップ
には、たくさん
のハードルが
あります。

関係機関関係機関関係機関関係機関のののの支支支支
援体制援体制援体制援体制をををを構築構築構築構築

総合的総合的総合的総合的にににに支援支援支援支援

別図（農８）
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花花花花きききき果樹果樹果樹果樹野菜野菜野菜野菜

ハウスミカン

生生生生　　　　産産産産

　　　　　　　　レンタルハウスレンタルハウスレンタルハウスレンタルハウス整備事業整備事業整備事業整備事業

ミョウガ、ナス、キュウリ、ニラ、
シシトウ、ピーマン、ショウガ、
メロン、小ネギ、オクラ、米ナス、
小ナス、トマト、オオバ、イチゴ、
ナバナ、ブロッコリー、ラッキョウ

ユリ、グロリオサ、
トルコギキョウ、
シュッコンカスミソウ

まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある園芸産地育成事業園芸産地育成事業園芸産地育成事業園芸産地育成事業

ユズ、ブンタン、ミカン、
ナシ、小夏、ポンカン

　品目別施策品目別施策品目別施策品目別施策

野菜価格安定事業野菜価格安定事業野菜価格安定事業野菜価格安定事業（（（（県単県単県単県単））））

ミョウガ排液処理装置の導入
・遮光ネットでミツ症を予防（ナシ）
・マルチ栽培で品質向上
  （ブンタン、ミカン）
・非破壊糖度センサーで低品質品
出荷防止（ナシ）
・あり方検討の場づくり（ナシ、ブン
タン）

特産果樹振興事業特産果樹振興事業特産果樹振興事業特産果樹振興事業

ユズユズユズユズ優良種苗供給体制整備支優良種苗供給体制整備支優良種苗供給体制整備支優良種苗供給体制整備支
援事業援事業援事業援事業

ユズの健全な原母樹の確保

園芸園芸園芸園芸こうちこうちこうちこうち販売促進事業販売促進事業販売促進事業販売促進事業

新需要開拓新需要開拓新需要開拓新需要開拓マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング事業事業事業事業

（こうち野菜果実販路開拓事業）
・販路拡大、消費宣伝活動の支援
・生産地での生産・出荷調整への支援

(高知の花き総合PR事業)
・ＪＦＦ（ジャパンフラワー
フェスティバル）への出展
・市場におけるモニタリング
とＰＲ

・園芸こうち販売促進実行委員
会等による「園芸高知」のPR

　　　　戦略品目等技術実証事業戦略品目等技術実証事業戦略品目等技術実証事業戦略品目等技術実証事業

（青果物流通支援対策事業）

品目別総合戦略策定品目品目別総合戦略策定品目品目別総合戦略策定品目品目別総合戦略策定品目【【【【園芸園芸園芸園芸】】】】

　　　　環境保全型農業現地環境保全型農業現地環境保全型農業現地環境保全型農業現地
　　　　実証実証実証実証モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業

ミョウガの価格安定事業の創設

園芸戦略推進事業園芸戦略推進事業園芸戦略推進事業園芸戦略推進事業

園芸戦略推進事業園芸戦略推進事業園芸戦略推進事業園芸戦略推進事業

                                                       新需要開拓                                                       新需要開拓                                                       新需要開拓                                                       新需要開拓マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング支援対策支援対策支援対策支援対策
流通流通流通流通・・・・販売販売販売販売

品目別総合戦略の実践
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畜産畜産畜産畜産水稲水稲水稲水稲

　

こうちこうちこうちこうち売売売売れるれるれるれる米米米米づくりづくりづくりづくり産地産地産地産地
育成事業等育成事業等育成事業等育成事業等（（（（農産振興対農産振興対農産振興対農産振興対
策事業策事業策事業策事業））））

・「南国そだち」の面積拡大
に向けた支援等

・消費者ニーズに対応した売
れる米づくりの体制整備
・本県産米のトップバッターと
して「南国そだち」の県外販売
促進活動への支援

茶茶茶茶

　

・生産を継続する仕組づくりに
向けた生産加工流通総合調
査

土佐茶振興対策事業土佐茶振興対策事業土佐茶振興対策事業土佐茶振興対策事業

・販売対策・消費拡大への
取組
（県内の消費拡大、販路拡
大、県外へのアプローチ）

・家畜飼料特別支援資金利子補給
　事業（国庫）

・土佐ジロー生産流通拡大事業
・土佐はちきん地鶏普及対策事業

畜畜畜畜　　　　種種種種　　　　共共共共　　　　通通通通

酪酪酪酪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農農農農

・乳用牛舎快適性向上モデル事業
・再生稲飼料増産緊急対策事業

肉肉肉肉　　　　　　　　用用用用　　　　　　　　牛牛牛牛

・肉用牛生産技術向上緊急対策事業

・飼料用米利活用化緊急対策事業
・地域肉豚価格安定対策事業
　

養養養養　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豚豚豚豚

養養養養　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鶏鶏鶏鶏

・土佐ジロー生産流通拡大事業
・土佐はちきん地鶏普及対策事業

・土佐和牛消費拡大事業

別図（農９）
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農業の担い手のすそ野を広げ生産力を高めます
～　担い手育成の各段階ごとにきめ細かい支援　～

技術習得段階 営農準備段階 営農開始

新新新新
規規規規
就就就就
農農農農
者者者者

○基礎研修及び実践研修
　（「アグリ体験塾」の研修に農家体験研修を追加）
　<<<<【【【【新新新新】】】】新規就農総合対策事業農家等謝金新規就農総合対策事業農家等謝金新規就農総合対策事業農家等謝金新規就農総合対策事業農家等謝金>>>>

○実践研修
　　　　<<<<【【【【拡拡拡拡】】】】新規就農研修支援事業費補助金新規就農研修支援事業費補助金新規就農研修支援事業費補助金新規就農研修支援事業費補助金>>>>
　

○就農への意識づけ（農業高校）
　　　　<<<<【【【【拡拡拡拡】】】】新規就農総合対策新規就農総合対策新規就農総合対策新規就農総合対策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業費補助金事業費補助金事業費補助金事業費補助金>>>>

○資金確保
　<就農支援資金助成事業（無利子）>
○初期投資の軽減
　　・ハウス確保支援
　<レンタルハウス整備事業の見直し>
　　中古ハウスの活用【新規】
　　補助限度額　一般より＋100万円
　　市町村義務負担割合１／３
     （一般１／４）
　

○経営者の意識啓発
　<<<<【【【【新新新新】】】】担担担担いいいい手経営発展支援事業手経営発展支援事業手経営発展支援事業手経営発展支援事業>>>>

○労働力の確保
<<<<新規就農総合対策事業費補助金新規就農総合対策事業費補助金新規就農総合対策事業費補助金新規就農総合対策事業費補助金＞＞＞＞

　
　

<<<<【【【【新新新新】】】】新規就農総合対策事業新規就農総合対策事業新規就農総合対策事業新規就農総合対策事業（（（（再掲再掲再掲再掲）＞）＞）＞）＞
<<<<労働者労働者労働者労働者としてとしてとしてとして農業技術農業技術農業技術農業技術をををを学学学学べるべるべるべるコースコースコースコース
　　　　のののの追加追加追加追加＞＞＞＞

○規模拡大のハウス確保支援
　<レンタルハウス整備事業の見直し（再掲）>
　　　　

異異異異
業業業業
種種種種
参参参参
入入入入

○基礎研修及び実践研修
　（「アグリ体験塾」の研修に農家体験研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を追加）
　<<<<【【【【新新新新】】】】新規就農総合対策事業農家等謝金新規就農総合対策事業農家等謝金新規就農総合対策事業農家等謝金新規就農総合対策事業農家等謝金
　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  　（　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  　（　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  　（　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  　（再掲再掲再掲再掲））））>>>>

○新分野進出支援
　　・支援制度の説明
　　・事例の紹介
○個別相談対応（随時）
　　・経営計画の作成支援

○円滑な参入に向けた支援
　　・担い手協議会による地元調整支
援
○資金確保
　<農業近代化資金等融資事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　（低利子）>
○初期投資の軽減
　　・ハウス確保支援
　<レンタルハウス整備事業の見直し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（再掲）>
　

新新新新たにたにたにたに農業法人農業法人農業法人農業法人によるによるによるによる出出出出
前授業前授業前授業前授業、、、、ほほほほ場見学場見学場見学場見学をををを追加追加追加追加
しますしますしますします

新新新新たにたにたにたに受入農家等受入農家等受入農家等受入農家等へのへのへのへの支援支援支援支援をををを創創創創
設設設設しますしますしますします　（　（　（　（月額月額月額月額５５５５万円万円万円万円のののの報償費報償費報償費報償費））））

研修生研修生研修生研修生へのへのへのへの支援支援支援支援をををを充実充実充実充実しますしますしますします
（（（（研修手当月額研修手当月額研修手当月額研修手当月額１０１０１０１０万円万円万円万円→→→→１５１５１５１５万円万円万円万円））））

企業的経営体企業的経営体企業的経営体企業的経営体のののの育成育成育成育成をををを
　　　　　　　　トータルサポートトータルサポートトータルサポートトータルサポートしますしますしますします

相談段階 経営発展の支援

認認認認
定定定定
農農農農
業業業業
者者者者

ＪＡＪＡＪＡＪＡ
出出出出
資資資資
型型型型
法法法法
人人人人

○法人準備の支援
　<<<<【【【【新新新新】ＪＡ】ＪＡ】ＪＡ】ＪＡ出資型法人設立促進出資型法人設立促進出資型法人設立促進出資型法人設立促進
                                     事業                                     事業                                     事業                                     事業>>>>

○初期投資の軽減
　・ハウス確保支援
　<レンタルハウス整備事業の見直し
                                       （再掲）>

先進地先進地先進地先進地のののの事例調査事例調査事例調査事例調査やややや組合員組合員組合員組合員
等関係者等関係者等関係者等関係者のののの合意形成合意形成合意形成合意形成をををを支援支援支援支援
しますしますしますします

経営不振農家経営不振農家経営不振農家経営不振農家

○農家の経営再建への支援
<<<<【【【【拡拡拡拡】】】】農業経営改善支援事業農業経営改善支援事業農業経営改善支援事業農業経営改善支援事業>>>>
<<<<【【【【新新新新】】】】農業経営改善支援特別準備金出農業経営改善支援特別準備金出農業経営改善支援特別準備金出農業経営改善支援特別準備金出えんえんえんえん金金金金>>>>
<<<<【【【【新新新新】】】】農業経営改善支援営農資金利子補給金農業経営改善支援営農資金利子補給金農業経営改善支援営農資金利子補給金農業経営改善支援営農資金利子補給金>>>>

受入農家等受入農家等受入農家等受入農家等へのへのへのへの支援支援支援支援をををを創設創設創設創設しますしますしますします
（（（（月額月額月額月額５５５５万円万円万円万円のののの報償費報償費報償費報償費））））

雇用雇用雇用雇用をををを活用活用活用活用したしたしたした規模拡大規模拡大規模拡大規模拡大
をををを進進進進めますめますめますめます

農業技術農業技術農業技術農業技術をもったをもったをもったをもった労働労働労働労働
者者者者をををを確保確保確保確保しますしますしますします

企企企企
業業業業
的的的的
経経経経
営営営営
がががが
実実実実
現現現現

＋＋＋＋
まとまりのあるまとまりのあるまとまりのあるまとまりのある園芸産地育成事業等園芸産地育成事業等園芸産地育成事業等園芸産地育成事業等によりによりによりにより
生産力生産力生産力生産力をををを向上向上向上向上しますしますしますします

労働者労働者労働者労働者とととと経営者経営者経営者経営者ののののマッマッマッマッ
チングチングチングチング活動活動活動活動をををを支援支援支援支援しましましましま
すすすす

別図（農10）
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JA出資型法人設立から営農後までのプロセス図

１．農業就業人口の減少、高齢化
２．農業生産額の減少
３．耕作放棄地の増、等々

背景

雇
用
機
会
の
拡
大

地
域
の
高
齢
者
・
定
年
退
職
者
が
有
し
て
い
る
技

術
や
経
理
・
管
理
能
力
の
活
用

新
規
就
農
者
の
育
成

農
業
後
継
者
等
を
受
け
入
れ

、
栽
培
技
術
・
経
営

管
理
の
研
修

農
業
経
営
補
完

個
人
・
集
落
営
農
組
織
の
営
農
活
動
の
補
完

（
農
作
業
受
託

）

設立前 設立手続（計画の策定と合意形成）

会社定款の作成

設立時株式発行事項の決定

公証人の認証

出資の履行

設立時役員の選任

設立時役員等による設立手続の調査

設立の登記申請

設立の登記完了

法務局
（登記所）

設立後

【株式会社・発起設立の場合】

発起人会の開催

事業計画等の作成

法人設立の事前協議

設立前段
階で検討

農
業
経
営
の
代
替

農
家
に
替
わ

っ
て
遊
休
農
地
や
遊
休
ハ
ウ
ス
を
有

効
活
用
し
た
農
業
経
営

設立への準
備

①設立に向けた具体の研究資料及び
設立マニュアルの作成（JA)
②先進地の事例調査、啓発資料等作
成への支援（関係機関）

事前協議 ①設立検討プロジェクトチームの設置
（JA)
②一定の専門的知識を有する専任担
当者の育成（JA）
③組合員の意向調査（JA）、地域農業
の実態調査、課題のとりまとめ、既存
アクションプラン・ビジョンとの調整な
どを支援（関係機関とJA）

事業計画等
の作成

①事業計画の作成（JA、関係機関）
②制度融資、補助事業導入（関係機
関）

組織内での
合意形成
（JA)

①役員等への確認
②JA理事会・委員会での説明
③組合員への説明

総代会特別議決事項（2/3以上）

①農業振興センター等による技術
指導

②経営発展への助言・提案
作業受託面積、品目の拡大
ハウス規模拡大
畜産規模拡大
加工・新規商品開発 等

③ハード整備の計画的支援

【ソフト支援】

○法人準備の支援
<【新】ＪＡ出資型法人設立促進事業>

先進地の事例調査や組合員等関係
者の合意形成を支援します

【ハード支援】

○初期投資の軽減
・機械・設備の整備（国、県事業活
用）

・ハウス確保支援
<レンタルハウス整備事業の見直し>

農業に精通したJAが運営の主導
権をもって機動性を有する会社形
態のJA出資型法人を設立

別図（農11）
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新たな取組による農業・農村の発展

体験農園体験農園体験農園体験農園

教育旅行教育旅行教育旅行教育旅行

食農教育食農教育食農教育食農教育

教育教育教育教育ファームファームファームファーム

学校給食学校給食学校給食学校給食

野菜野菜野菜野菜でででで元気店元気店元気店元気店

地産地消地産地消地産地消地産地消をををを
通通通通じたじたじたじた人人人人とととと
経済経済経済経済のののの
　　　　　　　　活性化活性化活性化活性化

健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり

食育推進運動食育推進運動食育推進運動食育推進運動

          高知          高知          高知          高知のののの「「「「食食食食」」」」をををを活用活用活用活用したしたしたした取組取組取組取組
　
　直販所直販所直販所直販所をををを地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化（（（（交流交流交流交流、、、、ビジネスビジネスビジネスビジネス））））のののの拠点拠点拠点拠点としたとしたとしたとした仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり

　　　　・・・・農産物直販所農産物直販所農産物直販所農産物直販所ステップアップステップアップステップアップステップアップ事業事業事業事業

　　　　民間活動民間活動民間活動民間活動のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる促進促進促進促進

　　　　・・・・県民県民県民県民みんなみんなみんなみんな高知農産物応援団高知農産物応援団高知農産物応援団高知農産物応援団づくりづくりづくりづくり推進事業推進事業推進事業推進事業

伝統的加伝統的加伝統的加伝統的加
工技術工技術工技術工技術

郷土郷土郷土郷土
料理料理料理料理

環境保全
型農業

もっとみんなに知っ
てもらおう！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食食食食　　　　育育育育

　　　　食育食育食育食育とととと学校給食学校給食学校給食学校給食とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化によるによるによるによる高知高知高知高知
　　　　のののの農畜産物応援団農畜産物応援団農畜産物応援団農畜産物応援団づくりづくりづくりづくり

　　　　・・・・高知高知高知高知ジュニアジュニアジュニアジュニア博士育成事業博士育成事業博士育成事業博士育成事業
　　　　・・・・好好好好きききき好好好好きききき高知野菜大好高知野菜大好高知野菜大好高知野菜大好きっきっきっきっ子育成事業子育成事業子育成事業子育成事業

　　　　　　　　　　　　グリーングリーングリーングリーン・・・・ツーリズムツーリズムツーリズムツーリズム
　　（　　（　　（　　（こうちこうちこうちこうち体験体験体験体験ツーリズムツーリズムツーリズムツーリズム））））

　グリーングリーングリーングリーン・・・・ツーリズムツーリズムツーリズムツーリズムのののの手法手法手法手法をををを取取取取
　　　　りりりり入入入入れたれたれたれた集落丸集落丸集落丸集落丸ごとごとごとごと活性化活性化活性化活性化

　　　　・・・・集落丸集落丸集落丸集落丸ごとごとごとごとグリーングリーングリーングリーン・・・・ツーリズムツーリズムツーリズムツーリズム
　　　　　　　　推進事業推進事業推進事業推進事業

　　　　　　　　１１１１．．．．５５５５次産業次産業次産業次産業のののの推進推進推進推進

　地域地域地域地域のののの資源資源資源資源をををを強強強強みのあるみのあるみのあるみのある商品商品商品商品にににに育育育育
　　　　てるてるてるてる仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり

　　　　・・・・農村農村農村農村のののの伝統的加工技術等育成伝統的加工技術等育成伝統的加工技術等育成伝統的加工技術等育成
　　　　　　　　支援事業支援事業支援事業支援事業
　　　　・・・・集落丸集落丸集落丸集落丸ごとごとごとごとグリーングリーングリーングリーン・・・・ツーリズムツーリズムツーリズムツーリズム
　　　　　　　　推進事業推進事業推進事業推進事業

　　　観光への広がり

直販所直販所直販所直販所

新たな販売形
態への展開

　観光
との連
携強化

教育への広がり

商工業への広がり
健康づくりとのコラボ

特産物

農林漁家農林漁家農林漁家農林漁家
ﾚｽﾄﾗﾝﾚｽﾄﾗﾝﾚｽﾄﾗﾝﾚｽﾄﾗﾝ

農林漁農林漁農林漁農林漁
家民宿家民宿家民宿家民宿

地域の資源を強み
に活かす！

別図（農12）
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農産物直販所ステップアップ事業の全体イメージ

ステップ４

業務筋への販
路拡大

うち、６店舗

ステップ１

農産物の安全安心確保

ステップ２

情報発信力強化

品揃え情報を、HP(携帯電
話) へ掲載

【２３店舗）】

情報管理
システム

生産・販売
戦略検討会
（生産者）

直販所

生産者

消費者（実需
者）

①仕入れ情報配信（HP）

②業務筋との契約取引

③配送の仕組みづくり

直販所の新たな
展開

地域の経済・交流
の活性化の拠点と
して、更なる発展

県による技術支援
・リタイア層など、新
規就農者等への栽培
技術等

県による支援
・システム構築

県による支援
・直販所での人的体
制確保を支援
・業務筋とのマッチン
グ

直販所に対する外からの支援（情報管理システムの構築、技術支援）と、内からの取組（直販所の人材
確保＝ふるさと雇用再生特別基金事業）の支援とを併せて実施することにより、直販所の新たな分野
（業務筋への展開、来店型情報発信強化）への挑戦を強力にバックアップ

直販所「安心係」配置

【全店舗配置】

来店型店舗の強化

野菜ブーム鎮静化
・野菜に興味のある人の伸びが鈍化
・ガソリン値上がり感から遠出控える傾向

直販店の来客数減少傾向

しかし、噂の店には行き
たい

来店型
店舗強化 売れるように(買いたくなるように）魅せる店(棚）づくり

同じ商品でも見え方が違うことを、店舗担当者のスキルアップを通じて、生産者
の意識の向上へとつなぐ ⇒ 品質の向上へ
①アドバイザー(売り場のプロ）派遣による店舗担当者を実践研修
②棚(見せ方＝並べ方）の変革により、｢買いたくなる店」へ
③機会損失(ミスマッチ、棚の補充等)の解消により、より、｢寄りたい店」へ
③店舗担当者のスキルアップにより、｢良いものがよりよく見える売り場」に
なり、良いものを生産する農家を見習おうとする農家が増加

④全体として商品の質が上がり、｢いいものがある噂の店」へ

さ
ら
に

、
業
務
筋
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る

店
舗
へ
挑
戦

ステップ３

来店型強化(店舗
の魅力アップ）

魅せる店づくり

【１３店舗】

業務筋への販
路拡大

【６店舗】

業務筋への販路拡大

うち、13店舗

うち、２３店舗

全店舗
(142店舗)

年間販売額1億円以上
(23店舗)

H
23
目
標
値

魅せる店づくり

県による支援
・アドバイザー派遣

その他(調査、情報
発信(冊子)）

別図（農13）
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Ⅱ 専門分野の成長戦略

２ 林業分野

173



174



　

　
⑥木材価格が低迷する中で、原木価格に占める流通
　 コスト負担が大きくなっています。

⑦大消費地から遠隔地であることに加え、取引単位が
　 小さく、小口輸送のため、輸送コストがハンディと
   なっています。

⑥⑥⑥⑥原木原木原木原木のののの流通体制流通体制流通体制流通体制のののの整備整備整備整備
  伐採現場から製材工場へと原木の流通を短絡化するととも

  に安定供給を図ります。

⑦⑦⑦⑦製品製品製品製品のののの流通体制流通体制流通体制流通体制のののの整備整備整備整備
　産地・消費地間の大ロット輸送と、消費地での効率的に配
  送できる体制をつくります。

 流 流 流 流　　　　通通通通

目目目目　　　　　　　　　　　　標標標標

④県内の加工事業体の多くは、消費者ニーズに対応し
   きれていません。

⑤消費者の求める、高品質な製品を大量に供給できる
   事業体が少ない状況です。

④④④④製材工場等製材工場等製材工場等製材工場等のののの体制体制体制体制のののの整備整備整備整備
　 協同化や大型加工施設の設置により、生産量の拡大を図
　 ります。

⑤⑤⑤⑤製品製品製品製品のののの品質品質品質品質のののの向上向上向上向上
　 乾燥機などの導入の促進により高品質化を図ります。

④
◎既存製材工場の協同化への支援
◎加工分野での共同・協業化の促進
　（推進チームによるサポートなど）

★大型加工場の誘致
⑤
★ＪＡＳ制度の普及と認定工場の拡大
◎乾燥機やグレーディング機器の導入の促進

中長期目標中長期目標中長期目標中長期目標

●●●●製材品製材品製材品製材品のののの生産量生産量生産量生産量
　　　　３１３１３１３１万万万万１１１１千千千千mmmm3333→→→→３５３５３５３５万万万万５５５５千千千千mmmm3333

中長期目標中長期目標中長期目標中長期目標

● ● ● ● 乾燥材乾燥材乾燥材乾燥材のののの生産量生産量生産量生産量　　　　５５５５万万万万４４４４千千千千mmmm3333→→→→１１１１１１１１万万万万９９９９千千千千mmmm3333

 加 加 加 加　　　　工工工工

豊豊豊豊かなかなかなかな森林資源森林資源森林資源森林資源をををを活用活用活用活用したしたしたした所得所得所得所得のののの向上向上向上向上とととと雇用雇用雇用雇用のののの創出創出創出創出

⑥
○直送体制や協定取引の推進
★山元土場の増設（仕分け機能と流通ロット確保）
   への支援
○原木市場のコスト改善
⑦
★製品市場の統合と共同受注・仕上げ・輸配送体制の
   整備
★小規模製材工場の共同輸送方式の研究
★量産化工場などでの安定取引先との提携の促進
★大消費地に流通拠点の設置を検討
　（コスト削減のため、首都圏等に配送拠点の整備）

主 主 主 主 な な な な 施 策施 策施 策施 策現現現現　　　　　　　　　　　　状状状状

①
◎集約化などソフト対策の強化
○地形や資源状態など、個々の森林ににマッチする効率
　 的な作業システムの導入を促進
　（作業道の開設、高性能林業機械等の導入など）

②
○高い生産性を実現している先進的な事業体の取組事例
  の普及
◎林業事業体における経営ビジョンの作成やマネジメン
　 ト能力の向上への支援
　（ビジョンの作成指導や外部専門家によるアドバイスなど）

◎森林組合と建設業者等とのジョイントにより林業への参
　 入を促進
　（森の工場づくり（作業道等）への建設業者等の参入をサポートなど）

①森林の所有規模が小さく、まとまりのある施業地
  を確保しにくいことに加え、林業の採算性の悪化
　から素材生産は停滞しています。

②高いマネジメント能力や効率的な生産（伐採・搬
　出）システムを備えた林業事業体が少ない状況で
  す。

③林業の担い手が高齢化・減少しています。

①①①①森森森森のののの工場工場工場工場のののの整備整備整備整備
   施業地を集約化し効率的な生産システムにより、計画的

   に木材を生産する「森の工場」を整備します。

②②②②事業体事業体事業体事業体のののの育成育成育成育成
   低価格でも収益を確保できる、競争力を持った林業事業

   体を育成します。

中長期目標中長期目標中長期目標中長期目標

●●●●原木生産量原木生産量原木生産量原木生産量
　　　　４４４４４４４４万万万万６６６６千千千千mmmm3333→→→→６５６５６５６５万万万万mmmm3333

　 国際的な木材需給の状況や、地球温暖化の防止など
に対する森林への関心の高まりなどから、国産材が見
直されてきています。
　また、製材品の工業製品化が求められる一方で、木材
という自然素材に対して、安全・安心といった面での関心
が高まっています。

③③③③担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成
   効率的な生産システムに対応できる担い手を育成・確
　 保します。

　 自伐林家等による生産活動を促進し、所得の向上を目
　 指します。

中長期目標中長期目標中長期目標中長期目標

●●●●担担担担いいいい手手手手　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●●●年収年収年収年収
　　　　　　　　１１１１，，，，５０８５０８５０８５０８人人人人　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 （（（（林業雇用労働者林業雇用労働者林業雇用労働者林業雇用労働者((((原木生産原木生産原木生産原木生産))))））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→→→→１１１１，，，，７００７００７００７００人           人           人           人           ４００４００４００４００万円万円万円万円 ③
○所得の向上など事業体における就労条件の改善に
　 よる新規就業の促進
◎新規就業者等に対するきめ細やかな支援
　（林業体験やＯＪＴなど）

★自伐林家等の生産活動を支援
　　（小口の素材やバイオマスを引き取る仕組みづくりなど）

戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．林業林業林業林業・・・・木材産業木材産業木材産業木材産業のののの再生 再生 再生 再生 】】】】

 原木生産 原木生産 原木生産 原木生産

 集約化 集約化 集約化 集約化・・・・効率化効率化効率化効率化

共同化共同化共同化共同化・・・・効率化効率化効率化効率化・・・・高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化・・・・統合化統合化統合化統合化
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⑧個々の事業体では営業力に限界があるため、製品市
   場に頼らざるを得ないが、出荷量と出荷額は年々減
   少しています。
　森林県でありながら、戸建て住宅の木造率が全国平
   均を下回っています。

⑧⑧⑧⑧販売力販売力販売力販売力のののの強化強化強化強化
   安全・安心で環境に配慮した産地として消費地にアピー
   ルしていきます。
　 地産地消を推進し、木造住宅はもとより、県産材をあら

   ゆるところで積極的に使用していきます。

⑧
◎企業と行政が連携した販売促進活動の推進
◎安全・安心の産地のＰＲなど、ブランド戦略を構築し、
   顔の見える取引を支援
○森林認証取得への支援とＰＲ
◎消費地工務店とのネットワークづくりの促進
◎木造住宅に関する情報発信の強化
◎県産材を利用した木造住宅建設の促進や、木製品の
   需要拡大のための支援

 販 販 販 販　　　　売売売売

①適正に管理されず荒廃が懸念される森林が増加し
  ています。

①製品の生産・供給コストが高く、木屑や木質ペ
  レットを安定的に利用できる体制ができていま
  せん。

①特用林産物（きのこや木炭など）をはじめ、森
　の資源が活かしきれていません。

②都市部での自然指向は高まっているが、中山間
  地域との交流人口は増えていません。

①
◎間伐の積極的な推進
★管理代行など新たな森林管理の仕組みの検討と、森林
   所有者への理解の促進

①
★林地残材の収集・運搬コスト低減へ向けた取組に支援
★木質バイオマス利用施設の整備への支援
◎排出量取引制度などの社会的な支援の仕組みづくり　①①①①木質木質木質木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス利用利用利用利用のののの拡大拡大拡大拡大

  森林資源の新たな用途としてエネルギー利用の拡大に取り

  組みます。

中長期目標中長期目標中長期目標中長期目標

● ● ● ● 木質木質木質木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス利用量利用量利用量利用量
　　　　９９９９万万万万７７７７千千千千トントントントン→→→→２８２８２８２８万万万万トントントントン

①①①①森林森林森林森林のののの適正適正適正適正なななな管理管理管理管理
   森林所有者の管理意識の醸成と森林情報の把握に努め、
   間伐など必要な施業の実施と、適正に管理ができる仕組
   みづくりに取り組みます。

中長期目標中長期目標中長期目標中長期目標

●●●●間伐面積間伐面積間伐面積間伐面積（　Ｈ（　Ｈ（　Ｈ（　Ｈ２０２０２０２０～Ｈ～Ｈ～Ｈ～Ｈ２４２４２４２４））））

　　　　　　　　７５７５７５７５，，，，００００００００００００ｈａｈａｈａｈａ

 森 森 森 森のもののもののもののもの

 木質 木質 木質 木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス

    森林管理森林管理森林管理森林管理

①①①①森森森森のののの資源資源資源資源のののの活用活用活用活用
　地域のあらゆる資源を多彩に組み合わせることで付加価値

  を高め、中山間地域での所得の向上を図ります。

②②②②都市都市都市都市とのとのとのとの交流交流交流交流のののの促進促進促進促進
  森林資源を活用し、森林・林業体験や森林セラピーなどエ
  コツーリズムを推進し、都市との交流人口を拡大します。

①
◎地域の特用林産物生産活動の支援とＰＲ
★特用林産物の共同集荷や多様な販売の仕組みづく
   り　（直販所を利用した販売ルートづくりなど）

②
★自然とのふれあいや林業体験、森林セラピーなど、他
　 分野と連携した魅力あるメニューづくりへの支援
　（地域のアイデアをハンズオンサポートなど）

◎森林環境教育や森林保全ボランティアのリーダー育成

戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【２２２２．．．．木質木質木質木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス利用利用利用利用のののの拡大 拡大 拡大 拡大 】】】】

現    　状現    　状現    　状現    　状 目目目目　　　　　　　　　　　　標標標標 主 主 主 主 な な な な 施 策施 策施 策施 策

戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【３３３３．．．．森森森森のものののものののものののものの活用 活用 活用 活用 】】】】

戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【４４４４．．．．健全健全健全健全なななな森森森森づくり づくり づくり づくり 】】】】

　食の安全・安心や、自然への関心が高まっています。

　水源かん養や災害防止など、森林のもつ公益的機能
が注目されており、特に近年CO2吸収源対策としての森
林整備が求められています。

　原油価格の変動や地球温暖化対策への対応として、
木質バイオマス燃料へのニーズが高まっています。

 未利用資源 未利用資源 未利用資源 未利用資源のののの有効活用有効活用有効活用有効活用

 販売力 販売力 販売力 販売力のののの強化強化強化強化

 中山間地域 中山間地域 中山間地域 中山間地域でのでのでのでの所得向上所得向上所得向上所得向上

 健全 健全 健全 健全なななな森森森森づくりとづくりとづくりとづくりと新新新新たなたなたなたな森林管理森林管理森林管理森林管理ビジネスビジネスビジネスビジネスへのへのへのへの展開展開展開展開
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．林業林業林業林業・・・・木材産業木材産業木材産業木材産業のののの再生再生再生再生】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

    （（（（１１１１））））森森森森のののの工場工場工場工場のののの整備整備整備整備

◆◆◆◆森林所有者森林所有者森林所有者森林所有者のののの「「「「森森森森のののの工場工場工場工場」」」」
　 　 　 　 へのへのへのへの理解理解理解理解のののの促進促進促進促進
　　　　○○○○提案型集約化施業提案型集約化施業提案型集約化施業提案型集約化施業をををを実践実践実践実践
　　　　　　　　できるできるできるできる森林施業森林施業森林施業森林施業プランナープランナープランナープランナー
    の    の    の    の育成育成育成育成

○○○○

◆◆◆◆「「「「森森森森のののの工場工場工場工場」」」」におけるにおけるにおけるにおける小面積小面積小面積小面積
   皆伐   皆伐   皆伐   皆伐のののの実施実施実施実施とととと確実確実確実確実なななな更新更新更新更新
　 　 　 　 ○○○○確実確実確実確実なななな更新更新更新更新へへへへ向向向向けたけたけたけた課題課題課題課題
      の      の      の      の検討検討検討検討とととと実践実践実践実践

○○○○

◆◆◆◆森林森林森林森林のののの管理代行管理代行管理代行管理代行などのなどのなどのなどの仕組仕組仕組仕組
   みづくりの   みづくりの   みづくりの   みづくりの検討検討検討検討
　 　 　 　 ★★★★森林部内森林部内森林部内森林部内ににににワーキンググワーキンググワーキンググワーキンググ
　　  　　  　　  　　  ループループループループをををを設置設置設置設置

◆◆◆◆森林境界森林境界森林境界森林境界のののの明確化明確化明確化明確化にににに関関関関すすすす
   る   る   る   る事業事業事業事業のののの促進促進促進促進
  ★  ★  ★  ★事業促進事業促進事業促進事業促進のためののためののためののためのＰＲＰＲＰＲＰＲとととと
      支援      支援      支援      支援

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◆◆◆地形地形地形地形やややや資源状態資源状態資源状態資源状態などなどなどなど、、、、個個個個々々々々
　 　 　 　 のののの森林森林森林森林ににににマッチマッチマッチマッチするするするする効率的効率的効率的効率的
   な   な   な   な作業作業作業作業システムシステムシステムシステムのののの導入導入導入導入をををを促促促促
   進   進   進   進
　 　 　 　 ○○○○作業道開設作業道開設作業道開設作業道開設やややや機械導入機械導入機械導入機械導入
      への      への      への      への支援支援支援支援
　 　 　 　 ○○○○技術指導技術指導技術指導技術指導
　 　 　 　 ○○○○先導的先導的先導的先導的、、、、模範的模範的模範的模範的なななな取組事取組事取組事取組事
      例      例      例      例ののののＰＲＰＲＰＲＰＲ ○○○○

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状

１１１１．．．．原木原木原木原木のののの生産生産生産生産のののの集約化集約化集約化集約化・・・・効率効率効率効率
    化    化    化    化
    

    

◆◆◆◆森林資源森林資源森林資源森林資源はははは成熟成熟成熟成熟しつしつしつしつ
　 　 　 　 つあるつあるつあるつある
◆◆◆◆国際的国際的国際的国際的なななな木材需給木材需給木材需給木材需給のののの
   状況   状況   状況   状況やややや、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化
   の   の   の   の防止防止防止防止などになどになどになどに対対対対するするするする
   森林   森林   森林   森林へのへのへのへの関心関心関心関心のののの高高高高ささささ
   などから   などから   などから   などから、、、、国産材国産材国産材国産材がががが
   見直   見直   見直   見直されてきているされてきているされてきているされてきている
◆◆◆◆県産材県産材県産材県産材のののの生産生産生産生産（（（（資源資源資源資源
   の   の   の   の活用活用活用活用））））はははは依然依然依然依然としとしとしとし
   て   て   て   て低調低調低調低調

◆◆◆◆森林森林森林森林のののの所有規模所有規模所有規模所有規模がががが小小小小
   さく   さく   さく   さく、、、、効率的計画的効率的計画的効率的計画的効率的計画的なななな
　 　 　 　 生産活動生産活動生産活動生産活動がががが停滞停滞停滞停滞

◆◆◆◆森森森森のののの工場工場工場工場にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ
　 　 　 　 事業体事業体事業体事業体のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしこしこしこし

◆◆◆◆作業道整備作業道整備作業道整備作業道整備やややや機械機械機械機械
   化   化   化   化、ＯＪＴ、ＯＪＴ、ＯＪＴ、ＯＪＴのののの実施実施実施実施などなどなどなど
   生産   生産   生産   生産システムシステムシステムシステムのののの改善改善改善改善
   への   への   への   への支援支援支援支援

◆◆◆◆専従専従専従専従チームチームチームチームによるによるによるによる労労労労
   働生産性   働生産性   働生産性   働生産性やややや工程改工程改工程改工程改
   善   善   善   善へのへのへのへの支援支援支援支援

◆◆◆◆「「「「森森森森のののの工場工場工場工場」」」」のののの理念理念理念理念
   が   が   が   が十分浸透十分浸透十分浸透十分浸透していなしていなしていなしていな
   い   い   い   い

◆◆◆◆「「「「森森森森のののの工場工場工場工場」」」」のののの制度制度制度制度
   が   が   が   が難解難解難解難解でででで手続手続手続手続きがきがきがきが煩煩煩煩
   雑   雑   雑   雑であったであったであったであった

◆◆◆◆森林森林森林森林にににに関心関心関心関心のののの希薄希薄希薄希薄なななな
   所有者   所有者   所有者   所有者がががが増加増加増加増加しししし、、、、集集集集
   約化   約化   約化   約化がががが難難難難しくなってきしくなってきしくなってきしくなってき
   た   た   た   た

◆◆◆◆間伐間伐間伐間伐だけではだけではだけではだけでは素材生素材生素材生素材生
   産量   産量   産量   産量がががが充分充分充分充分でないでないでないでない

◆◆◆◆効率効率効率効率のののの高高高高いいいい生産生産生産生産シスシスシスシス
   テム   テム   テム   テムをををを稼働稼働稼働稼働させるたさせるたさせるたさせるた
   めの   めの   めの   めの路網路網路網路網やややや機械装機械装機械装機械装
   備   備   備   備がががが不足不足不足不足しているしているしているしている

◆◆◆◆生産生産生産生産システムシステムシステムシステムをををを使使使使いいいい
   こなす   こなす   こなす   こなすノウハウノウハウノウハウノウハウがががが浸浸浸浸
   透   透   透   透していないしていないしていないしていない

◆◆◆◆森林森林森林森林のののの境界境界境界境界などのなどのなどのなどの森森森森
   林情報   林情報   林情報   林情報のののの把握把握把握把握にににに対対対対すすすす
   る   る   る   る取組取組取組取組がががが不十分不十分不十分不十分であであであであ
   った   った   った   った

◆◆◆◆「「「「森森森森のののの工場工場工場工場」」」」のののの拡大拡大拡大拡大、、、、推進推進推進推進
　　　　◎◎◎◎間口間口間口間口のののの拡大拡大拡大拡大とととと運用運用運用運用のののの簡素簡素簡素簡素
     化     化     化     化
　　　　◎◎◎◎ソフトソフトソフトソフト対策等支援対策等支援対策等支援対策等支援のののの強化強化強化強化

○○○○

原木生産量（Ｈ１８）
　 ４４万６千m3
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【　【　【　【　林業分野林業分野林業分野林業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２３２３２３２３ＨＨＨＨ２１２１２１２１ＨＨＨＨ２０２０２０２０

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆施業林地施業林地施業林地施業林地をををを集約化集約化集約化集約化しししし、、、、
　 　 　 　 効率的効率的効率的効率的なななな作業作業作業作業システムシステムシステムシステム
   による   による   による   による、、、、計画的計画的計画的計画的なななな木材木材木材木材
   生産   生産   生産   生産をををを行行行行うことのうことのうことのうことの出来出来出来出来
   る   る   る   る「「「「森森森森のののの工場工場工場工場」」」」がががが整備整備整備整備
   されている   されている   されている   されている

◆◆◆◆整備済整備済整備済整備済「「「「森森森森のののの工場工場工場工場」」」」
   面積   面積   面積   面積　　　　４３４３４３４３，，，，００００００００００００hahahaha

◆◆◆◆施業林地施業林地施業林地施業林地をををを集約化集約化集約化集約化しししし、、、、
　 　 　 　 効率的効率的効率的効率的なななな作業作業作業作業システムシステムシステムシステム
   による   による   による   による、、、、計画的計画的計画的計画的なななな木材木材木材木材
   生産   生産   生産   生産をををを行行行行うことのうことのうことのうことの出来出来出来出来
   る   る   る   る「「「「森森森森のののの工場工場工場工場」」」」がががが整備整備整備整備
   されている   されている   されている   されている

◆◆◆◆整備済整備済整備済整備済「「「「森森森森のののの工場工場工場工場」」」」
   面積   面積   面積   面積　　　　９０９０９０９０，，，，００００００００００００hahahaha

原木生産量
　 ５０万m3

原木生産量
　 ６５万m3

「健全な森づくり」に記載

森の工場づくりの推進

事業体：森林所有者への呼
びかけ
県林業改革課：合意形成や
計画づくりへ向けた資源調
査への支援　小規模団地の
試行的な形成

県林業改革課：合意形成や
計画づくりへ向けた資源調
査への支援を強化　工場認
定基準の緩和　森の腕たち
育成事業との統合

ソフト対策の強化　～

間口の拡大と運用の簡素
化

事業体：実務者等の派遣
協力　研修課題取組への
協力体制の整備
森林組合連合会：研修へ
の参加の指導　研修サ
ポート
県森づくり推進課：研修開
催

事業体：研修生の派遣　自
らの経営実態の把握
森林組合連合会：研修の実
施
県森づくり推進課ほか：研修
会の実施支援

森林施業プランナーの育成
（全森連事業）

小面積皆伐の実施と確実
な更新

事業体：小面積皆伐の実施
と確実な更新
県林業改革課：皆伐の実施
と確実な更新に向けた支援

県林業改革課、事業体：関
係者を交えた検討チームに
よる影響と効果、更新促進
方策の検討

小面積皆伐についての検
討

事業体：積極的に異業種
からの参入を支援
県林業改革課：建設機械
から林業機械に改良への
支援

事業体：現地に合う生産シ
ステムの導入　積極的な設
備投資　効率的な生産シス
テムの習熟
県林業改革課：作業道開
設、高性能林業機械の導
入への支援

作業道や機械導入への支
援

県林業改革課：普及指導
員による優良事例の紹介
や技術指導

技術指導・先導的な取組
のＰＲ

Ｐ２１０
別図（林１）参照

Ｐ２１０
別図（林１）参照

国有林や市町村有林との
連携

県林業振興・環境部関係各
課：実施に向けた調整、事業
の実施
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．林業林業林業林業・・・・木材産業木材産業木材産業木材産業のののの再生再生再生再生】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆○◆○◆○◆○先導的先導的先導的先導的・・・・模範的模範的模範的模範的なななな事業体事業体事業体事業体
   の   の   の   の取組事例取組事例取組事例取組事例をををを参考参考参考参考とするとするとするとする普普普普
   及   及   及   及、、、、指導指導指導指導

○○○○

◆○◆○◆○◆○経営力強化経営力強化経営力強化経営力強化のためののためののためののための森林森林森林森林
   組合   組合   組合   組合のののの合併促進合併促進合併促進合併促進のののの支援支援支援支援

○○○○

◆○◆○◆○◆○森林整備支援策森林整備支援策森林整備支援策森林整備支援策のののの改善改善改善改善

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

１１１１．．．．原木原木原木原木のののの生産生産生産生産のののの集約化集約化集約化集約化・・・・効率効率効率効率
    化    化    化    化
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（２２２２））））事業体事業体事業体事業体のののの育成育成育成育成

◆◆◆◆高高高高いいいいマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント能力能力能力能力
   や   や   や   や効率的効率的効率的効率的なななな生産生産生産生産（（（（伐伐伐伐
   採   採   採   採・・・・搬出搬出搬出搬出））））システムシステムシステムシステムをををを
   駆使   駆使   駆使   駆使できるできるできるできるノウハウノウハウノウハウノウハウをををを
   備   備   備   備えたえたえたえた林業事業体林業事業体林業事業体林業事業体がががが
   少   少   少   少ないないないない

◆◆◆◆事業体事業体事業体事業体にににに対対対対するするするするコストコストコストコスト
   管理   管理   管理   管理のののの勉強会勉強会勉強会勉強会などのなどのなどのなどの
   専従   専従   専従   専従チームチームチームチームによるによるによるによる経経経経
   営指導   営指導   営指導   営指導

◆◆◆◆森林組合森林組合森林組合森林組合とととと建設業者建設業者建設業者建設業者
   等   等   等   等とのとのとのとのジョイントジョイントジョイントジョイントにににに向向向向
   けた   けた   けた   けた研修会研修会研修会研修会やややや勉強会勉強会勉強会勉強会
   の   の   の   の開催開催開催開催

◆◆◆◆優良事例優良事例優良事例優良事例のののの情報情報情報情報がががが十十十十
   分   分   分   分にににに活用活用活用活用さ れていなさ れていなさ れていなさ れていな
   い   い   い   い

◆◆◆◆経営者経営者経営者経営者ののののマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント
   能力   能力   能力   能力がががが十分十分十分十分でなかったでなかったでなかったでなかった

◆◆◆◆事業体事業体事業体事業体のののの中中中中にににに核核核核となとなとなとな
   る   る   る   る人材人材人材人材がががが十分十分十分十分にににに育育育育っっっっ
   ていない   ていない   ていない   ていない

◆◆◆◆経営者経営者経営者経営者をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとしたマネジメマネジメマネジメマネジメ
   ント   ント   ント   ント研修研修研修研修のののの実施実施実施実施
   ○   ○   ○   ○中長期中長期中長期中長期ビジョンビジョンビジョンビジョン、、、、経営方針経営方針経営方針経営方針
      の      の      の      の策定指導策定指導策定指導策定指導
   ○   ○   ○   ○外部有識者外部有識者外部有識者外部有識者（（（（アシストマネアシストマネアシストマネアシストマネ
      ージャー      ージャー      ージャー      ージャー））））のののの派遣派遣派遣派遣によるによるによるによる経経経経
      営      営      営      営のののの支援支援支援支援

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

○○○○

◆◆◆◆ジョイントジョイントジョイントジョイント化化化化などなどなどなど異業種異業種異業種異業種からからからから
   の   の   の   の参入参入参入参入のののの促進促進促進促進
　　　　　　　　★★★★技術研修技術研修技術研修技術研修などなどなどなどソフトソフトソフトソフト対策対策対策対策
       の       の       の       の強化強化強化強化
　　　　　　　　◎◎◎◎ハードハードハードハード支援支援支援支援のののの実施実施実施実施

○○○○
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【　【　【　【　林業分野林業分野林業分野林業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆低価格低価格低価格低価格でもでもでもでも収益収益収益収益をををを確保確保確保確保
   し   し   し   し、、、、森林所有者森林所有者森林所有者森林所有者へのへのへのへの還還還還
   元   元   元   元もももも行行行行えるえるえるえる競争力競争力競争力競争力をををを持持持持
   った   った   った   った経営能力経営能力経営能力経営能力のののの高高高高いいいい林林林林
   業事業体   業事業体   業事業体   業事業体がががが効率的効率的効率的効率的なななな生生生生
   産活動   産活動   産活動   産活動をををを展開展開展開展開しているしているしているしている

◆◆◆◆県下県下県下県下のののの森林組合数森林組合数森林組合数森林組合数　　　　２１２１２１２１

◆◆◆◆低価格低価格低価格低価格でもでもでもでも収益収益収益収益をををを確保確保確保確保
   し   し   し   し、、、、森林所有者森林所有者森林所有者森林所有者へのへのへのへの還還還還
   元   元   元   元もももも行行行行えるえるえるえる競争力競争力競争力競争力をををを持持持持
   った   った   った   った経営能力経営能力経営能力経営能力のののの高高高高いいいい林林林林
   業事業体   業事業体   業事業体   業事業体がががが効率的効率的効率的効率的なななな生生生生
   産活動   産活動   産活動   産活動をををを展開展開展開展開しているしているしているしている

◆◆◆◆県下県下県下県下のののの森林組合数森林組合数森林組合数森林組合数　　　　１７１７１７１７

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０

先導的な取組を参考とする
指導

県林業改革課：普及指導員
による指導

森林整備事業への積極的
な参入の促進

各森林組合：森林組合長等
幹部職員の研修への参加
森林組合連合会：研修会の
開催　森林組合の指導
県森づくり推進課：経営ビ
ジョンの策定方法に関する
研修の開催支援

各森林組合：森林組合長等
幹部職員の研修への参加
森林組合連合会：研修会の
開催　森林組合の指導
県森づくり推進課：アクショ
ンプラン策定に関する研修
の開催支援

経営者を対象とした研修の
実施

事業体：ジョイントへの協力
参入事業体：積極的なチャ
レンジ　林業事業体との協
調　技術習得　林業事業体
への協力要請
県森づくり推進課：県営林を
活用した参入者の森林整備
試行
県林業改革課：作業システ
ム試行への支援　ジョイント
による小規模モデル団地形
成へのソフト支援

森林組合：合併に必要な業
務を推進
森林組合連合会：安芸地区
３森林組合を指導し、合併
に向け支援
県森づくり推進課：安芸地
区の３森林組合の合併指導

森林組合の合併支援

各森林組合：森林組合長等
幹部職員の研修への参加
森林組合連合会：研修会の
開催　森林組合の指導
県森づくり推進課：レビュー
システムの構築手法に関す
る研修の開催支援

森林組合：合併に必要な業
務を推進
森林組合連合会：高幡地区
の３森林組合を指導し、合
併に向け支援
県森づくり推進課：高幡地
区の３森林組合の合併指導
他、各森林組合への指導の
継続

森林組合：合併に必要な業
務を推進
森林組合連合会：嶺北地区
の４森林組合を指導し、合
併に向け支援
県森づくり推進課：嶺北地区
の４森林組合の合併指導

森林組合：合併に必要な業
務を推進
森林組合連合会：幡多西部
地区の３森林組合を指導
し、合併に向け支援
県森づくり推進課：幡多西部
地区の３森林組合の合併指
導他、各森林組合への指導
継続

林業事業体：新規参入者へ
の技術指導
県林業改革課：林業事業体
による異業種参入者への技
術指導（作業道・間伐）　建
設機械から林業機械への改
良を支援

県林業改革課：搬出間伐支
援策の中に搬出材積の多
いタイプを追加　基幹作業
道整備、路網グレードアップ
対策を強化

（毎年６森林組合×３年）
森林組合：中期経営ビジョン
の策定
森林組合連合会：経営コン
サルの実施とサポート
県森づくり推進課：セミナー
形式による経営コンサルの
実施への支援

中期ビジョン策定の支援

森林整備支援策の改善

事業体：現場の実態から、
制度改善に向けた積極的な
提案
県林業改革課：造林補助申
請システムの変更　各施業
の歩掛りの点検　標準単価
の随時改正

搬出間伐支援策の拡充
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．林業林業林業林業・・・・木材産業木材産業木材産業木材産業のののの再生再生再生再生】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆★◆★◆★◆★経営者経営者経営者経営者をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとしたマネジマネジマネジマネジ
   メント   メント   メント   メント研修研修研修研修などによるなどによるなどによるなどによる職場改職場改職場改職場改
   善   善   善   善のののの促進支援促進支援促進支援促進支援

○○○○

◆◆◆◆技術者養成手法技術者養成手法技術者養成手法技術者養成手法のののの改善改善改善改善、、、、強強強強
   化   化   化   化
   ◎   ◎   ◎   ◎技術者技術者技術者技術者ののののＯＪＴＯＪＴＯＪＴＯＪＴのののの推進推進推進推進

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

○○○○

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状

１１１１．．．．原木原木原木原木のののの生産生産生産生産のののの集約化集約化集約化集約化・・・・効率効率効率効率
    化    化    化    化
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（３３３３））））担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成

◆◆◆◆林業林業林業林業のののの担担担担いいいい手手手手がががが高齢高齢高齢高齢
   化   化   化   化・・・・減少減少減少減少しているしているしているしている

◆◆◆◆基幹林業技術者基幹林業技術者基幹林業技術者基幹林業技術者のののの養養養養
   成研修   成研修   成研修   成研修

◆◆◆◆県営林県営林県営林県営林をををを活用活用活用活用したしたしたした新規新規新規新規
   就業者   就業者   就業者   就業者のののの確保確保確保確保

◆◆◆◆林業体験教室林業体験教室林業体験教室林業体験教室のののの実施実施実施実施

◆◆◆◆無料職業紹介無料職業紹介無料職業紹介無料職業紹介やややや就業就業就業就業
   面談会   面談会   面談会   面談会のののの実施実施実施実施

◆◆◆◆建設業者建設業者建設業者建設業者にににに対対対対するするするする補補補補
   助制度等   助制度等   助制度等   助制度等のののの勉強会勉強会勉強会勉強会やややや
   個別指導   個別指導   個別指導   個別指導のののの実施実施実施実施

◆◆◆◆県単独事業県単独事業県単独事業県単独事業によるによるによるによる森森森森
   林所有者   林所有者   林所有者   林所有者へのへのへのへの間伐等間伐等間伐等間伐等
   の   の   の   の支援支援支援支援

◆◆◆◆就労条件就労条件就労条件就労条件などのなどのなどのなどの職場職場職場職場
   改善   改善   改善   改善がががが進進進進んでいないんでいないんでいないんでいない

◆◆◆◆就業希望者就業希望者就業希望者就業希望者へへへへ就業条就業条就業条就業条
   件   件   件   件などのなどのなどのなどの提示提示提示提示がががが不明不明不明不明
   瞭   瞭   瞭   瞭であったであったであったであった

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◆◆◆自伐林家等自伐林家等自伐林家等自伐林家等によるによるによるによる生産生産生産生産をををを促促促促
   進   進   進   進
   ★   ★   ★   ★小規模小規模小規模小規模なななな生産活動生産活動生産活動生産活動をををを支援支援支援支援
　　　　　　　　　　　　するするするする仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの創設創設創設創設
　 　 　 　 ★★★★副業型林家副業型林家副業型林家副業型林家のののの育成育成育成育成

◆○◆○◆○◆○所得所得所得所得のののの確保確保確保確保などなどなどなど事業体事業体事業体事業体にににに
   おける   おける   おける   おける就労条件就労条件就労条件就労条件のののの改善改善改善改善

○○○○

◆○◆○◆○◆○就業希望者向就業希望者向就業希望者向就業希望者向けのけのけのけの林業体林業体林業体林業体
   験   験   験   験のののの実施実施実施実施
◆◎◆◎◆◎◆◎就業希望者就業希望者就業希望者就業希望者へのへのへのへのＰＲＰＲＰＲＰＲ方法方法方法方法
   の   の   の   の改善改善改善改善

○○○○
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【　【　【　【　林業分野林業分野林業分野林業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆効率的効率的効率的効率的なななな林業生産活動林業生産活動林業生産活動林業生産活動
   を   を   を   を行行行行うことがうことがうことがうことが出来出来出来出来るるるる優優優優れれれれ
   た   た   た   た担担担担いいいい手手手手がががが育成育成育成育成されてされてされてされて
　 　 　 　 いるいるいるいる

◆◆◆◆年間年間年間年間をををを通通通通じたじたじたじた安定的安定的安定的安定的なななな
   仕事量   仕事量   仕事量   仕事量のののの確保確保確保確保にににに取取取取りりりり組組組組
   んでいる   んでいる   んでいる   んでいる

◆◆◆◆担担担担いいいい手手手手　　　　　　　　１１１１，，，，５６０５６０５６０５６０人人人人

◆◆◆◆効率的効率的効率的効率的なななな林業生産活動林業生産活動林業生産活動林業生産活動
   を   を   を   を行行行行うことがうことがうことがうことが出来出来出来出来るるるる優優優優れれれれ
   た   た   た   た担担担担いいいい手手手手がががが育成育成育成育成されてされてされてされて
   いる   いる   いる   いる

◆◆◆◆年間年間年間年間をををを通通通通じたじたじたじた安定的安定的安定的安定的なななな
   仕事量   仕事量   仕事量   仕事量がががが確保確保確保確保されてされてされてされて
   いる   いる   いる   いる

◆◆◆◆担担担担いいいい手手手手　　　　　　　　１１１１，，，，７００７００７００７００人人人人

◆◆◆◆林業雇用労働者林業雇用労働者林業雇用労働者林業雇用労働者（（（（原木原木原木原木
   生産   生産   生産   生産））））のののの年収年収年収年収　　　　４００４００４００４００万円万円万円万円

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０

職場改善の促進

森林組合：職場改善の実施
森林組合連合会：森林組合
の指導
県森づくり推進課：マネジメ
ント研修等を通した職場改
善指導

県森づくり推進課：人づくり
推進事業により、林業技術
者の養成を実施

技術者養成研修の充実

労働力確保支援センター：
就業者アドバイザーによる
雇用情報の収集強化　ホー
ムページの充実等による広
報の強化　就業希望者向
けの林業体験研修　林業
就業相談の実施
県森づくり推進課：労働力
確保支援センターと協力
し、雇用情報の収集　適時
の学校訪問等広報の強化

県森づくり推進課：森林施業
プランナーへのフォローアッ
プと、施業集約化、提案型
施業による事業体の安定的
な事業量確保の支援　林業
就労環境改善事業により、
雇用環境や労働安全衛生
の向上の促進

技術者養成研修の実施

就業希望者への支援充実

林業事業体：県の研修と併
せて緑の雇用担い手育成事
業等を活用した担い手の育
成
森林組合連合会等：事業体
の指導
県森づくり推進課：林業技術
者養成研修の拡充（研修回
数、定員の見直し）　地域の
要望に対応出来る現地研修
制度（林業技術出前講座）
の創設

県森づくり推進課：林業就
労環境改善事業による、雇
用環境や労働安全衛生の
向上への指導、支援

事業体の就労環境の充実

小規模な生産活動の支援

自伐林家：生産活動への積
極的な取組
森林組合：管轄内の自伐林
家支援に積極的に参画
県林業改革課：森林組合を
介した収集、仕分け、販売
への支援

労働力確保支援センター：
雇用情報の収集　ホーム
ページによる広報　就業希
望者向けの林業体験研修
及び林業就業相談会の実
施
県森づくり推進課：労働力
確保支援センターと協力
し、雇用情報の収集、広報
活動

就業希望者への支援

副業型林業への技術支援

自伐林家等：制度の積極的
な活用による森林整備の促
進
森林組合：技術指導での協
力
県森づくり推進課：地域の
要望に対応出来る現地研
修制度（林業技術出前研
修）の実施

四国森林管理局：国有林の
活用
市町村：市町村有林の活用
県森林部関係各課：四国森
林管理局等や市町村との
協議など連携を強化する

国有林等との連携強化に
よる通年就労の促進

Ｐ２１１
別図（林２）参照

Ｐ２１２
別図（林３）参照
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．林業林業林業林業・・・・木材産業木材産業木材産業木材産業のののの再生再生再生再生】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

（（（（１１１１））））製材工場等製材工場等製材工場等製材工場等のののの体制体制体制体制のののの
     整備     整備     整備     整備

◆◆◆◆中小零細中小零細中小零細中小零細なななな事業者事業者事業者事業者がががが
   多   多   多   多くくくく、、、、乾燥設備等乾燥設備等乾燥設備等乾燥設備等へのへのへのへの
   設備投資   設備投資   設備投資   設備投資がががが困難困難困難困難

◆★◆★◆★◆★単板工場単板工場単板工場単板工場（（（（合板材料合板材料合板材料合板材料））））などなどなどなど
   の   の   の   の設置設置設置設置のののの検討検討検討検討

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

○○○○

２２２２．．．．大型工場大型工場大型工場大型工場のののの整備整備整備整備やややや中小加工中小加工中小加工中小加工
    事業体    事業体    事業体    事業体のののの共同共同共同共同・・・・協業化協業化協業化協業化

◆◆◆◆大型製材工場大型製材工場大型製材工場大型製材工場のののの誘致誘致誘致誘致
   に   に   に   に向向向向けたけたけたけた関係者関係者関係者関係者とのとのとのとの協協協協
   議   議   議   議

◆◆◆◆森林資源森林資源森林資源森林資源はははは成熟成熟成熟成熟しつしつしつしつ
   つある   つある   つある   つある
◆◆◆◆国際的国際的国際的国際的なななな木材需給木材需給木材需給木材需給のののの
   状況   状況   状況   状況やややや、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化
   の   の   の   の防止防止防止防止などになどになどになどに対対対対するするするする
   森林   森林   森林   森林へのへのへのへの関心関心関心関心のののの高高高高ささささ
   などから   などから   などから   などから、、、、国産材国産材国産材国産材がががが見見見見
   直   直   直   直されてきているされてきているされてきているされてきている
◆◆◆◆製材品製材品製材品製材品のののの工業製品化工業製品化工業製品化工業製品化
   が   が   が   が求求求求められるめられるめられるめられる一方一方一方一方でででで、、、、
   木材   木材   木材   木材というというというという自然素材自然素材自然素材自然素材にににに
   対   対   対   対してしてしてして、、、、安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心といといといとい
   った   った   った   った面面面面でのでのでのでの関心関心関心関心がががが高高高高まままま
   っている   っている   っている   っている
◆◆◆◆県内県内県内県内のののの加工事業体加工事業体加工事業体加工事業体のののの
   多   多   多   多くはくはくはくは、、、、消費者消費者消費者消費者ニーズニーズニーズニーズ
   に   に   に   に対応対応対応対応しきれずしきれずしきれずしきれず、、、、生産生産生産生産
   量   量   量   量がががが年年年年々々々々減少減少減少減少しているしているしているしている

◆◆◆◆大型製材工場大型製材工場大型製材工場大型製材工場のののの誘致誘致誘致誘致
   ◎   ◎   ◎   ◎必要必要必要必要なななな原木供給量原木供給量原木供給量原木供給量のののの確保確保確保確保
　 　 　 　 ★★★★事業実施主体事業実施主体事業実施主体事業実施主体のののの設立支援設立支援設立支援設立支援
   ◎   ◎   ◎   ◎工場用地確保工場用地確保工場用地確保工場用地確保にににに向向向向けたけたけたけた支支支支
      援      援      援      援

○○○○

◆◆◆◆品質品質品質品質をををを確保確保確保確保しししし、、、、量産化量産化量産化量産化
   する   する   する   する製材工場製材工場製材工場製材工場をををを目指目指目指目指すすすす
   べきところ   べきところ   べきところ   べきところ
 　・ 　・ 　・ 　・個個個個々々々々のののの企業企業企業企業はははは資金不資金不資金不資金不
     足     足     足     足
 　・ 　・ 　・ 　・協同化協同化協同化協同化にににに対対対対するするするする意識意識意識意識
     は     は     は     は希薄希薄希薄希薄
　 　 　 　 ・・・・従来従来従来従来のののの役物製材役物製材役物製材役物製材のののの魅魅魅魅
     力     力     力     力からのからのからのからの意識転換意識転換意識転換意識転換がががが
     できなかった     できなかった     できなかった     できなかった

◆◎◆◎◆◎◆◎地元製材業地元製材業地元製材業地元製材業のののの協同化協同化協同化協同化へのへのへのへの
   支援   支援   支援   支援
◆◆◆◆加工分野加工分野加工分野加工分野でのでのでのでの共同共同共同共同､､､､協業化協業化協業化協業化
   の   の   の   の促進促進促進促進
   ◎   ◎   ◎   ◎設備投資計画設備投資計画設備投資計画設備投資計画のののの検討検討検討検討とととと支支支支
      援      援      援      援

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

製材品の生産量
（Ｈ１８）

　 ３１万１千m3
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【　【　【　【　林業分野林業分野林業分野林業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆既存既存既存既存のののの加工事業体加工事業体加工事業体加工事業体はははは、、、、
   協同   協同   協同   協同のののの乾燥乾燥乾燥乾燥、、、、仕上仕上仕上仕上げげげげ施施施施
   設   設   設   設をををを持持持持ちちちち、、、、高品質化高品質化高品質化高品質化をををを図図図図
   っている   っている   っている   っている

◆◆◆◆一方一方一方一方、、、、増産増産増産増産されたされたされたされた素材素材素材素材
   に   に   に   に対応対応対応対応するするするする大規模加工大規模加工大規模加工大規模加工
   施設   施設   施設   施設がががが設置設置設置設置されされされされ、、、、高付高付高付高付
   加価値化   加価値化   加価値化   加価値化をををを図図図図っているっているっているっている

ＨＨＨＨ２３２３２３２３

◆◆◆◆大規模加工施設大規模加工施設大規模加工施設大規模加工施設がががが設置設置設置設置
   されると   されると   されると   されると共共共共にににに、、、、既存企業既存企業既存企業既存企業
   の   の   の   の共同共同共同共同････協業化協業化協業化協業化がががが促進促進促進促進ささささ
   れている   れている   れている   れている

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１

大型製材工場の誘致

県木材産業課：誘致企業へ
の継続的な進出要請、関係
団体及び関係町村との調整

市町村：工場用地の確保へ
の取組
県林業改革課、木材産業
課：供給計画（集荷体制含
む）案の作成　工場用地確
保に対する支援

地元製材業の協同化への
支援

県木材産業課：必要な情報
の収集

県木材産業課：進出条件等
（場所、資源状況、集荷体
制等）の調査・検討、パート
ナー（進出）企業の調査

必要な原木量と工場用地
の確保

単板（合板材料）工場など
の設置の検討

県林業（振興）事務所：既存
中核企業の意識改革、協同
化に向けたグループ化の働
きかけ

事業体：設備投資の検討、
設備投資
県木材産業課（推進チー
ム）：共同生産・人工乾燥な
ど地域の体制の確立　県外
ビルダー等との連携支援
事業化へ向けた支援（設備
投資計画の経営面の簡易
診断や活用可能な補助事
業説明）

加工分野での共同、協業
化の促進

事業体：事業協同組合の設
立
県木材産業課：誘致企業と
県内関係企業との調整、申
請機関等(経営支援課)との
調整、進出先(町）との調整
県林業（振興）事務所：事業
計画作成及び事業化へ向
けた支援

事業体の設立支援

事業体：施設整備
県木材産業課：農産漁村活
性化プロジェクト支援交付金
による支援（農水省）
県企業立地課：企業立地促
進事業補助金による支援

製材工場整備

事業体：流通拠点の組織化
県木材産業課：新たな流通
拠点の設立支援 事業体：設備投資の検討、

設備投資
県木材産業課（推進チー
ム）：製品市場統合による販
売力を強化（共同受注＋共
同仕上げ＋共同輸配送）で
きる体制整備への支援　人
工乾燥・性能表示施設の共
同化・拠点化支援　設備投
資計画の検討支援

製材品の生産量
　 ３１万５千m3

製材品の生産量
　 ３５万５千m3
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．林業林業林業林業・・・・木材産業木材産業木材産業木材産業のののの再生再生再生再生】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆乾燥機乾燥機乾燥機乾燥機ややややグレーディンググレーディンググレーディンググレーディング機機機機
   器   器   器   器のののの導入導入導入導入のののの促進促進促進促進
   ◎   ◎   ◎   ◎共同共同共同共同、、、、協業化協業化協業化協業化のののの体制体制体制体制づくづくづくづく
      りへの      りへの      りへの      りへの支援支援支援支援
   ◎   ◎   ◎   ◎施設導入施設導入施設導入施設導入にににに対対対対するするするする支援支援支援支援

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

◆◆◆◆消費者消費者消費者消費者のののの求求求求めるめるめるめる、、、、高品高品高品高品
   質   質   質   質なななな製品製品製品製品をををを大量大量大量大量にににに供供供供
   給   給   給   給できるできるできるできる事業体事業体事業体事業体がががが少少少少なななな
   い   い   い   い

２２２２．．．．大型工場大型工場大型工場大型工場のののの整備整備整備整備やややや中小加工中小加工中小加工中小加工
    事業体    事業体    事業体    事業体のののの共同共同共同共同・・・・協業化協業化協業化協業化
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（２２２２））））製品製品製品製品のののの品質品質品質品質のののの向上向上向上向上

◆◆◆◆木材乾燥機木材乾燥機木材乾燥機木材乾燥機のののの導入導入導入導入

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◆◆◆消費者消費者消費者消費者（（（（工務店等工務店等工務店等工務店等））））のののの
   ニーズ   ニーズ   ニーズ   ニーズがががが、、、、強度等強度等強度等強度等のののの性性性性
   能重視   能重視   能重視   能重視にににに変化変化変化変化しているしているしているしている
   中   中   中   中でででで、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥などのなどのなどのなどの品質品質品質品質
   の   の   の   の向上向上向上向上にににに対対対対するするするする意識意識意識意識
   が   が   が   が不十分不十分不十分不十分であったであったであったであった

◆◆◆◆機器機器機器機器のののの導入導入導入導入にににに対対対対するするするする
   中小   中小   中小   中小のののの個別事業体個別事業体個別事業体個別事業体のののの
   資金不足   資金不足   資金不足   資金不足

◆◆◆◆ＪＡＳＪＡＳＪＡＳＪＡＳ制度制度制度制度のののの普及普及普及普及とととと認定工場認定工場認定工場認定工場
   の   の   の   の拡大拡大拡大拡大
   ★   ★   ★   ★供給体制供給体制供給体制供給体制づくりへのづくりへのづくりへのづくりへの支援支援支援支援
   ★   ★   ★   ★品質表示品質表示品質表示品質表示されたされたされたされた県産材県産材県産材県産材のののの
      ＰＲ      ＰＲ      ＰＲ      ＰＲ

○○○○
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【　【　【　【　林業分野林業分野林業分野林業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

◆◆◆◆森林認証森林認証森林認証森林認証やややや品質品質品質品質のののの確確確確
   保   保   保   保、、、、キットキットキットキット化化化化されたされたされたされた建築建築建築建築
   部材   部材   部材   部材のののの販売販売販売販売などをなどをなどをなどを通通通通じじじじ
   て   て   て   て、、、、産地産地産地産地とととと消費者消費者消費者消費者のののの顔顔顔顔のののの
   見   見   見   見えるえるえるえる関係関係関係関係をををを構築構築構築構築しししし、、、、安安安安
   全   全   全   全・・・・安心安心安心安心なななな産地産地産地産地としてとしてとしてとして消消消消
   費地   費地   費地   費地ににににアピールアピールアピールアピールできていできていできていできてい
   る   る   る   る

◆◆◆◆乾燥材乾燥材乾燥材乾燥材（（（（国産材国産材国産材国産材））））のののの年間年間年間年間
　 　 　 　 生産量生産量生産量生産量
　 　 　 　 １１１１１１１１万万万万９９９９千千千千mmmm3333

◆◆◆◆ＪＡＳＪＡＳＪＡＳＪＡＳ認定工場認定工場認定工場認定工場がががが２０２０２０２０以上以上以上以上
   となり   となり   となり   となり、、、、県下県下県下県下でででで、、、、強度強度強度強度なななな
   ど   ど   ど   ど、、、、性能表示性能表示性能表示性能表示にににに取取取取りりりり組組組組んんんん
　 　 　 　 でいるでいるでいるでいる

◆◆◆◆乾燥材乾燥材乾燥材乾燥材（（（（国産材国産材国産材国産材））））のののの年間年間年間年間
　 　 　 　 生産量生産量生産量生産量
　　　　　　　　６６６６万万万万９９９９千千千千ｍｍｍｍ３３３３

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

事業体：品質確保の必要性
の再認識　共同、協同化体
制の確立
県木材産業課：共同、協業
化の推進、組織化づくりへの
支援　乾燥の技術指導、研
修会の開催　地域ニーズの
掘り起こし

共同、協業化の体制づくり
への支援

ＪＡＳ制度の普及

（社）高知県木材協会：普及
活動の実施
県木材産業課：普及活動の
実施

ＪＡＳ認定工場拡大への支
援

（社）高知県木材協会：認定
申請の支援、認定工場の指
導

ＪＡＳ認定工場等：品質・性
能表示された県産材の供
給、品質の確保
（社）高知県木材協会：認定
申請の支援、認定工場の指
導
県木材産業課：性能表示木
材流通促進事業による支援

JAS認定工場等：顧客等へ
PRを実施
県木材産業課：企業や県外
出先機関と連携したＰＲ活動
の実施

ＪＡＳ認定工場の拡大と支
援

官民一体でのＰＲ活動

事業体：施設導入
県木材産業課（木材販売促
進チーム）：企業間の連携を
サポート　補助事業、制度融
資による施設導入に対する
支援

施設導入に対する支援

Ｐ２１３
別図（林４）参照
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．林業林業林業林業・・・・木材産業木材産業木材産業木材産業のののの再生再生再生再生】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

（（（（１１１１））））原木原木原木原木のののの流通体制流通体制流通体制流通体制のののの整整整整
     備     備     備     備

◆◆◆◆素材生産素材生産素材生産素材生産のののの現場現場現場現場とととと製材工場製材工場製材工場製材工場
   の   の   の   の間間間間でのでのでのでの直送体制直送体制直送体制直送体制やややや協定取協定取協定取協定取
   引   引   引   引のののの推進推進推進推進
   ○   ○   ○   ○仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの検討検討検討検討・・・・調整調整調整調整とととと支支支支
      援      援      援      援

○○○○

◆◆◆◆山元土場山元土場山元土場山元土場（（（（ストックヤードストックヤードストックヤードストックヤード））））のののの
   増設   増設   増設   増設へのへのへのへの支援支援支援支援
   ★   ★   ★   ★仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの検討検討検討検討・・・・調整調整調整調整とととと支支支支
      援      援      援      援

○○○○

◆◆◆◆原木市場原木市場原木市場原木市場におけるにおけるにおけるにおける掽掽掽掽立立立立（（（（はははは
   えたて   えたて   えたて   えたて））））のののの見直見直見直見直しなどしなどしなどしなど、、、、コスコスコスコス
   ト   ト   ト   ト改善改善改善改善のののの促進促進促進促進
   ○   ○   ○   ○仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの検討検討検討検討・・・・調整調整調整調整とととと支支支支
      援      援      援      援

○○○○

◆★◆★◆★◆★原木市場原木市場原木市場原木市場のののの在庫情報在庫情報在庫情報在庫情報やややや入入入入
   荷予想等   荷予想等   荷予想等   荷予想等をををを、ＩＴ、ＩＴ、ＩＴ、ＩＴ等等等等をををを活用活用活用活用してしてしてして
   随時公表   随時公表   随時公表   随時公表することですることですることですることで、、、、購入者購入者購入者購入者
   の   の   の   の利便性利便性利便性利便性のののの向上向上向上向上をををを図図図図るるるる取組取組取組取組
   を   を   を   を支援支援支援支援

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

３３３３．．．．流通流通流通流通のののの統合統合統合統合・・・・効率化効率化効率化効率化

◆◆◆◆新新新新たなたなたなたな流通流通流通流通システムシステムシステムシステムがががが
   生   生   生   生まれつつあるがまれつつあるがまれつつあるがまれつつあるが、、、、既既既既
   存   存   存   存システムシステムシステムシステムとのとのとのとの調整調整調整調整がががが
   取   取   取   取れていないれていないれていないれていない

◆◆◆◆県内県内県内県内にはにはにはには、、、、木材木材木材木材をををを大量大量大量大量
   にかつ   にかつ   にかつ   にかつ安定的安定的安定的安定的にににに取取取取りりりり扱扱扱扱
   う   う   う   う供給先供給先供給先供給先がががが少少少少ないないないない

◆◆◆◆新生産新生産新生産新生産システムシステムシステムシステム等等等等におにおにおにお
   いて   いて   いて   いて、、、、関係者関係者関係者関係者とととと直送直送直送直送のののの
   仕組   仕組   仕組   仕組みのみのみのみの検討検討検討検討

◆◆◆◆原木供給協定原木供給協定原木供給協定原木供給協定などなどなどなど協協協協
   定販売等   定販売等   定販売等   定販売等のののの実施実施実施実施

◆◆◆◆流通流通流通流通ルートルートルートルートのののの多様化多様化多様化多様化
   や   や   や   や、、、、ニーズニーズニーズニーズのののの変化変化変化変化にににに現現現現
   在対応中   在対応中   在対応中   在対応中

◆◆◆◆森林資源森林資源森林資源森林資源はははは成熟成熟成熟成熟しつしつしつしつ
   つある   つある   つある   つある

◆◆◆◆国際的国際的国際的国際的なななな木材需給木材需給木材需給木材需給のののの
   状況   状況   状況   状況やややや、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化
   の   の   の   の防止防止防止防止などになどになどになどに対対対対するするするする
   森林   森林   森林   森林へのへのへのへの関心関心関心関心のののの高高高高ささささ
   などから   などから   などから   などから、、、、国産材国産材国産材国産材がががが見見見見
   直   直   直   直されてきているされてきているされてきているされてきている

◆◆◆◆県産材県産材県産材県産材のののの生産生産生産生産（（（（資源資源資源資源のののの
   活用   活用   活用   活用））））はははは依然依然依然依然としてとしてとしてとして低低低低
   調   調   調   調

◆◆◆◆製材品製材品製材品製材品のののの工業製品化工業製品化工業製品化工業製品化
   が   が   が   が求求求求められるめられるめられるめられる一方一方一方一方でででで、、、、
   木材   木材   木材   木材というというというという自然素材自然素材自然素材自然素材にににに
   対   対   対   対してしてしてして、、、、安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心といといといとい
   った   った   った   った面面面面でのでのでのでの関心関心関心関心がががが高高高高まままま
   っている   っている   っている   っている
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【　【　【　【　林業分野林業分野林業分野林業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆山元土場山元土場山元土場山元土場などがなどがなどがなどが整備整備整備整備ささささ
   れ   れ   れ   れ原木原木原木原木のののの協定取引協定取引協定取引協定取引がががが
　 　 　 　 進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる

◆◆◆◆原木市場等原木市場等原木市場等原木市場等ののののコストコストコストコスト改善改善改善改善
   が   が   が   が促進促進促進促進されているされているされているされている

◆◆◆◆山山山山からからからから工場工場工場工場へのへのへのへの直送直送直送直送
   や   や   や   や、、、、原木市場原木市場原木市場原木市場をををを活用活用活用活用しししし
   た   た   た   た効率的効率的効率的効率的なななな流通体制流通体制流通体制流通体制がががが
   整備   整備   整備   整備されているされているされているされている

◆◆◆◆工場工場工場工場のののの大型化大型化大型化大型化やややや協定協定協定協定にににに
   よる   よる   よる   よる年間取引年間取引年間取引年間取引などがなどがなどがなどが進進進進
   み   み   み   み、、、、安定安定安定安定したしたしたした供給先供給先供給先供給先がががが確確確確
   保   保   保   保されされされされ、、、、木材加工木材加工木材加工木材加工のののの県内県内県内県内
   需要   需要   需要   需要がががが高高高高まっているまっているまっているまっている

効率的な原木直送システ
ムの実証試験

事業体：素材流通コーディ
ネート事業による協定取引
の推進
県木材産業課：林業生産流
通革新的取組支援事業の
取組を支援

事業体：新生産システム参
加事業体の協定取引の実
践
県木材産業課：協定取引の
推進支援

山元土場の増設

原木共販所機能の見直し

事業体：素材コーディネー
ト事業と連携して、必要な
山元土場の計画策定

事業体：山元土場の整備
等
県木材産業課：山元土場
整備への支援

協定取引の推進

山元土場の整備計画

事業体：コスト改善に向け
た実証試験の実施
県木材産業課：林業生産流
通革新的取組支援事業の
取組を支援

事業体：作業手順の改善や
コスト削減策の実施

原木共販所機能の改善
実施

事業体：開示情報や手法
の検討
県木材産業課：入荷及び
販売・在庫情報のシステム
化に向けた取組を支援

原木市場に関する情報の
リアルタイム開示の検討

事業体：ＩＴを活用した情報
等の発信､サービスの提供
県木材産業課：情報活用へ
の支援

原木市場の情報開示によ
る利用者の利便性向上
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．林業林業林業林業・・・・木材産業木材産業木材産業木材産業のののの再生再生再生再生】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆★◆★◆★◆★小規模製材小規模製材小規模製材小規模製材のののの輸送輸送輸送輸送コストコストコストコスト
   削減   削減   削減   削減のためののためののためののための共同輸送方式共同輸送方式共同輸送方式共同輸送方式
   の   の   の   の研究研究研究研究

○○○○

◆★◆★◆★◆★量産化工場量産化工場量産化工場量産化工場のののの安定取引先安定取引先安定取引先安定取引先
   との   との   との   との提携促進提携促進提携促進提携促進

○○○○

◆◆◆◆製品市場等製品市場等製品市場等製品市場等のののの統合統合統合統合によるによるによるによる販販販販
   売力   売力   売力   売力のののの強化強化強化強化（（（（共同受注共同受注共同受注共同受注＋＋＋＋共共共共
   同仕上   同仕上   同仕上   同仕上げげげげ＋＋＋＋共同輸配送共同輸配送共同輸配送共同輸配送））））のののの
   出来   出来   出来   出来るるるる体制体制体制体制へのへのへのへの支援支援支援支援
   ★   ★   ★   ★運営体制等運営体制等運営体制等運営体制等のののの調整調整調整調整
　 　 　 　 ★★★★体制体制体制体制のののの整備等整備等整備等整備等にににに必要必要必要必要なななな支支支支
       援       援       援       援 ○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

３３３３．．．．流通流通流通流通のののの統合統合統合統合・・・・効率化効率化効率化効率化
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（２２２２））））製品製品製品製品のののの流通体制流通体制流通体制流通体制のののの整整整整
             備             備             備             備

◆◆◆◆大消費地大消費地大消費地大消費地からからからから遠隔地遠隔地遠隔地遠隔地
   にあるとともに   にあるとともに   にあるとともに   にあるとともに、、、、取引取引取引取引
   単位   単位   単位   単位がががが小小小小さいことかさいことかさいことかさいことか
   ら   ら   ら   ら、、、、輸送輸送輸送輸送コストコストコストコストががががハンハンハンハン
   ディ   ディ   ディ   ディとなっているとなっているとなっているとなっている

◆◆◆◆個個個個々々々々のののの事業体事業体事業体事業体ではではではでは営営営営
   業力   業力   業力   業力にににに限界限界限界限界があるたがあるたがあるたがあるた
   め   め   め   め、、、、市場市場市場市場にににに頼頼頼頼らざるをらざるをらざるをらざるを
   得   得   得   得ないがないがないがないが、、、、年年年年々々々々売売売売りりりり上上上上
   げは   げは   げは   げは減少減少減少減少しているしているしているしている

◆◆◆◆共同輸配送共同輸配送共同輸配送共同輸配送やややや定時輸定時輸定時輸定時輸
   送体制   送体制   送体制   送体制のののの検討検討検討検討

◆◆◆◆関西関西関西関西のののの既存流通拠点既存流通拠点既存流通拠点既存流通拠点
   と   と   と   と連携連携連携連携したしたしたした工務店等工務店等工務店等工務店等へへへへ
   の   の   の   の営業活動営業活動営業活動営業活動のののの実施実施実施実施

◆◆◆◆原木市場原木市場原木市場原木市場とととと県内製材県内製材県内製材県内製材
   工場   工場   工場   工場とのとのとのとの年間取引年間取引年間取引年間取引へへへへ
   の   の   の   の支援支援支援支援

◆◆◆◆製材品製材品製材品製材品のののの量産工場量産工場量産工場量産工場
   は   は   は   は、、、、独自独自独自独自のののの流通流通流通流通をををを構構構構
   築   築   築   築しししし、、、、そのそのそのその他他他他のののの多多多多くくくく
   は   は   は   は、、、、製品市場製品市場製品市場製品市場にににに依拠依拠依拠依拠
   していたため   していたため   していたため   していたため、、、、共共共共
   同   同   同   同・・・・協業化協業化協業化協業化にににに対対対対するするするする
   意識   意識   意識   意識がががが不十分不十分不十分不十分であであであであ
   った   った   った   った

◆◆◆◆大消費地大消費地大消費地大消費地にににに流通拠点流通拠点流通拠点流通拠点のののの設置設置設置設置
   を   を   を   を検討検討検討検討
   ★   ★   ★   ★中核企業中核企業中核企業中核企業のののの選定選定選定選定

○○○○

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

190



【　【　【　【　林業分野林業分野林業分野林業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２３２３２３２３

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆製品市場製品市場製品市場製品市場のののの統合統合統合統合がががが進進進進
   み   み   み   み、、、、集荷拠点集荷拠点集荷拠点集荷拠点としてとしてとしてとして機能機能機能機能
   し   し   し   し始始始始めめめめ、、、、共同受注共同受注共同受注共同受注やややや配配配配
   送   送   送   送がががが始始始始まっているまっているまっているまっている

◆◆◆◆既存企業既存企業既存企業既存企業のののの製品製品製品製品はははは流通流通流通流通
   を   を   を   を一元化一元化一元化一元化することですることですることですることで、、、、効効効効
   率的   率的   率的   率的なななな流通体制流通体制流通体制流通体制がががが確立確立確立確立
   されている   されている   されている   されている

◆◆◆◆量産加工場量産加工場量産加工場量産加工場はははは、、、、大手大手大手大手プレプレプレプレ
   カット   カット   カット   カット等等等等とととと直送体制直送体制直送体制直送体制をとりをとりをとりをとり
   効率的   効率的   効率的   効率的なななな輸送輸送輸送輸送がががが確立確立確立確立ささささ
   れている   れている   れている   れている

◆◆◆◆製品市場等製品市場等製品市場等製品市場等のののの機能機能機能機能をををを改改改改
   善   善   善   善・・・・活用活用活用活用することですることですることですることで、、、、営業営業営業営業
   力   力   力   力をををを強化強化強化強化しししし、、、、消費者消費者消費者消費者のののの求求求求
   める   める   める   める製材品製材品製材品製材品のののの質質質質・・・・量量量量をををを確確確確
   保   保   保   保、、、、供給供給供給供給できているできているできているできている

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１

効率的な流通体制の検討

事業体+県木材産業課：物
流コスト削減に向けた共同
配送システムの構築に向け
た研究

事業体：共同輸配送の立ち
上げ及び輸送業者への委
託実施
県木材産業課：共同輸送体
制整備への支援

製品市場（新流通拠点）
の整備

共同事業に向けた取組

事業体+県木材産業課：県
の信用力を活用した安定
取引先の開拓

事業体：経営体質強化に向
けた共同意識の醸成等
県木材産業課：新しい木材
流通拠点整備事業による経
営の安定化に向けた支援

効率的な流通体制の整備

安定取引先との提携促進

事業体：共同事業の実施に
向けた取組
県木材産業課：共同事業の
実施に向けた計画策定への
支援

事業体：共同事業の運営と
製材品市場統合の実施
県木材産業課：林業・木材
産業構造改革事業による施
設整備の支援

市場統合と共同事業の実
施

中核企業の選定

流通ルートの構築

事業体：業界内の連携した
体制の構築を検討
県木材産業課：中核となる
県内企業の選定

事業体：流通ルートの検
討、流通拠点（県外協力企
業）との連携体制構築、業
界内の連携した体制構築
県木材産業課：流通ルート
の検討、県外出先機関と連
携し流通拠点（県外協力企
業）との連携体制構築を支
援

事業体：県産材の安定供給
県木材産業課：県外出先機
関と連携し流通拠点を活用
した販路開拓活動を支援

販路開拓と供給体制構築
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．林業林業林業林業・・・・木材産業木材産業木材産業木材産業のののの再生再生再生再生】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◎◆◎◆◎◆◎観光観光観光観光やややや地域地域地域地域のののの産業産業産業産業とととと連携連携連携連携
   し   し   し   し、、、、産地見学会産地見学会産地見学会産地見学会をををを都市都市都市都市とのとのとのとの交交交交
   流   流   流   流のののの場場場場にににに発展発展発展発展させるためのさせるためのさせるためのさせるための
   受   受   受   受けけけけ皿体制皿体制皿体制皿体制へのへのへのへの支援支援支援支援

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

◆○◆○◆○◆○森林認証取得森林認証取得森林認証取得森林認証取得へのへのへのへの支援支援支援支援とととと
   ＰＲ   ＰＲ   ＰＲ   ＰＲ

○○○○

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

４４４４．．．．販売力販売力販売力販売力のののの強化強化強化強化
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（１１１１））））販売力販売力販売力販売力のののの強化強化強化強化

◆◆◆◆顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる取引取引取引取引やややや産産産産
   地   地   地   地ブランドブランドブランドブランドのののの確立確立確立確立にににに向向向向
   けた   けた   けた   けた取引取引取引取引がががが始始始始まっていまっていまっていまってい
   る   る   る   る

◆◆◆◆森林県森林県森林県森林県でありながらでありながらでありながらでありながら、、、、
   戸建   戸建   戸建   戸建てててて住宅住宅住宅住宅のののの木造率木造率木造率木造率
   が   が   が   が全国平均全国平均全国平均全国平均をををを下回下回下回下回っっっっ
   ている   ている   ている   ている

◆◆◆◆企業間企業間企業間企業間のののの連携連携連携連携とととと県県県県のののの
   信用力   信用力   信用力   信用力をををを活活活活かしたかしたかしたかした県内県内県内県内
   製材品   製材品   製材品   製材品のののの販路販路販路販路のののの拡大拡大拡大拡大

◆◆◆◆市場調査市場調査市場調査市場調査（（（（アンケートアンケートアンケートアンケート））））
   による   による   による   による販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓にににに向向向向けけけけ
   た   た   た   た方法方法方法方法のののの検討検討検討検討

◆◆◆◆産地産地産地産地へのへのへのへのバスツアーバスツアーバスツアーバスツアーなななな
   ど   ど   ど   ど森林認証材森林認証材森林認証材森林認証材のののの差別差別差別差別
   化   化   化   化のののの支援支援支援支援

◆◆◆◆木造住宅指定団地木造住宅指定団地木造住宅指定団地木造住宅指定団地のののの
   指定   指定   指定   指定によるによるによるによる木造住宅木造住宅木造住宅木造住宅
   の   の   の   の促進促進促進促進

◆◆◆◆「「「「木木木木とととと人出会人出会人出会人出会いいいい館館館館」」」」等等等等
   による   による   による   による、、、、木造住宅木造住宅木造住宅木造住宅のののの安安安安
   全   全   全   全、、、、安心安心安心安心ののののPRPRPRPR

◆◆◆◆梁桁梁桁梁桁梁桁ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの整整整整
   備   備   備   備

◆◆◆◆県施設県施設県施設県施設のののの木造化木造化木造化木造化とととと市市市市
   町村施設   町村施設   町村施設   町村施設へのへのへのへの要請要請要請要請にににに
   よる   よる   よる   よる公共施設木造化公共施設木造化公共施設木造化公共施設木造化
   の   の   の   の推進推進推進推進

◆◆◆◆県産材県産材県産材県産材でのでのでのでの木造住宅木造住宅木造住宅木造住宅
   建設   建設   建設   建設へのへのへのへの支援支援支援支援

◆◆◆◆公共土木工事公共土木工事公共土木工事公共土木工事におけにおけにおけにおけ
   る   る   る   る木製品木製品木製品木製品やややや木製型枠木製型枠木製型枠木製型枠
   の   の   の   の使用使用使用使用のののの推進推進推進推進

◆◆◆◆多多多多くのくのくのくの製材製材製材製材はははは、、、、プロダプロダプロダプロダ
   クトアウト   クトアウト   クトアウト   クトアウトからのからのからのからの脱却脱却脱却脱却
   が   が   が   が出来出来出来出来なかったなかったなかったなかった

◆◆◆◆プレカットプレカットプレカットプレカットのののの台頭台頭台頭台頭でででで、、、、
   乾燥材等   乾燥材等   乾燥材等   乾燥材等のののの性能重性能重性能重性能重
   視   視   視   視、、、、大大大大ロットロットロットロット化化化化をををを求求求求めめめめ
   られたが   られたが   られたが   られたが、、、、役物製材役物製材役物製材役物製材
   から   から   から   から脱却脱却脱却脱却できずできずできずできず、、、、まままま
   た   た   た   た、、、、協同化協同化協同化協同化のののの意識意識意識意識もももも
   希薄   希薄   希薄   希薄であったであったであったであった

◆◆◆◆企業企業企業企業とととと連携連携連携連携しししし県県県県のののの信用力信用力信用力信用力をををを
   活   活   活   活かしたかしたかしたかした販売促進活動販売促進活動販売促進活動販売促進活動のののの
   推進   推進   推進   推進
   ◎   ◎   ◎   ◎県外出先機関県外出先機関県外出先機関県外出先機関とととと連携連携連携連携したしたしたした
      活動      活動      活動      活動のののの強化強化強化強化

○○○○

◆◆◆◆「「「「れいほくれいほくれいほくれいほくスケルトンスケルトンスケルトンスケルトン」」」」のようのようのようのよう
   な   な   な   なブランドブランドブランドブランド戦略戦略戦略戦略をををを構築構築構築構築しししし、、、、顔顔顔顔
   の   の   の   の見見見見えるえるえるえる取引取引取引取引をををを支援支援支援支援
   ◎   ◎   ◎   ◎地域地域地域地域のののの取組取組取組取組をををを商品化商品化商品化商品化するするするする
      体制      体制      体制      体制へのへのへのへの支援支援支援支援

○○○○
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【　【　【　【　林業分野林業分野林業分野林業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆県職員県職員県職員県職員（（（（県外事務所含県外事務所含県外事務所含県外事務所含
   む   む   む   む））））がががが企業企業企業企業とととと連携連携連携連携してしてしてして、、、、
   消費地   消費地   消費地   消費地でのでのでのでの営業営業営業営業をををを展開展開展開展開
   している   している   している   している
   地域   地域   地域   地域ののののブランドブランドブランドブランドづくりがづくりがづくりがづくりが
   始   始   始   始まりまりまりまりＰＲＰＲＰＲＰＲがががが強化強化強化強化されされされされ、、、、
   地産外商   地産外商   地産外商   地産外商にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取
   り   り   り   り組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる

◆◆◆◆戸建戸建戸建戸建てててて住宅住宅住宅住宅のののの木造率木造率木造率木造率
   が   が   が   が、、、、全国平均全国平均全国平均全国平均をををを上回上回上回上回っっっっ
   ている   ている   ている   ている
   県   県   県   県をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、市町村市町村市町村市町村がががが実実実実
   施   施   施   施するするするする公共事業公共事業公共事業公共事業でででで県産県産県産県産
   材   材   材   材がががが積極的積極的積極的積極的にににに使使使使われてわれてわれてわれて
   いる   いる   いる   いる

◆◆◆◆公共施設公共施設公共施設公共施設やややや教育施設教育施設教育施設教育施設のののの
   内装   内装   内装   内装やややや家具家具家具家具にににに積極的積極的積極的積極的にににに
   木材   木材   木材   木材がががが使使使使われているわれているわれているわれている

◆◆◆◆森林認証森林認証森林認証森林認証やややや品質品質品質品質がががが確保確保確保確保
   され   され   され   され、、、、キットキットキットキット化化化化されたされたされたされた建築建築建築建築
   部材   部材   部材   部材のののの販売販売販売販売などをなどをなどをなどを通通通通じじじじ
   て   て   て   て、、、、産地産地産地産地とととと消費者消費者消費者消費者のののの顔顔顔顔のののの
   見   見   見   見えるえるえるえる関係関係関係関係がががが構築構築構築構築されされされされ、、、、
   安全   安全   安全   安全・・・・安心安心安心安心なななな産地産地産地産地としてとしてとしてとして
   消費地   消費地   消費地   消費地ににににアピールアピールアピールアピール出来出来出来出来
　 　 　 　 ているているているている

◆◆◆◆木材木材木材木材においてもにおいてもにおいてもにおいても地産地地産地地産地地産地
   消   消   消   消のののの意識意識意識意識がががが定着定着定着定着しししし、、、、木木木木
   造住宅   造住宅   造住宅   造住宅はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、県産県産県産県産
   材   材   材   材をあらゆるところでをあらゆるところでをあらゆるところでをあらゆるところで積積積積
   極的   極的   極的   極的にににに使用使用使用使用されているされているされているされている

ＨＨＨＨ２１２１２１２１

県外出先機関との連携

県木材産業課：県外出先機
関参加によるメーリングリス
トの活用

事業体：パンフレットを活用
した販売促進活動の実施
県木材産業課：パンフレット
の作成・ＰＲ

県産材の知名度向上

地域ニーズの掘り起こし
と推進体制への支援

事業体：消費者向けセミ
ナー等販路開拓活動の実
施
県木材産業課：地域林業
総合支援事業　県外出先
機関等との連携による販
路開拓を支援

事業体：性能・品質表示木
材・梁桁材の安定供給
県木材産業課：性能表示木
材流通促進事業、土佐の梁
桁材普及推進事業による取
組を支援

ＰＲツールの強化

販路開拓への支援

県木材産業課：県産業振興
推進部等と連携し地域ニー
ズの掘り起こし

 

事業体：バスツアーの開催
県木材産業課：地域林業総
合支援事業による支援

バスツアーの開催
 

県木材産業課：市町村等地
域関係者より情報収集・整
理

事例や地域資源等の情報
整理

事業体：商談会の開催等に
よる販売促進活動の実施
県木材産業課：地域林業総
合支援事業による商談会
開催の支援　企業や県外
出先機関と連携して販売促
進活動を支援

官民一体で行う販売促進
活動

事業体：販売促進活動の実
施
県木材産業課：企業や県東
京事務所と連携して販売促
進活動を支援

関東への邸別供給の強化

県木材産業課：県東京事務
所との連携による関東方面
への邸別供給に関する研
究

県東京事務所との連携強
化

地域関係者：推進体制の
構築、新商品づくり・ブラン
ド化の検討
県木材産業課：地域ニーズ
に応じて、関係者による推
進体制構築を支援

事業体：商品開発や地域ブ
ランドづくり
県木材産業課：必要に応じ
て、事業導入を支援

事業体：連携体制の検討・
構築、事業の実施
市町村：地域関係者との調
整
県木材産業課：収集した情
報を整理し地域関係者に提
供。地域ニーズに応じ、観
光や地域産業との連携体制
の構築を支援

受け皿体制の検討

事業体：森林認証の取得・
拡大、認証材のPR
県木材産業課：地域林業総
合支援事業による支援

森林認証取得への支援と
ＰＲ

県木材産業課：県林業（振
興）事務所等と連携した地
域ニーズの把握

地域ニーズの掘り起こしと
新たな森林認証取得への
支援

事業体：森林認証の新規取
得
県木材産業課：県林業（振
興）事務所と連携し、新たな
認証取得への取組を支援

事業体：パンフレットの活用
による認証材のPR
県木材産業課：パンフレット
を作成・ＰＲ

ＰＲの強化

Ｐ２１４
別図（林５）参照

Ｐ２１３
別図（林４）参照
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．林業林業林業林業・・・・木材産業木材産業木材産業木材産業のののの再生再生再生再生】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◎◆◎◆◎◆◎消費地工務店消費地工務店消費地工務店消費地工務店とのとのとのとのネットネットネットネット
   ワーク   ワーク   ワーク   ワークづくりのづくりのづくりのづくりの促進支援促進支援促進支援促進支援

○○○○

◆◎I◆◎I◆◎I◆◎IＴＴＴＴのののの積極的積極的積極的積極的なななな活用活用活用活用によによによによ
   る   る   る   る情報発信情報発信情報発信情報発信とととと消費者消費者消費者消費者ニーニーニーニー
   ズ   ズ   ズ   ズのののの把握把握把握把握

○○○○

◆◎◆◎◆◎◆◎木造住宅木造住宅木造住宅木造住宅にににに関関関関するするするする情報発情報発情報発情報発
   信   信   信   信のののの強化強化強化強化

○○○○

◆◎◆◎◆◎◆◎地域工務店地域工務店地域工務店地域工務店とのとのとのとの情報交換情報交換情報交換情報交換
   や   や   や   や、、、、共同共同共同共同ＰＲ，ＰＲ，ＰＲ，ＰＲ，共同納入共同納入共同納入共同納入などなどなどなど
   を   を   を   を行行行行うためのうためのうためのうための体制体制体制体制をををを検討検討検討検討

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

４４４４．．．．販売力販売力販売力販売力のののの強化強化強化強化
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（１１１１））））販売力販売力販売力販売力のののの強化強化強化強化

◆◆◆◆顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる取引取引取引取引やややや産産産産
   地   地   地   地ブランドブランドブランドブランドのののの確立確立確立確立にににに向向向向
   けた   けた   けた   けた取引取引取引取引がががが始始始始まっていまっていまっていまってい
   る   る   る   る

◆◆◆◆森林県森林県森林県森林県でありながらでありながらでありながらでありながら、、、、
   戸建   戸建   戸建   戸建てててて住宅住宅住宅住宅のののの木造率木造率木造率木造率
   が   が   が   が全国平均全国平均全国平均全国平均をををを下回下回下回下回ってってってって
   いる   いる   いる   いる

◆◆◆◆企業間企業間企業間企業間のののの連携連携連携連携とととと県県県県のののの
   信用力   信用力   信用力   信用力をををを活活活活かしたかしたかしたかした県内県内県内県内
   製材品   製材品   製材品   製材品のののの販路販路販路販路のののの拡大拡大拡大拡大

◆◆◆◆市場調査市場調査市場調査市場調査（（（（アンケートアンケートアンケートアンケート））））
   による   による   による   による販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓にににに向向向向けけけけ
   た   た   た   た方法方法方法方法のののの検討検討検討検討

◆◆◆◆産地産地産地産地へのへのへのへのバスツアーバスツアーバスツアーバスツアーなななな
   ど   ど   ど   ど森林認証材森林認証材森林認証材森林認証材のののの差別差別差別差別
   化   化   化   化のののの支援支援支援支援

◆◆◆◆木造住宅指定団地木造住宅指定団地木造住宅指定団地木造住宅指定団地のののの
   指定   指定   指定   指定によるによるによるによる木造住宅木造住宅木造住宅木造住宅
   の   の   の   の促進促進促進促進

◆◆◆◆「「「「木木木木とととと人出会人出会人出会人出会いいいい館館館館」」」」等等等等
   による   による   による   による、、、、木造住宅木造住宅木造住宅木造住宅のののの
   安全   安全   安全   安全、、、、安心安心安心安心ののののPRPRPRPR

◆◆◆◆梁桁梁桁梁桁梁桁ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの整整整整
   備   備   備   備

◆◆◆◆県施設県施設県施設県施設のののの木造化木造化木造化木造化とととと市市市市
   町村施設   町村施設   町村施設   町村施設へのへのへのへの要請要請要請要請にににに
   よる   よる   よる   よる公共施設木造化公共施設木造化公共施設木造化公共施設木造化
   の   の   の   の推進推進推進推進

◆◆◆◆県産材県産材県産材県産材でのでのでのでの木造住宅木造住宅木造住宅木造住宅
   建設   建設   建設   建設へのへのへのへの支援支援支援支援

◆◆◆◆公共土木工事公共土木工事公共土木工事公共土木工事におけにおけにおけにおけ
   る   る   る   る木製品木製品木製品木製品やややや木製型枠木製型枠木製型枠木製型枠
   の   の   の   の使用使用使用使用のののの推進推進推進推進

◆◆◆◆多多多多くのくのくのくの製材製材製材製材はははは、、、、プロダプロダプロダプロダ
   クトアウト   クトアウト   クトアウト   クトアウトからのからのからのからの脱却脱却脱却脱却
   が   が   が   が出来出来出来出来なかったなかったなかったなかった

◆◆◆◆プレカットプレカットプレカットプレカットのののの台頭台頭台頭台頭でででで、、、、
   乾燥材等   乾燥材等   乾燥材等   乾燥材等のののの性能重性能重性能重性能重
   視   視   視   視、、、、大大大大ロットロットロットロット化化化化をををを求求求求めめめめ
   られたが   られたが   られたが   られたが、、、、役物製材役物製材役物製材役物製材
   から   から   から   から脱却脱却脱却脱却できずできずできずできず、、、、まままま
   た   た   た   た、、、、協同化協同化協同化協同化のののの意識意識意識意識もももも
   希薄   希薄   希薄   希薄であったであったであったであった

◆○◆○◆○◆○梁桁梁桁梁桁梁桁ネットワークネットワークネットワークネットワークののののシステシステシステシステ
   ム   ム   ム   ム整備整備整備整備とととと利用拡大利用拡大利用拡大利用拡大へのへのへのへの支援支援支援支援

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

○○○○
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【　【　【　【　林業分野林業分野林業分野林業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆県職員県職員県職員県職員（（（（県外事務所含県外事務所含県外事務所含県外事務所含
   む   む   む   む））））がががが企業企業企業企業とととと連携連携連携連携してしてしてして、、、、
   消費地   消費地   消費地   消費地でのでのでのでの営業営業営業営業をををを展開展開展開展開
   している   している   している   している
   地域   地域   地域   地域ののののブランドブランドブランドブランドづくりがづくりがづくりがづくりが
   始   始   始   始まりまりまりまりＰＲＰＲＰＲＰＲがががが強化強化強化強化されされされされ、、、、
   地産外商   地産外商   地産外商   地産外商にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取
   り   り   り   り組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる

◆◆◆◆戸建戸建戸建戸建てててて住宅住宅住宅住宅のののの木造率木造率木造率木造率
   が   が   が   が、、、、全国平均全国平均全国平均全国平均をををを上回上回上回上回ってってってって
   いる   いる   いる   いる
　 　 　 　 県県県県をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、市町村市町村市町村市町村がががが実実実実
   施   施   施   施するするするする公共事業公共事業公共事業公共事業でででで県産県産県産県産
   材   材   材   材がががが積極的積極的積極的積極的にににに使使使使われてわれてわれてわれて
   いる   いる   いる   いる

◆◆◆◆公共施設公共施設公共施設公共施設やややや教育施設教育施設教育施設教育施設のののの
   内装   内装   内装   内装やややや家具家具家具家具にににに積極的積極的積極的積極的にににに
   木材   木材   木材   木材がががが使使使使われているわれているわれているわれている

◆◆◆◆森林認証森林認証森林認証森林認証やややや品質品質品質品質がががが確保確保確保確保
   され   され   され   され、、、、キットキットキットキット化化化化されたされたされたされた建築建築建築建築
   部材   部材   部材   部材のののの販売販売販売販売などをなどをなどをなどを通通通通じじじじ
   て   て   て   て、、、、産地産地産地産地とととと消費者消費者消費者消費者のののの顔顔顔顔のののの
   見   見   見   見えるえるえるえる関係関係関係関係がががが構築構築構築構築されされされされ、、、、
   安全   安全   安全   安全・・・・安心安心安心安心なななな産地産地産地産地としてとしてとしてとして
   消費地   消費地   消費地   消費地ににににアピールアピールアピールアピール出来出来出来出来
　 　 　 　 ているているているている

◆◆◆◆木材木材木材木材においてもにおいてもにおいてもにおいても地産地地産地地産地地産地
   消   消   消   消のののの意識意識意識意識がががが定着定着定着定着しししし、、、、木木木木
   造住宅   造住宅   造住宅   造住宅はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、県産県産県産県産
   材   材   材   材をあらゆるところでをあらゆるところでをあらゆるところでをあらゆるところで積積積積
   極的   極的   極的   極的にににに使用使用使用使用されているされているされているされている

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０

企業と一体となったネット
ワーク強化の活動

事業体：新たな県内企業の
参画を呼びかけ
県木材産業課：県外出先機
関と連携し既存ネットワーク
との連携強化を支援

事業体：新たなネットワーク
構築、事業展開
県木材産業課：企業と連携
し新たな連携先選定とネッ
トワークづくりを支援

「高知県木材情報セン
ター」の充実

ネットワークシステムの整
備

（社）高知県木材協会：ホー
ムページの管理運営
県木材産業課：ホームペー
ジの運営を支援

（社）高知県木材協会：関係
者との調整、情報の反映と
PRの情報発信
県木材産業課：県産材の良
さ（強度性能等）や優良な県
産材の情報を整理・提供

新たなネットワークづくり

「高知県木材情報セン
ター」でのPR

事業体：リアルタイムの情
報提供
（社）高知県木材協会：シス
テムの管理運営
県木材産業課：在庫情報や
システム管理を支援

県木材産業課：強度性能等
の情報を収集・整理・提供

梁桁材の情報収集と発信

高知県木材普及推進協会：
関係者との調整、事業化の
検討・決定
県木材産業課：工務店等住
宅関連企業が参画し、共同
して木造住宅をＰＲする仕
組みの検討

住宅関連業界の参画促進

（社）高知県木材協会：必要
に応じホームページのリ
ニューアルを実施
県木材産業課：必要に応じ
中小企業庁等の事業導入
によるリニューアルを支援

森林・林業・木材産業・住
宅関連産業界が一体と
なったＰＲ活動への展開

高知県木材普及推進協会：
新たな仕組みによる情報発
信事業の実施
県木材産業課：新たな対策
による支援

事業体：高品質梁桁材の
供給
県木材産業課、県森林技
術センター：品質基準づくり
と指導

木や木造住宅のＰＲ

高知県木材普及推進協会：
情報発信事業の実施
県木材産業課：こうちの木
の家普及推進事業による
PR事業への支援

県木材産業課：梁桁材を利
用した住宅の事例紹介を支
援

県木材産業課、県森林技術
センター：梁桁材生産実態
調査の実施

品質向上のための技術指
導

梁桁材の品質向上

地域工務店等：地域住宅の
ＰＲ・建築促進
県木材産業課：完成した地
域住宅の流通促進、市町村
の再開発計画への働きか
け

地域ネットワークへの支援

地域工務店等：必要に応じ
て事業を活用し、事業拡大
県木材産業課：必要に応じ
て、国交省事業等の活用を
支援し、地域住宅の推進を
支援

地域ネットワークの形成

地域工務店等：ネットワーク
の運営や地産地消型地域
住宅の企画・検討
県木材産業課：地域ネット
ワークの形成に向けて、情
報交換および助言等の支援
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．林業林業林業林業・・・・木材産業木材産業木材産業木材産業のののの再生再生再生再生】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

４４４４．．．．販売力販売力販売力販売力のののの強化強化強化強化
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（１１１１））））販売力販売力販売力販売力のののの強化強化強化強化

◆◆◆◆顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる取引取引取引取引やややや産産産産
   地   地   地   地ブランドブランドブランドブランドのののの確立確立確立確立にににに向向向向
   けた   けた   けた   けた取引取引取引取引がががが始始始始まってまってまってまって
   いる   いる   いる   いる

◆◆◆◆森林県森林県森林県森林県でありながらでありながらでありながらでありながら、、、、
   戸建   戸建   戸建   戸建てててて住宅住宅住宅住宅のののの木造率木造率木造率木造率
   が   が   が   が全国平均全国平均全国平均全国平均をををを下回下回下回下回っっっっ
   ている   ている   ている   ている

◆◆◆◆企業間企業間企業間企業間のののの連携連携連携連携とととと県県県県のののの
   信用力   信用力   信用力   信用力をををを活活活活かしたかしたかしたかした県県県県
   内製材品   内製材品   内製材品   内製材品のののの販路販路販路販路のののの拡拡拡拡
   大   大   大   大

◆◆◆◆市場調査市場調査市場調査市場調査（（（（アンケートアンケートアンケートアンケート））））
   による   による   による   による販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓にににに向向向向けけけけ
   た   た   た   た方法方法方法方法のののの検討検討検討検討

◆◆◆◆産地産地産地産地へのへのへのへのバスツアーバスツアーバスツアーバスツアーなななな
   ど   ど   ど   ど森林認証材森林認証材森林認証材森林認証材のののの差別差別差別差別
   化   化   化   化のののの支援支援支援支援

◆◆◆◆木造住宅指定団地木造住宅指定団地木造住宅指定団地木造住宅指定団地のののの
   指定   指定   指定   指定によるによるによるによる木造住宅木造住宅木造住宅木造住宅のののの
   促進   促進   促進   促進

◆◆◆◆「「「「木木木木とととと人出会人出会人出会人出会いいいい館館館館」」」」等等等等
   による   による   による   による、、、、木造住宅木造住宅木造住宅木造住宅のののの安安安安
   全   全   全   全、、、、安心安心安心安心ののののPRPRPRPR

◆◆◆◆梁桁梁桁梁桁梁桁ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの整整整整
   備   備   備   備

◆◆◆◆県施設県施設県施設県施設のののの木造化木造化木造化木造化とととと市市市市
   町村施設   町村施設   町村施設   町村施設へのへのへのへの要請要請要請要請にににに
   よる   よる   よる   よる公共施設木造化公共施設木造化公共施設木造化公共施設木造化
   の   の   の   の推進推進推進推進

◆◆◆◆県産材県産材県産材県産材でのでのでのでの木造住宅木造住宅木造住宅木造住宅
   建設   建設   建設   建設へのへのへのへの支援支援支援支援

◆◆◆◆公共土木工事公共土木工事公共土木工事公共土木工事におけにおけにおけにおけ
   る   る   る   る木製品木製品木製品木製品やややや木製型枠木製型枠木製型枠木製型枠
   の   の   の   の使用使用使用使用のののの推進推進推進推進

◆◆◆◆多多多多くのくのくのくの製材製材製材製材はははは、、、、プロダプロダプロダプロダ
   クトアウト   クトアウト   クトアウト   クトアウトからのからのからのからの脱却脱却脱却脱却
   が   が   が   が出来出来出来出来なかったなかったなかったなかった

◆◆◆◆プレカットプレカットプレカットプレカットのののの台頭台頭台頭台頭でででで、、、、
   乾燥材等   乾燥材等   乾燥材等   乾燥材等のののの性能重性能重性能重性能重
   視   視   視   視、、、、大大大大ロットロットロットロット化化化化をををを求求求求めめめめ
   られたが   られたが   られたが   られたが、、、、役物製材役物製材役物製材役物製材
   から   から   から   から脱却脱却脱却脱却できずできずできずできず、、、、まままま
   た   た   た   た、、、、協同化協同化協同化協同化のののの意識意識意識意識もももも
   希薄   希薄   希薄   希薄であったであったであったであった

◆○◆○◆○◆○公共事業公共事業公共事業公共事業やややや公共施設公共施設公共施設公共施設でのでのでのでの
   県産材   県産材   県産材   県産材のののの率先利用率先利用率先利用率先利用

○○○○

◆○◆○◆○◆○県産材県産材県産材県産材をををを利用利用利用利用したしたしたした木製品木製品木製品木製品
   の   の   の   の需要拡大需要拡大需要拡大需要拡大のためののためののためののための支援支援支援支援

○○○○

○○○○

◆◎◆◎◆◎◆◎県産材県産材県産材県産材をををを利用利用利用利用したしたしたした木造住木造住木造住木造住
   宅建設促進   宅建設促進   宅建設促進   宅建設促進のためののためののためののための支援支援支援支援
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【　【　【　【　林業分野林業分野林業分野林業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆県職員県職員県職員県職員（（（（県外事務所含県外事務所含県外事務所含県外事務所含
   む   む   む   む））））がががが企業企業企業企業とととと連携連携連携連携してしてしてして、、、、
   消費地   消費地   消費地   消費地でのでのでのでの営業営業営業営業をををを展開展開展開展開
   している   している   している   している
   地域   地域   地域   地域ののののブランドブランドブランドブランドづくりがづくりがづくりがづくりが
   始   始   始   始まりまりまりまりＰＲＰＲＰＲＰＲがががが強化強化強化強化されされされされ、、、、
   地産外商   地産外商   地産外商   地産外商にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取
   り   り   り   り組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる

◆◆◆◆戸建戸建戸建戸建てててて住宅住宅住宅住宅のののの木造率木造率木造率木造率
   が   が   が   が、、、、全国平均全国平均全国平均全国平均をををを上回上回上回上回ってってってって
   いる   いる   いる   いる
　 　 　 　 県県県県をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、市町村市町村市町村市町村がががが実実実実
   施   施   施   施するするするする公共事業公共事業公共事業公共事業でででで県産県産県産県産
   材   材   材   材がががが積極的積極的積極的積極的にににに使使使使われてわれてわれてわれて
   いる   いる   いる   いる

◆◆◆◆公共施設公共施設公共施設公共施設やややや教育施設教育施設教育施設教育施設のののの
   内装   内装   内装   内装やややや家具家具家具家具にににに積極的積極的積極的積極的にににに
   木材   木材   木材   木材がががが使使使使われているわれているわれているわれている

◆◆◆◆森林認証森林認証森林認証森林認証やややや品質品質品質品質がががが確保確保確保確保
   され   され   され   され、、、、キットキットキットキット化化化化されたされたされたされた建築建築建築建築
   部材   部材   部材   部材のののの販売販売販売販売などをなどをなどをなどを通通通通じじじじ
   て   て   て   て、、、、産地産地産地産地とととと消費者消費者消費者消費者のののの顔顔顔顔のののの
   見   見   見   見えるえるえるえる関係関係関係関係がががが構築構築構築構築されされされされ、、、、
   安全   安全   安全   安全・・・・安心安心安心安心なななな産地産地産地産地としてとしてとしてとして
   消費地   消費地   消費地   消費地ににににアピールアピールアピールアピール出来出来出来出来
　 　 　 　 ているているているている

◆◆◆◆木材木材木材木材においてもにおいてもにおいてもにおいても地産地地産地地産地地産地
   消   消   消   消のののの意識意識意識意識がががが定着定着定着定着しししし、、、、木木木木
   造住宅   造住宅   造住宅   造住宅はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、県産県産県産県産
   材   材   材   材をあらゆるところでをあらゆるところでをあらゆるところでをあらゆるところで積積積積
   極的   極的   極的   極的にににに使用使用使用使用されているされているされているされている

県産材の率先利用

県木材産業課：「高知県産
材利用推進方針」に基づく、
公共施設等の木造化の推
進や公共工事への積極的
な木材利用の拡大

県木材産業課：県産材利用
推進に向けた行動計画の
次期対策の検討

県産材を利用した木造住
宅の建設促進のための支
援

県木材産業課：県産材利用
のＰＲ　公共土木工事への
新工法の採用

県木材産業課：県産材利
用のＰＲを強化し、県産材
利用の取組を民間へ拡大
合法木材の利用拡大に向
けて勉強会の実施

県産材利用の拡大

市町村：モデル住宅建築に
よる木造住宅建設の普及
県木材産業課：地域材ブラ
ンド化推進事業を創設し、
市町村が建設するモデル住
宅に支援

県民：県産木材の積極的な
利用
県木材産業課：木づかい促
進事業による幼稚園、保育
園、小学校、中学校への木
製品の導入に対して支援
木づかい促進事業による
公共的な施設等への木製
品の導入に対して支援

県産材を利用した木製品
の需要拡大のための支
援

県民：県産木材の積極的な
利用
県木材産業課：木づかい促
進事業を拡充し、幼稚園、
保育園、小学校、中学校へ
の木製品の導入に対して支
援　木づかい促進事業によ
る公共的な施設等への木製
品の導入に対して支援

県木材産業課：こうち安心
の木の住まいづくり助成事
業による支援　木造専用団
地の新規開拓
県関係各課：CO2固定量の
認証制度による木造住宅
の建設の促進

県産材を利用した木造住
宅の建設促進のための支
援

県木材産業課：市町村の取
組を促進　県産材利用推進
に向けた行動計画の実行

市町村：公共施設での県産
材の率先利用
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【２２２２．．．．木質木質木質木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス利用利用利用利用のののの拡大拡大拡大拡大】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆原油価格原油価格原油価格原油価格のののの大幅大幅大幅大幅なななな変変変変
   動   動   動   動やややや地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策
   への   への   への   への対応対応対応対応としてとしてとしてとして、、、、バイバイバイバイ
   オマス   オマス   オマス   オマス燃料燃料燃料燃料のののの需要需要需要需要がががが
　 　 　 　 増加増加増加増加しているしているしているしている

◆◆◆◆製材工場製材工場製材工場製材工場のののの残材残材残材残材はははは利利利利
   用   用   用   用されているがされているがされているがされているが、、、、林地林地林地林地
   残材   残材   残材   残材のののの利用利用利用利用はははは進進進進んでんでんでんで
   いない   いない   いない   いない

（（（（１１１１））））原料収集原料収集原料収集原料収集システムシステムシステムシステム整整整整
     備     備     備     備

◆★◆★◆★◆★県工業会県工業会県工業会県工業会やややや一次産業一次産業一次産業一次産業（（（（林林林林
   業等   業等   業等   業等））））とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる機器開機器開機器開機器開
   発   発   発   発（（（（効率的効率的効率的効率的なななな生産生産生産生産・・・・積積積積みみみみ込込込込
   み   み   み   み・・・・搬送搬送搬送搬送をををを可能可能可能可能にするにするにするにする機械機械機械機械
   器具   器具   器具   器具のののの開発開発開発開発））））

○○○○ ○○○○

◆◆◆◆コストコストコストコスト差差差差をををを埋埋埋埋めるめるめるめる支援支援支援支援のののの仕仕仕仕
   組   組   組   組みのみのみのみの検討検討検討検討
   ◎   ◎   ◎   ◎企業企業企業企業ＣＳＲ、ＣＳＲ、ＣＳＲ、ＣＳＲ、排出量取引制排出量取引制排出量取引制排出量取引制
      度      度      度      度、、、、公的資金等公的資金等公的資金等公的資金等のののの活用活用活用活用

○○○○ ○○○○

◆○◆○◆○◆○地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策とととと一体一体一体一体とととと
   なった   なった   なった   なったＰＲＰＲＰＲＰＲ活動活動活動活動

○○○○ ○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

１１１１．．．．未利用森林資源未利用森林資源未利用森林資源未利用森林資源のののの有効活用有効活用有効活用有効活用

◆◆◆◆生産生産生産生産～～～～収集収集収集収集～～～～配送配送配送配送ののののシステシステシステシステ
   ム   ム   ム   ム化化化化のののの検討検討検討検討
   ★   ★   ★   ★県庁内県庁内県庁内県庁内にににに推進体制推進体制推進体制推進体制をををを構築構築構築構築
   ★   ★   ★   ★先行地域先行地域先行地域先行地域をををを参考参考参考参考ににににシステシステシステシステ
      ム      ム      ム      ム化化化化のののの検討検討検討検討
   ★   ★   ★   ★効率的効率的効率的効率的なななな収集運搬収集運搬収集運搬収集運搬のののの実証実証実証実証
      事業      事業      事業      事業へのへのへのへの支援支援支援支援

○○○○ ○○○○

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◆◆◆生産生産生産生産・・・・供給供給供給供給コストコストコストコストがががが高高高高
   く   く   く   く、、、、木屑木屑木屑木屑やややや木質木質木質木質ペレットペレットペレットペレット
   を   を   を   を安定的安定的安定的安定的にににに利用利用利用利用できるできるできるできる
   体制   体制   体制   体制ができていないができていないができていないができていない

◆◆◆◆製材工場製材工場製材工場製材工場のののの端材端材端材端材としてとしてとしてとして
   発生   発生   発生   発生するするするする木質木質木質木質バイオマバイオマバイオマバイオマ
　 　 　 　 ススススのののの利用拡大利用拡大利用拡大利用拡大

◆◆◆◆林地残材林地残材林地残材林地残材についてはについてはについてはについては
   採算   採算   採算   採算がががが合合合合わないためわないためわないためわないため、、、、
   利用   利用   利用   利用のののの対象対象対象対象とととと考考考考えらえらえらえら
   れていない   れていない   れていない   れていない

◆◆◆◆低低低低コストコストコストコスト化化化化にににに必要必要必要必要なななな機機機機
   械類   械類   械類   械類がががが普及普及普及普及していないしていないしていないしていない
　　（　　（　　（　　（収集収集収集収集・・・・運搬車両運搬車両運搬車両運搬車両））））

木質バイオマス年間利
用量（Ｈ１９）
　 ９万７千トン
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【　【　【　【　林業分野林業分野林業分野林業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆林地残材林地残材林地残材林地残材、、、、製材端材等製材端材等製材端材等製材端材等
   を   を   を   を木質木質木質木質バイオマスエネルバイオマスエネルバイオマスエネルバイオマスエネル
   ギー   ギー   ギー   ギー源源源源としてとしてとしてとして有効利用有効利用有効利用有効利用ささささ
   れている   れている   れている   れている

◆◆◆◆森林森林森林森林からのからのからのからの収集量収集量収集量収集量
　 　 　 　 ３３３３万万万万４４４４千千千千トントントントン

◆◆◆◆製材工場等製材工場等製材工場等製材工場等からのからのからのからの
   収集量   収集量   収集量   収集量
　 　 　 　 ９９９９万万万万８８８８千千千千トントントントン

◆◆◆◆林地残材林地残材林地残材林地残材、、、、製材端材等製材端材等製材端材等製材端材等
   を   を   を   を木質木質木質木質バイオマスエネルバイオマスエネルバイオマスエネルバイオマスエネル
   ギー   ギー   ギー   ギー源源源源としてとしてとしてとして有効利用有効利用有効利用有効利用ささささ
   れている   れている   れている   れている

◆◆◆◆森林森林森林森林からのからのからのからの収集量収集量収集量収集量
　 　 　 　 １６１６１６１６万万万万トントントントン

◆◆◆◆製材工場等製材工場等製材工場等製材工場等からのからのからのからの
   収集量   収集量   収集量   収集量
　 　 　 　 １２１２１２１２万万万万トントントントン

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

推進体制の整備

県木材産業課：木質バイオ
マス活用推進協議会の設置

県森林技術センター：木質
バイオマス収集運搬システ
ムの検討

収集運搬への支援

低コスト化に向けた機器の
開発・改良

県木材産業課：木質バイオ
マスニュービジネス創出事
業（林野庁）を活用した取
組
県林業改革課：素材生産に
伴い派生する低質材の搬
出に支援

県林業改革課：森の工場か
らの搬出支援策の改善及
び、自伐林家による低質材
の搬出への支援

システム化の検討

収集運搬への支援

県新産業推進課：県工業
会や一次産業（林業等）と
の連携による機器の開発・
改良に対する外部資金獲
得等の支援

県環境共生課：排出量取引
地域モデル事業

木質バイオマスを活用し
たＣＯ2削減プロジェクトの
推進

県環境共生課：木質バイオ
マス地域循環モデル事業

県関係課：市町村や民間事
業体と連携したＰＲ活動の
促進

温暖化対策と一体となっ
たＰＲ活動

木質バイオマス年間利
用量
　 １３万２千トン

木質バイオマス年間利
用量
　　　２８万トン

Ｐ２１１
別図（林２）参照

Ｐ２１０
別図（林１）参照
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【２２２２．．．．木質木質木質木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス利用利用利用利用のののの拡大拡大拡大拡大】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆★◆★◆★◆★公共施設公共施設公共施設公共施設におけるにおけるにおけるにおける木質木質木質木質ババババ
   イオマス   イオマス   イオマス   イオマス利用施設利用施設利用施設利用施設のののの整備整備整備整備

○○○○ ○○○○

◆★◆★◆★◆★地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策のののの一環一環一環一環
   としての   としての   としての   としての、、、、グリーンエネルグリーンエネルグリーンエネルグリーンエネル
   ギー   ギー   ギー   ギー利用利用利用利用のののの促進促進促進促進

○○○○ ○○○○

◆◆◆◆残灰回収残灰回収残灰回収残灰回収ののののシステムシステムシステムシステム化化化化とととと再再再再
   利用   利用   利用   利用のののの検討検討検討検討
   ◎   ◎   ◎   ◎農業団体農業団体農業団体農業団体、、、、市町村市町村市町村市町村、、、、県等県等県等県等
      による      による      による      による検討会検討会検討会検討会のののの設置設置設置設置

○○○○ ○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

１１１１．．．．未利用森林資源未利用森林資源未利用森林資源未利用森林資源のののの有効活用有効活用有効活用有効活用
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（２２２２））））利用利用利用利用のののの普及普及普及普及

○○○○○○○○

◆◆◆◆セメントセメントセメントセメント会社会社会社会社やややや発電発電発電発電
   所   所   所   所、、、、施設園芸施設園芸施設園芸施設園芸などでなどでなどでなどで
   化石燃料代替品   化石燃料代替品   化石燃料代替品   化石燃料代替品としとしとしとし
   ての   ての   ての   ての需要需要需要需要がががが高高高高まってまってまってまって
   いる   いる   いる   いる

◆◆◆◆木屑木屑木屑木屑やややや木質木質木質木質ペレットペレットペレットペレットをををを
   燃料   燃料   燃料   燃料とするとするとするとする設備設備設備設備・・・・機器機器機器機器
   が   が   が   が高価高価高価高価
   また   また   また   また、、、、まだまだまだまだ実証段階実証段階実証段階実証段階でででで
   あり   あり   あり   あり、、、、長期間利用長期間利用長期間利用長期間利用されされされされ
   たものがなく   たものがなく   たものがなく   たものがなく耐久性耐久性耐久性耐久性、、、、
   安定性等   安定性等   安定性等   安定性等がががが確認確認確認確認されされされされ
   ていないため   ていないため   ていないため   ていないため普及普及普及普及してしてしてして
   いない   いない   いない   いない

◆◆◆◆スイススイススイススイス製製製製チップボイチップボイチップボイチップボイ
   ラー   ラー   ラー   ラーによるによるによるによる園芸園芸園芸園芸ハウハウハウハウ
   ス   ス   ス   スのののの加温実証試験加温実証試験加温実証試験加温実証試験

◆◆◆◆木質木質木質木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスのののの利利利利
　 　 　 　 用拡大用拡大用拡大用拡大にににに向向向向けたけたけたけた地域地域地域地域
   推進会議   推進会議   推進会議   推進会議のののの開催開催開催開催

◆◆◆◆木質木質木質木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス燃料燃料燃料燃料
　 　 　 　 のののの園芸用園芸用園芸用園芸用ボイラーボイラーボイラーボイラーのののの
   開発普及   開発普及   開発普及   開発普及

◆◆◆◆木質木質木質木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスよりよりよりより有有有有
   利   利   利   利なななな、、、、材料材料材料材料やややや燃料燃料燃料燃料があがあがあがあ
   ったため   ったため   ったため   ったため需要需要需要需要がががが少少少少なかなかなかなか
   った   った   った   った

◆◆◆◆県内県内県内県内ではではではでは燃料燃料燃料燃料のののの木質木質木質木質
   ペレット   ペレット   ペレット   ペレットをををを一定価格一定価格一定価格一定価格でででで
   安定供給   安定供給   安定供給   安定供給できるできるできるできるシステシステシステシステ
   ム   ム   ム   ムがががが整整整整っていないっていないっていないっていない

◆◆◆◆暖房効率暖房効率暖房効率暖房効率、、、、作業性作業性作業性作業性、、、、安安安安
   全性   全性   全性   全性、、、、コストコストコストコスト、、、、収益性収益性収益性収益性なななな
   ど   ど   ど   ど優位性優位性優位性優位性がががが検討検討検討検討できてできてできてできて
   いない   いない   いない   いない

◆◆◆◆燃料特性上取扱燃料特性上取扱燃料特性上取扱燃料特性上取扱がががが不不不不
   便   便   便   便（（（（嵩張嵩張嵩張嵩張るるるる・・・・煤煙煤煙煤煙煤煙・・・・燃燃燃燃
   焼灰等   焼灰等   焼灰等   焼灰等））））

◆◆◆◆イニシャルコストイニシャルコストイニシャルコストイニシャルコストがががが高高高高
   い   い   い   い

◆◆◆◆木屑焚木屑焚木屑焚木屑焚きききき、、、、ペレットペレットペレットペレット焚焚焚焚きのきのきのきの設設設設
   備   備   備   備・・・・機器機器機器機器のののの開発開発開発開発とととと普及普及普及普及へのへのへのへの
   支援   支援   支援   支援
   ○   ○   ○   ○ボイラーボイラーボイラーボイラーのののの実証実証実証実証とととと改良改良改良改良
　 　 　 　 ◎◎◎◎機器導入機器導入機器導入機器導入のののの補助事業補助事業補助事業補助事業のののの
      メニュー      メニュー      メニュー      メニュー化化化化

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
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【　【　【　【　林業分野林業分野林業分野林業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆発電施設発電施設発電施設発電施設におけるにおけるにおけるにおける化石化石化石化石
   燃料   燃料   燃料   燃料とのとのとのとの混焼施設混焼施設混焼施設混焼施設やややや、、、、
   ビニールハウス   ビニールハウス   ビニールハウス   ビニールハウスのののの加温加温加温加温
   用設備   用設備   用設備   用設備、、、、事業所事業所事業所事業所やややや家庭家庭家庭家庭
   用   用   用   用のののの冷暖房機冷暖房機冷暖房機冷暖房機のののの普及普及普及普及
   と   と   と   と、、、、そのそのそのその燃料燃料燃料燃料としてとしてとしてとして、、、、木木木木
   屑   屑   屑   屑やややや木質木質木質木質ペレットペレットペレットペレットがががが広広広広
   く   く   く   く利用利用利用利用されているされているされているされている

◆◆◆◆発電施設発電施設発電施設発電施設におけるにおけるにおけるにおける化石化石化石化石
   燃料   燃料   燃料   燃料とのとのとのとの混焼施設混焼施設混焼施設混焼施設やややや、、、、
   ビニールハウス   ビニールハウス   ビニールハウス   ビニールハウスのののの加温加温加温加温
   用設備   用設備   用設備   用設備、、、、事業所事業所事業所事業所やややや家庭家庭家庭家庭
   用   用   用   用のののの冷暖房機冷暖房機冷暖房機冷暖房機のののの普及普及普及普及
   と   と   と   と、、、、そのそのそのその燃料燃料燃料燃料としてとしてとしてとして、、、、木木木木
   屑   屑   屑   屑やややや木質木質木質木質ペレットペレットペレットペレットがががが広広広広
   く   く   く   く利用利用利用利用されているされているされているされている

◆◆◆◆木質木質木質木質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス起源起源起源起源のののの
   グリーン   グリーン   グリーン   グリーン電力電力電力電力がががが幅広幅広幅広幅広くくくく
   利用   利用   利用   利用されているされているされているされている

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０

農業用ボイラーの性能把
握と改良

県環境農業推進課、研究開
発課：各種木質ボイラーの
実証試験及び検証（コスト、
安全性等）

県環境農業推進課：研
究開発実証成果をふま
えたボイラー改良と低
コスト化の支援

安価で信頼性の高い木質
バイオマス利用施設や機
器の開発・改良

公共施設への利用施設の
整備

県木材産業課：木質バイオ
マス普及事業（利用機器導
入への支援）の創設
県関係課：森林・林業・木
材産業づくり交付金（林野
庁）の活用　地域バイオマ
ス利活用交付金（農水省）
の活用　省石油型施設園
芸技術導入推進事業（農
水省）の活用

県新産業推進課：機器の
開発・改良に対する外部資
金獲得等の支援

農業用ボイラーの実証
への支援

農業用ボイラー等の利用
施設の整備

県関係課：森林・林業・木材
産業づくり交付金（林野庁）
の活用　地域バイオマス利
活用交付金（農水省）の活
用

県関係課：木質バイオマス
起源によるグリーンエネル
ギー利用について、市町村
や民間事業体と連携した、
ＰＲ活動の展開

積極的なＰＲ活動

県環境農業推進課：燃焼灰
の有効活用に向けた検討

燃焼灰処理システムの検
討

Ｐ２１５
別図（林６）参照

Ｐ２１５
別図（林６）参照
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【３３３３．．．．森森森森のものののものののものののものの活用活用活用活用】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域はははは高齢化高齢化高齢化高齢化・・・・
   人口減少   人口減少   人口減少   人口減少がががが続続続続いているいているいているいている

◆◆◆◆食食食食のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心やややや、、、、自自自自
   然   然   然   然へのへのへのへの関心関心関心関心がががが高高高高まっまっまっまっ
   ている   ている   ている   ている

（（（（１１１１））））生産体制生産体制生産体制生産体制のののの整備整備整備整備 ◆○◆○◆○◆○普及指導員普及指導員普及指導員普及指導員によるによるによるによる生産技生産技生産技生産技
　 　 　 　 術術術術のののの普及普及普及普及

○○○○

◆◆◆◆地域地域地域地域のののの特用林産物特用林産物特用林産物特用林産物のののの生産活生産活生産活生産活
   動   動   動   動のののの支援支援支援支援ととととＰＲＰＲＰＲＰＲ
   ○   ○   ○   ○市町村市町村市町村市町村とととと連携連携連携連携したしたしたした総合的総合的総合的総合的
      な      な      な      な支援支援支援支援

○○○○

◆★◆★◆★◆★多品目少量生産多品目少量生産多品目少量生産多品目少量生産にににに対応対応対応対応すすすす
   る   る   る   る、、、、共同集荷共同集荷共同集荷共同集荷システムシステムシステムシステムのののの仕仕仕仕
   組   組   組   組みづくりをみづくりをみづくりをみづくりを支援支援支援支援

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

◆◆◆◆特用林産物特用林産物特用林産物特用林産物をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、
   森   森   森   森のののの資源資源資源資源がががが活活活活かしきれかしきれかしきれかしきれ
   ていない   ていない   ていない   ていない

◆◆◆◆キノコキノコキノコキノコやややや木炭木炭木炭木炭などなどなどなど特用特用特用特用
   林産物   林産物   林産物   林産物のののの生産活動生産活動生産活動生産活動へへへへ
   の   の   の   の支援支援支援支援

◆◆◆◆小学校小学校小学校小学校などでのなどでのなどでのなどでの県産県産県産県産
   材   材   材   材のののの机机机机やややや遊具遊具遊具遊具などなどなどなど、、、、
   木製品   木製品   木製品   木製品のののの購入購入購入購入へのへのへのへの支支支支
   援   援   援   援

◆◆◆◆地域資源地域資源地域資源地域資源にににに目目目目をををを向向向向けけけけ
   たきめ   たきめ   たきめ   たきめ細細細細やかなやかなやかなやかな取組取組取組取組
   が   が   が   が不十分不十分不十分不十分であったであったであったであった

◆◆◆◆安価安価安価安価なななな輸入品輸入品輸入品輸入品とのとのとのとの競競競競
   合   合   合   合によりによりによりにより淘汰淘汰淘汰淘汰されてきされてきされてきされてき
   たことに   たことに   たことに   たことに加加加加ええええ、、、、生産者生産者生産者生産者
   の   の   の   の高齢化高齢化高齢化高齢化やややや、、、、産地産地産地産地のののの
   過疎化   過疎化   過疎化   過疎化などでなどでなどでなどで担担担担いいいい手手手手
   が   が   が   が減少減少減少減少したしたしたした

◆◆◆◆情報発信情報発信情報発信情報発信がががが不十分不十分不十分不十分でででで
   あった   あった   あった   あった

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

１１１１．．．．森森森森のののの恵恵恵恵みをみをみをみを余余余余すことなくすことなくすことなくすことなく活用活用活用活用
　  　  　  　  するするするする

◆◆◆◆販売体制販売体制販売体制販売体制へのへのへのへの支援支援支援支援
   ★   ★   ★   ★道道道道のののの駅駅駅駅などなどなどなど販売販売販売販売チャネルチャネルチャネルチャネル
      の      の      の      の確保確保確保確保やややや、、、、インターネットインターネットインターネットインターネット
      を      を      を      を活用活用活用活用したしたしたした販売支援販売支援販売支援販売支援
   ★   ★   ★   ★市町村市町村市町村市町村とととと連携連携連携連携したしたしたした情報発情報発情報発情報発
      信      信      信      信
   ★   ★   ★   ★他分野他分野他分野他分野とととと連携連携連携連携したしたしたした取組取組取組取組をををを
　    　    　    　    指導指導指導指導

○○○○

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状
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【　【　【　【　林業分野林業分野林業分野林業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿
ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０

◆◆◆◆地域地域地域地域のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる資源資源資源資源をををを
   多彩   多彩   多彩   多彩にににに組組組組みみみみ合合合合わせるこわせるこわせるこわせるこ
   とで   とで   とで   とで付加価値付加価値付加価値付加価値をををを高高高高めめめめ、、、、
   中山間地域   中山間地域   中山間地域   中山間地域でのでのでのでの所得所得所得所得のののの
   向上   向上   向上   向上にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる
   また   また   また   また、、、、高齢高齢高齢高齢のののの方方方方でもでもでもでも収入収入収入収入
   が   が   が   が得得得得られるられるられるられる機会機会機会機会がががが創出創出創出創出
   されている   されている   されている   されている

◆◆◆◆地域地域地域地域のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる資源資源資源資源をををを
   多彩   多彩   多彩   多彩にににに組組組組みみみみ合合合合わせるこわせるこわせるこわせるこ
   とで   とで   とで   とで付加価値付加価値付加価値付加価値をををを高高高高めめめめ、、、、
   中山間地域   中山間地域   中山間地域   中山間地域でのでのでのでの所得所得所得所得がががが
   向上   向上   向上   向上しているしているしているしている
   また   また   また   また、、、、高齢高齢高齢高齢のののの方方方方でもでもでもでも収入収入収入収入
   が   が   が   が得得得得られるられるられるられる機会機会機会機会をををを創出創出創出創出
   されている   されている   されている   されている

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

地域に適した特用林産物
の生産の促進

県木材産業課、森づくり推
進課：普及指導員による生
産者への情報提供や、消
費者ニーズに応えられる、
生産技術の普及

地域林業者等：道の駅など
販売チャネルの確保やイン
ターネットを活用した販売
県木材産業課：地域林業総
合支援事業を活用した顔の
見える安全・安心な特用林
産物の販売への支援
産地特有の個性ある情報
を消費者に情報発信する
取組への支援

特用林産物を安定的に供
給できる体制整備の支援

地域林業者等：施設整備な
ど生産コストの削減等によ
る積極的な生産活動
県木材産業課：市町村との
連携強化や地域林業総合
支援事業による支援

特用林産物の販売体制
への支援

特用林産物の生産活動の
支援

地域林業者等：共同集荷施
設整備等による生産コスト
の削減。施設の共同利用や
安定供給に向けたネット
ワークの確立
県木材産業課：地域林業総
合支援事業による支援
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【３３３３．．．．森森森森のものののものののものののものの活用活用活用活用】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

１１１１．．．．森森森森のののの恵恵恵恵みをみをみをみを余余余余すことなくすことなくすことなくすことなく活用活用活用活用
    する    する    する    する
　　　（　　　（　　　（　　　（２２２２））））都市都市都市都市とのとのとのとの交流交流交流交流のののの促進促進促進促進

◆◆◆◆都市部都市部都市部都市部でのでのでのでの自然指向自然指向自然指向自然指向
   は   は   は   は高高高高まっているがまっているがまっているがまっているが、、、、中中中中
   山間地域   山間地域   山間地域   山間地域とのとのとのとの交流人交流人交流人交流人
   口   口   口   口はははは増増増増えていないえていないえていないえていない

◆◆◆◆教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会やややや地域等地域等地域等地域等
   との   との   との   との連携連携連携連携によるによるによるによる、、、、林業林業林業林業
   の   の   の   の役割役割役割役割やややや森林森林森林森林のののの楽楽楽楽しさしさしさしさ
   などを   などを   などを   などを伝伝伝伝えるえるえるえる取組取組取組取組のののの推推推推
   進   進   進   進

◆◆◆◆企業等企業等企業等企業等によるによるによるによる森林整森林整森林整森林整
   備   備   備   備へのへのへのへのフィールドフィールドフィールドフィールドづくづくづくづく
   りや   りや   りや   りやＰＲＰＲＰＲＰＲ

◆◆◆◆市町村市町村市町村市町村とととと連携連携連携連携したしたしたした森森森森
   林   林   林   林セラピーセラピーセラピーセラピーややややグリーングリーングリーングリーン
   ツーリズム   ツーリズム   ツーリズム   ツーリズムなどのなどのなどのなどのプロプロプロプロ
   グラム   グラム   グラム   グラムづくりとづくりとづくりとづくりとＰＲＰＲＰＲＰＲ

◆◆◆◆地場産品地場産品地場産品地場産品やややや山間山間山間山間のののの宿宿宿宿
   泊施設等   泊施設等   泊施設等   泊施設等をををを掲載掲載掲載掲載したしたしたしたガガガガ
   イドブック   イドブック   イドブック   イドブックなどのなどのなどのなどの作成作成作成作成
   による   による   による   による交流交流交流交流のののの促進促進促進促進

◆◆◆◆各分野各分野各分野各分野がががが連携連携連携連携したしたしたした取取取取
   り   り   り   り組組組組みがみがみがみが弱弱弱弱かったかったかったかった

◆◆◆◆地域地域地域地域ののののリーダーリーダーリーダーリーダー的人的人的人的人
   材   材   材   材がががが不足不足不足不足していたしていたしていたしていた

◆◆◆◆情報発信情報発信情報発信情報発信がががが不十分不十分不十分不十分でででで
   あった   あった   あった   あった

◆◎◆◎◆◎◆◎森林環境教育森林環境教育森林環境教育森林環境教育やややや森林保全森林保全森林保全森林保全
   ボランティアリーダー   ボランティアリーダー   ボランティアリーダー   ボランティアリーダーのののの育成育成育成育成

○○○○

◆◆◆◆交流促進交流促進交流促進交流促進のののの支援支援支援支援
   ○   ○   ○   ○農山村体験等農山村体験等農山村体験等農山村体験等のののの推進推進推進推進

○○○○

◆◆◆◆地域資源地域資源地域資源地域資源のののの組組組組みみみみ合合合合わせなどわせなどわせなどわせなど
   魅力   魅力   魅力   魅力あるあるあるあるメニューメニューメニューメニューづくりのづくりのづくりのづくりの支支支支
   援   援   援   援
   ★   ★   ★   ★他分野他分野他分野他分野とのとのとのとの連携連携連携連携のののの促進促進促進促進

◆◆◆◆地域地域地域地域のののの自主的自主的自主的自主的なななな取組取組取組取組のののの支援支援支援支援
   ◎   ◎   ◎   ◎森川海森川海森川海森川海のののの連携連携連携連携などなどなどなど県民主県民主県民主県民主
      体      体      体      体のののの取組取組取組取組をををを推進推進推進推進

○○○○

○○○○
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【　【　【　【　林業分野林業分野林業分野林業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの森林資源森林資源森林資源森林資源
   や   や   や   や文化文化文化文化などをなどをなどをなどを融合融合融合融合させさせさせさせ、、、、
   体験型   体験型   体験型   体験型のののの観光観光観光観光などをなどをなどをなどを推推推推
   進   進   進   進しししし都市都市都市都市とのとのとのとの交流人口交流人口交流人口交流人口
   を   を   を   を拡大拡大拡大拡大しているしているしているしている

◆◆◆◆中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの森林資源森林資源森林資源森林資源
   や   や   や   や文化文化文化文化などをなどをなどをなどを融合融合融合融合させさせさせさせ、、、、
   体験型   体験型   体験型   体験型のののの観光観光観光観光などをなどをなどをなどを推推推推
   進   進   進   進しししし都市都市都市都市とのとのとのとの交流人口交流人口交流人口交流人口
   を   を   を   を拡大拡大拡大拡大しているしているしているしている

森林環境教育の推進

県森林政策課：学校現場
での年間を通した山の学
習の取組や出前方式での
森林環境学習や、林業体
験などを支援

県林業環境政策課：森の
案内人の養成や紹介を通
して体験型観光の担い手
づくりを支援

地域の主体的な活動の促
進

県林業環境政策課：都市と
山村の交流の促進や森の
案内人の養成、紹介などを
支援

魅力あるメニューづくりの
支援

交流の促進や導入の整備

県森林政策課：県民が企
画、実施する森川海の連
携した都市と山村の継続
的な交流促進活動等を支
援　森林保全ボランティア
団体等による間伐や、近な
里山林、水辺林、竹林等の
森林整備活動を支援

県森林政策課：情報誌の
作成・配布やホームペー
ジにより森を活用した体験
型観光商品の情報提供を
支援

県森林政策課：情報誌の
作成、配布による森の情報
の提供

ＰＲ等の強化

県森林政策課：森林保全ボ
ランティア団体の設立や間
伐等の森林整備活動を支
援

ボランティア団体や人材
の育成支援

県林業環境政策課：ホー
ムぺージなどによる森の
案内人、林業体験メニュー
の都市住民や観光客など
への情報提供、利用促進
を拡充

県林業環境政策課：森川海
をテーマとした都市と山村
の継続的な交流拡大支援
の強化
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【４４４４．．．．健全健全健全健全なななな森森森森づくりづくりづくりづくり】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆森林所有者森林所有者森林所有者森林所有者にににに対対対対するするするする普及啓普及啓普及啓普及啓
   発活動   発活動   発活動   発活動のののの強化強化強化強化
   ○   ○   ○   ○公報等公報等公報等公報等によるによるによるによるＰＲＰＲＰＲＰＲ

○○○○

◆◆◆◆森林境界森林境界森林境界森林境界のののの明確化明確化明確化明確化にににに関関関関すすすす
   る   る   る   る事業事業事業事業のののの促進促進促進促進
  ★  ★  ★  ★事業促進事業促進事業促進事業促進のためののためののためののためのＰＲＰＲＰＲＰＲとととと
      支援      支援      支援      支援

○○○○

◆○◆○◆○◆○県民参加県民参加県民参加県民参加やややや企業支援企業支援企業支援企業支援によによによによ
   る   る   る   る森林管理森林管理森林管理森林管理のののの促進促進促進促進
◆○◆○◆○◆○森林保全森林保全森林保全森林保全ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの
   支援   支援   支援   支援

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

１１１１．．．．荒廃森林荒廃森林荒廃森林荒廃森林のののの解消解消解消解消・・・・鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害
    防止    防止    防止    防止のののの推進推進推進推進（（（（森林整備森林整備森林整備森林整備のののの推推推推
    進    進    進    進））））
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（１１１１））））荒廃森林荒廃森林荒廃森林荒廃森林のののの解消解消解消解消にににに向向向向
             けた             けた             けた             けた森林整備森林整備森林整備森林整備のののの推進推進推進推進

○○○○

◆◆◆◆荒廃森林解消荒廃森林解消荒廃森林解消荒廃森林解消のためののためののためののための間伐間伐間伐間伐
   推進   推進   推進   推進
   ◎   ◎   ◎   ◎間伐等促進法及間伐等促進法及間伐等促進法及間伐等促進法及びびびび緊急緊急緊急緊急
      間伐推進条例      間伐推進条例      間伐推進条例      間伐推進条例にににに基基基基づくづくづくづく間間間間
      伐      伐      伐      伐のののの推進推進推進推進
　 　 　 　 ○○○○森林環境税等森林環境税等森林環境税等森林環境税等をををを活用活用活用活用したしたしたした
      間伐      間伐      間伐      間伐のののの推進推進推進推進
　 　 　 　 ○○○○不在村地主等不在村地主等不在村地主等不在村地主等へのへのへのへの森林森林森林森林
      整備      整備      整備      整備のののの働働働働きかけきかけきかけきかけ

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◆◆◆水源水源水源水源かんかんかんかん養養養養やややや災害防災害防災害防災害防
   止   止   止   止などなどなどなど森林森林森林森林のもつのもつのもつのもつ公公公公
   益的機能   益的機能   益的機能   益的機能がががが注目注目注目注目されされされされ
   ており   ており   ており   ており、、、、特特特特にににに近年森林近年森林近年森林近年森林
   吸収源対策   吸収源対策   吸収源対策   吸収源対策としてのとしてのとしてのとしての
   森林整備   森林整備   森林整備   森林整備がががが求求求求められめられめられめられ
   ている   ている   ている   ている

◆◆◆◆適正適正適正適正にににに管理管理管理管理されずされずされずされず荒荒荒荒
　 　 　 　 廃廃廃廃がががが懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる森林森林森林森林
　 　 　 　 がががが増加増加増加増加しているしているしているしている

◆◆◆◆林業林業林業林業のののの採算性採算性採算性採算性がががが悪化悪化悪化悪化
   し   し   し   し、、、、森林所有者森林所有者森林所有者森林所有者のののの経経経経
   営意欲   営意欲   営意欲   営意欲がががが減退減退減退減退していしていしていしてい
   る   る   る   る

◆◆◆◆小規模小規模小規模小規模なななな森林所有者森林所有者森林所有者森林所有者
   が   が   が   が多多多多くくくく、、、、森林所有者森林所有者森林所有者森林所有者のののの
   高齢化   高齢化   高齢化   高齢化やややや世代交代世代交代世代交代世代交代にににに
   より   より   より   より、、、、森林森林森林森林のののの所在地所在地所在地所在地やややや
   境界   境界   境界   境界がががが不明不明不明不明になるなになるなになるなになるな
   ど   ど   ど   ど、、、、森林森林森林森林のののの情報情報情報情報がががが失失失失わわわわ
   れつつある   れつつある   れつつある   れつつある

◆◆◆◆森林環境税森林環境税森林環境税森林環境税をををを活用活用活用活用したしたしたした
   間伐   間伐   間伐   間伐のののの推進推進推進推進

◆◆◆◆森林森林森林森林ボランティアボランティアボランティアボランティア団体団体団体団体
   の   の   の   の設立設立設立設立とととと活動活動活動活動へのへのへのへの支支支支
　 　 　 　 援援援援

◆◆◆◆地域地域地域地域のののの森林森林森林森林ボランティボランティボランティボランティ
   ア   ア   ア   ア団体団体団体団体とととと連携連携連携連携したしたしたした県民県民県民県民
   参加   参加   参加   参加のののの森林保全活動森林保全活動森林保全活動森林保全活動
   の   の   の   の実施実施実施実施

◆◆◆◆協働協働協働協働のののの森森森森によるによるによるによる企業企業企業企業
   参加   参加   参加   参加のののの森林整備森林整備森林整備森林整備のののの推推推推
   進   進   進   進

◆◆◆◆森林森林森林森林にににに関心関心関心関心のののの希薄希薄希薄希薄なななな
   所有者   所有者   所有者   所有者がががが増加増加増加増加してきたしてきたしてきたしてきた

◆◆◆◆森林森林森林森林のののの境界境界境界境界などのなどのなどのなどの森森森森
   林情報   林情報   林情報   林情報のののの把握把握把握把握にににに対対対対すすすす
   る   る   る   る取組取組取組取組がががが整整整整っていなっていなっていなっていな
   かった   かった   かった   かった

◆◆◆◆ 管理管理管理管理だけではだけではだけではだけでは収益性収益性収益性収益性
   が   が   が   が確保確保確保確保できないためできないためできないためできないため、、、、
   事業   事業   事業   事業としてとしてとしてとして成成成成りりりり立立立立たなたなたなたな
   い   い   い   い

◆◆◆◆森林森林森林森林のののの管理代行管理代行管理代行管理代行などのなどのなどのなどの仕組仕組仕組仕組
   みづくりの   みづくりの   みづくりの   みづくりの検討検討検討検討
　 　 　 　 ★★★★森林部内森林部内森林部内森林部内ににににワーキンググワーキンググワーキンググワーキンググ
　　  　　  　　  　　  ループループループループをををを設置設置設置設置
   ★   ★   ★   ★モデルモデルモデルモデル実証事業実証事業実証事業実証事業のののの創設創設創設創設

○○○○
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【　【　【　【　林業分野林業分野林業分野林業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆間伐間伐間伐間伐のののの必要性必要性必要性必要性がががが周知周知周知周知ささささ
   れるとともに   れるとともに   れるとともに   れるとともに、、、、適正適正適正適正なななな森森森森
   林管理   林管理   林管理   林管理がががが行行行行われているわれているわれているわれている

◆◆◆◆間伐面積間伐面積間伐面積間伐面積（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２１２１２１２１～Ｈ～Ｈ～Ｈ～Ｈ２３２３２３２３））））
　　　　　　　　４５４５４５４５，，，，００００００００００００hahahaha

◆◆◆◆間伐間伐間伐間伐のののの必要性必要性必要性必要性がががが周知周知周知周知ささささ
   れるとともに   れるとともに   れるとともに   れるとともに、、、、森林保全森林保全森林保全森林保全
　 　 　 　 管理管理管理管理がががが新新新新たなたなたなたな環境環境環境環境ビジビジビジビジ
   ネス   ネス   ネス   ネスとしてとしてとしてとして展開展開展開展開されていされていされていされてい
　 　 　 　 るるるる

◆◆◆◆間伐面積間伐面積間伐面積間伐面積（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２１２１２１２１～Ｈ～Ｈ～Ｈ～Ｈ２４２４２４２４））））
　　　　　　　　６１６１６１６１，，，，００００００００００００hahahaha

森林環境税による若齢
林の保育間伐への支援

県林業改革課：
ＣＯ２吸収機能の高い若齢
林（Ⅲ～Ⅶ齢級）を対象
に、他事業との併用による
保育間伐の実施を支援

森林所有者：自己所有林
の管理責任を果たす
事業体：森林所有者への
呼びかけ　間伐実施技能
の向上
市町村：間伐推進に向け
た県民へのＰＲ
県林業改革課：造林事
業、緊急間伐総合支援事
業などによる間伐への支
援

森林境界明確化への取
り組み

森林所有者：自ら管理でき
ない森林は管理代行へ任
せる
森林組合：管理代行契約
の試行及び、問題点や改
善点等をまとめ、検討委員
会へ提出
県森づくり推進課：管理代
行の実証を行う森林組合
を支援

緊急間伐推進条例に基
づく間伐の推進

モデル実証事業の実施

県森づくり推進課：森林管
理手法検討委員会におけ
る検討内容の進捗にあわ
せ、ホームページ等を通じ
て、森林所有者への広報
の実施

県森づくり推進課、森林政
策課、林業改革課、用地
対策課（土木部）による森
林情報保全の取組指針検
討チームで、課題の整理と
対策の検討・地籍調査の
概要と情報共有化などの
連携内容の調整

県庁内ワーキンググ
ループで検討

地域の主体的な活動の
促進

事業体：森林境界明確化
への積極的な取組
市町村：取組への協力
県森づくり推進課：森林境
界明確化への取組を支援

森林境界明確化への取り
組み 事業体：森林境界が明確

化された森林の、管理代
行への移行を検討
市町村：取組への協力
県森づくり推進課：森林境
界明確化への移行等を支
援

県林業環境政策課：森林
保全ボランティア団体等に
よる間伐等の森林整備活
動を支援

森林管理代行ワーキング
グループの設置

県森づくり推進課：森林部
内にワーキンググループ
を設置し、他県や類似事
業の情報収集と今後の取
組方法を協議

森林管理手法の検討

市町村、森林組合：手法検
討への協力　モデル事業
の実施
県森づくり推進課：検討委
員会の開催　管理代行手
法の検討　モデル事業の
設計（ｱﾝｹｰﾄ分析　中間報
告書作成　モデル事業実
施森林組合の選定）

県森づくり推進課（委員
会）：前年度のモデル事業
の検証とフォローアップ　モ
デル事業の改良・実施

県森づくり推進課：モデル
事業のフォローアップと改
良・実施、収集した課題等
の整理、管理代行に向けた
可能性、課題の解決など、
報告書の取りまとめと管理
システムの提案

県林業改革課：条件不利森
林への間伐支援策の強化

間伐等促進法に基づく間
伐の推進

Ｐ２１６
別図（林７）参照

森林組合：森林情報を明
確にし、所有者への働きか
け
市町村：森林所有者情報
のデータ提供
県森づくり推進課：森林組
合の活動を支援

不在村地主等への森林
整備の働きかけ
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【４４４４．．．．健全健全健全健全なななな森森森森づくりづくりづくりづくり】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆計画的計画的計画的計画的ににににニホンジカニホンジカニホンジカニホンジカのののの個体個体個体個体
   数調整   数調整   数調整   数調整をををを行行行行うううう
   ○   ○   ○   ○捕獲対策捕獲対策捕獲対策捕獲対策のののの確実確実確実確実なななな実施実施実施実施

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

◆◆◆◆森林森林森林森林にににに対対対対するするするする食害等食害等食害等食害等へのへのへのへの防防防防
   除対策   除対策   除対策   除対策のののの促進促進促進促進
   ◎   ◎   ◎   ◎被害実態被害実態被害実態被害実態のののの把握把握把握把握とととと有効有効有効有効なななな
      対策      対策      対策      対策のののの検討検討検討検討
   ○   ○   ○   ○鳥獣被害対策鳥獣被害対策鳥獣被害対策鳥獣被害対策へのへのへのへの支援支援支援支援

○○○○

１１１１．．．．荒廃森林荒廃森林荒廃森林荒廃森林のののの解消解消解消解消・・・・鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害
    防止    防止    防止    防止のののの推進推進推進推進
   （   （   （   （森林整備森林整備森林整備森林整備のののの推進推進推進推進））））
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（２２２２））））鳥獣被害防止鳥獣被害防止鳥獣被害防止鳥獣被害防止のののの推進推進推進推進

◆◆◆◆シカシカシカシカのののの生息密度生息密度生息密度生息密度がががが大大大大
   幅   幅   幅   幅にににに増大増大増大増大しておりしておりしておりしており、、、、森森森森
   林環境   林環境   林環境   林環境へのへのへのへの悪影響悪影響悪影響悪影響がががが
   深刻化   深刻化   深刻化   深刻化しているしているしているしている

◆◆◆◆シカシカシカシカのののの被害防除対策被害防除対策被害防除対策被害防除対策
   の   の   の   の実施実施実施実施

◆◆◆◆抜本的抜本的抜本的抜本的なななな捕獲対策捕獲対策捕獲対策捕獲対策
   が   が   が   が取取取取れていなかったれていなかったれていなかったれていなかった

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
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【　【　【　【　林業分野林業分野林業分野林業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆シカシカシカシカのののの適正適正適正適正なななな個体数管個体数管個体数管個体数管
   理   理   理   理とととと防除対策防除対策防除対策防除対策によりによりによりにより、、、、森森森森
   林環境   林環境   林環境   林環境へのへのへのへの悪影響悪影響悪影響悪影響をををを軽軽軽軽
   減   減   減   減するするするする

◆◆◆◆シカシカシカシカのののの適正適正適正適正なななな個体数管個体数管個体数管個体数管
   理   理   理   理とととと防除対策防除対策防除対策防除対策によりによりによりにより、、、、森森森森
   林環境   林環境   林環境   林環境へのへのへのへの悪影響悪影響悪影響悪影響をををを軽軽軽軽
   減   減   減   減するするするする

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０

計画的なニホンジカの個
体数調整

県鳥獣対策課：特定鳥獣保
護管理計画に基づく個体数
調整の実施（駆除）

森林所有者等：被害防除対
策の実施
県林業改革課：シカ被害防
除施設の整備に支援

シカ被害実態の調査事業体、市町村：調査への
協力（情報提供等）
県林業改革課：被害実態の
概略調査及び被害対策の
検討

シカ被害対策の推進

シカ森林被害対策の検討
と被害実態の把握

事業体、市町村：調査への
協力
県林業改革課：森林被害の
実態調査、モニタリング調査
のためのマニュアルづくり

事業体、市町村：調査への
協力
県林業改革課：森林被害の
実態調査、モニタリング調査
の実施
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集約化された施業林地

優れた林業事業体 必要な生産基盤

森の工場づくり支援１

　・合意形成
　・資源調査
　・プランニング

　　２０工場　５，０００ｈａ

間伐材搬出６

　
  ・一般材
　・木質バイオマス利用
　
　　　　　　６５，５５０ｍ３
　　　　　　１０，０００　ｔ

作業道整備４

　・新規開設
　・改良
　
　
　   　　　　１６６，７００ｍ

高性能林業機械等整備５

　・新規導入
　・改良
　
　
　   　　　　　　　２９台

作業ｼｽﾃﾑ導入支援２

　・新たな作業ｼｽﾃﾑ
　　　　　　　の設計試行
　

　　　　　　３件（事業体）

　　・普及指導員等による技術・経営指導
　　・森林組合経営力向上支援
　　・森林施業プランナー育成
　　・技術研修

新規参入者等技術支援

〈森林〉

〈経営者〉〈技術者〉 〈林業機械〉〈路網〉

森の工場

素材の安定供給

２３，０００ｈａ

４３，０００ｈａ

〈Ｈ２０末　森の工場〉

〈Ｈ２３末　森の工場〉

３

　・林業事業体による
　　技術指導・施行指示
　
　　作業道　　９，４００ｍ
　　間伐　　　　 　１００ｈａ

　収益性の向上、林業就業者の確保と育成を進めるため、施業の集約化や森林整備（間伐実施・作業道開設など）、生産活動（機械整備、作業システムの確立、間伐材の搬出・販売）を支援し
ます。

対策のポイント

別図（林１）

森の工場活性化対策事業（拡充）

拡充拡充拡充拡充

拡充拡充拡充拡充

新規新規新規新規
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■作業道 （５，０００ｍ）
■保育間伐 （２３ｈａ）
■搬出間伐 （３０ｈａ）

搬送

Ｂ材

Ａ材

Ｃ材搬送 チップ、ペレット工場など

〈集荷〉 〈検知・仕分け〉

林道　沿い

原木市場・製材工場など

合板工場など

搬送

森林組合

\10000

県補助

間接補助

〈精算処理〉

森林組合土場

自伐林家

　自伐林家が所得の向上を図るために行う森林整備（間伐実施・作業道開設など）や、生産活動（間伐材の搬出・販売）を支援します。

対策のポイント

別図（林２）

自伐林家等支援事業 新規新規新規新規
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　副業型林業者を
　目指す人たち

　森林組合・林業会社等

　林産事業組合等

　一人親方

　　林業分野
　　へ参入し
　　　た建設
　　　　業の
　　　　方々

　自伐林家

<<<<森林組合育成強化森林組合育成強化森林組合育成強化森林組合育成強化>>>>

　森林組合の意識改革
　　・森林組合経営改善事業

　集約化施業・提案力強化
　　・森林施業プランナー養成事業

　現場の生産力向上
　　・林業技術者養成研修
　　・基幹林業労働者養成研修　等

<<<<建設業新規参入支援建設業新規参入支援建設業新規参入支援建設業新規参入支援>>>>

　林業参入支援
　　・会社訪問等の個別支援

　林業・建設業のジョイント支援
　　・森の工場づくり支援事業
　　・新規参入者等技術支援事業

<<<<一人親方一人親方一人親方一人親方、、、、自伐林家自伐林家自伐林家自伐林家やこれからやこれからやこれからやこれから副業副業副業副業
型林業者型林業者型林業者型林業者をををを目指目指目指目指すすすす人人人人たちへのたちへのたちへのたちへの支援支援支援支援>>>>

◆林業技術出前講座開催事業
　

　　地域の課題解決を図るため、現地での研
　　修会を開催する。

　

◆副業型林家育成支援事業
　

　　ＮＰＯ等団体が、これから副業型林業者
　　を目指す人たちを対象に実施するＯＪＴ
　　研修を支援する。

<<<<森林森林森林森林、、、、林業林業林業林業をををを知知知知るるるる>>>>

　・高校生等研修《資格免許取得》

　将来の担い手
　
　　　　大学生、高校生、中学生、小学生

小規模小規模小規模小規模・・・・副業型林業者副業型林業者副業型林業者副業型林業者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　育成支援事業育成支援事業育成支援事業育成支援事業

出前講座出前講座出前講座出前講座

中山間の副業型林業者を育てる事業

　地域の特色・要望に沿った研修の実施を支援することにより、林業の知識・技術を修得したり、
新たな人脈・ネットワークを得る機会をつくるとともに、森林作業から副収入を得ることにより、中
山間地域への関心を高め、交流人口の増加や定住化を推進する。

対策のポイント

別図（林３）

新規新規新規新規
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性能表示木材流通促進事業性能表示木材流通促進事業性能表示木材流通促進事業性能表示木材流通促進事業

安定供給計画安定供給計画安定供給計画安定供給計画づくりづくりづくりづくり

■■■■事業主体事業主体事業主体事業主体
　JAS認定工場・製材業等が組織す

る団体（製材品市場含む）

■■■■木材供給先木材供給先木材供給先木材供給先
高知県外の
・工務店
・設計士事務所
・木材流通業
・プレカット工場
・製材品市場
など

■■■■高知県高知県高知県高知県
・・・・安定供給計画安定供給計画安定供給計画安定供給計画にににに基基基基づづづづ
きききき、、、、県外県外県外県外にににに流通流通流通流通するするするする性性性性
能表示木材能表示木材能表示木材能表示木材にににに対対対対してしてしてして１１１１
立方当立方当立方当立方当りりりり定額定額定額定額のののの助成助成助成助成

性能表示木材性能表示木材性能表示木材性能表示木材のののの供給計画供給計画供給計画供給計画
　　　　
・性能表示の種類（JAS、強度
　含水率など）
・供給時期
・供給先と供給量
　など

②計画認定
④交付決定
⑥確認

供給計画供給計画供給計画供給計画にににに基基基基づづづづ
いていていていて性能表示木性能表示木性能表示木性能表示木
材材材材をををを供給供給供給供給

供給先の開拓

ニーズを反映

①供給計画
③事業申請
⑤供給実績報告

市市市市　　　　場場場場
■■■■改正建築基準法等改正建築基準法等改正建築基準法等改正建築基準法等のののの動動動動きをきをきをきを反映反映反映反映しししし、、、、性性性性
能能能能がががが確確確確かでかでかでかで信頼性信頼性信頼性信頼性のののの高高高高いいいい製品製品製品製品がががが求求求求められめられめられめられ
ているているているている。。。。

■■■■外材外材外材外材、、、、国産材国産材国産材国産材をををを含含含含むむむむ、、、、全国全国全国全国のののの建築用材建築用材建築用材建築用材
出荷量出荷量出荷量出荷量のうちのうちのうちのうち、、、、JASJASJASJAS格付割合格付割合格付割合格付割合はははは10101010％％％％であであであであ
りりりり、、、、このうちのこのうちのこのうちのこのうちの国産材国産材国産材国産材のののの割合割合割合割合はははは3333....5555％（％（％（％（推定推定推定推定
値値値値））））

県内製材業県内製材業県内製材業県内製材業
■JAS■JAS■JAS■JAS制度制度制度制度のののの普及状況普及状況普及状況普及状況
　H19に9工場が新たに認定され、県下の認定
工場は12工場となり、取得を検討する工場も増
えている。

■■■■性能測定性能測定性能測定性能測定によるによるによるによる新新新新たなたなたなたなサービスサービスサービスサービスのののの付加付加付加付加
　　　　「れいほくスケルトン」では、構造上強度が求
められる横架材等には、製品の強度を測定し、
求められる強度を満たした部材を提供してい
る。

林業分野林業分野林業分野林業分野でのでのでのでの産業成長戦略産業成長戦略産業成長戦略産業成長戦略
■加工加工加工加工【【【【製品製品製品製品のののの品質品質品質品質のののの向上向上向上向上】】】】
・JAS制度の普及に取り組み、認定工場の
拡大

■販売販売販売販売【【【【販売力販売力販売力販売力のののの強化強化強化強化】】】】
・企業と県が連携した販売促進活動の推進
・ブランド戦略を構築し、顔の見える取引を
推進

全国全国全国全国にににに先駆先駆先駆先駆けてけてけてけて、、、、県下県下県下県下をあげてをあげてをあげてをあげて性能表示製品性能表示製品性能表示製品性能表示製品のののの流通促進流通促進流通促進流通促進にににに取取取取りりりり組組組組むことによりむことによりむことによりむことにより、、、、市場市場市場市場にににに【【【【高知県産高知県産高知県産高知県産
木材木材木材木材はははは性能性能性能性能がががが表示表示表示表示されておりされておりされておりされており、、、、信頼信頼信頼信頼できるできるできるできる木材木材木材木材】】】】をいうをいうをいうをいうイメージイメージイメージイメージがががが定着定着定着定着しししし、、、、県産木材県産木材県産木材県産木材のののの知名度向上知名度向上知名度向上知名度向上
とととと需要拡大需要拡大需要拡大需要拡大をををを図図図図るるるる。。。。

        別図（林４）

性能表示木材流通促進事業

　
　含水率・強度の表示やＪＡＳ制度の活用を促し、性能や品質が目に見える木材の安定的な供給を推進することで、市場での信頼性を高め、県産
材の販路開拓に繋げます。

対策のポイント

新規新規新規新規
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○「顔の見える家づくり」を進める企業を中
   心に人工乾燥材の供給力が高まっている
　　１社あたり乾燥室数：2.8室
　　　県下平均　 　　　　：2.1室

○梁桁材を含む構造材をパッケージした「れ
   いほくスケルトン」や「接着重梁」といった
   梁桁材に係わる新商品が生まれている

○高知県の民有林は戦後造林木が
   成熟しつつある
　
     ８齢級（３６年生）以上の割合が７５％
　　梁桁材のような断面の大きい製材
　　品用丸太の供給能力が増している

【土佐の梁桁材普及推進事業】

優良な県産梁桁の流通と普及促進を行うことで
販路の拡大と市場における優良知名度を高め
るチャンス

高知県

県産梁桁材に
加え県産材
を邸別供給
（乾燥材、
10m3以上）

住宅等見学会を
開催し、チラシ等
で県産材をＰＲ

建築主

 住宅等の写真提
供
ＰＲ活動に協力

梁桁ネットワーク
ホームページ
に建築事例
を掲載しＰＲ

ＰＲ活動の実施を
条件に１０万円

以内の助成

協力への謝礼
として３万円相当
の県産品贈呈

流通
促進県下

製材業
木材流通業

ＰＲ

ＰＲ

製材・加工 工務店等

○国産梁桁材の利用率は柱類に比べ
   低位であり市場開拓の余地が高い
　
     梁桁材(横架材) : 15.0%
　   柱 : 65.7% 、 土台 : 58.8%

森林資源

産業成長戦略：
①「れいほくスケルトン」のようなブランド戦略を構築し、顔の見える取組を推進
②ＩＴの積極的な活用により、情報発信と消費者ニーズの把握
③梁桁ネットワークシステム整備と利用拡大

【事業主体】
　高知県外の
　　・工務店、設計事務所
　　・住宅関連企業で
　　　組織する団体・ｸﾞﾙｰﾌﾟ
　　・ほか

県産材
（乾燥材）を
使用した
住宅等

        別図（林５）

土佐の梁桁材普及推進事業

　県外で建築される住宅等において、県産梁桁材の利用と住宅見学会や建築事例紹介などの普及・ＰＲを一体的に推進して、その販路拡大に
繋げます。

対策のポイント

新規新規新規新規
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        別図（林６）

木質バイオマス普及事業

供給源供給源供給源供給源（（（（利用間伐地利用間伐地利用間伐地利用間伐地））））

（ペレット工場・チップ工場・製紙工場）

県の支援

導入経費支援

森の工場活性化対策事業（B）

造材歩留りを上げカスケード利用
を進めるために、C材の搬出経費

に対して支援

対象：森の工場

H21　10,000t

自伐林家等支援事業(C)

小口の素材搬入経費に対して補助
を行い、森林所有者の収入補填
（土場回収費・取扱事務費・運送
費）

対象：森林組合（自伐林家）

　　　H21　1,250m3

県内外の需要先

エネルギー利用

マテリアル利用

エネルギー利用

木質バイオマス普及事業（Ａ）

木質バイオマス燃料の供給計画を
持つ利用機器の導入支援

（バイオマス利用機器導入経費）

H21　ボイラー9台

 　　ストーブ10台

(住友大阪セメント等)

製材工場端材

加工・製品化（ペレット等） 資金拠出

CO2排出削減量

供　給 需　要バイオマス安定供給

B・C事業
収集運搬コスト削減

A事業
需要拡大・流通量増加

発生する収益を山側に還元

将来目標

「補助金無しで
流通が成立するこ
とをめざす」

産業振興計画

担い手対策

担い手対策
４，０００～６，０００円/m3

排出事業者

周辺需要先

木質バイオマス燃料の利用機器導入を支援し利用量を増加させることにより、未利用木質バイオマスの活用を促進します。

対策のポイント

新規新規新規新規
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新しい森林管理の
手法の確立に向け

２１年度 ２２年度 ２３年度２０年度の
の取組

◆森林管理代行検討会を設置
　・森林政策課
　・林業改革課
　・森づくり推進課

◆検討状況
　１　島根県の「雲南市森林
　　管理(信託契約)」の調査
　２　山口県の森林管理シス
　　テムの検討資料の調査
　３　部内での勉強会の開催
　　　　２回
　４  H21年度新規事業「森
　　林適正化支援事業」の細
　　部検討

◆森林の集団管理モデル事業

　森林管理に取り組む森林組合
　・対象森林調査面積　200ha
　・委員会検討手法の実証取組

◆森林管理手法検討委員会
　・外部委員からなる委員会
　　年4回開催
　・H21手法の検討と実証の取
　　組検討
　・ｱﾝｹｰﾄ分析
　・中間手法報告書作成

◆森林管理手法検討委員会
　・年4回開催
　・初年度の取組を課題に検討
　・H20年度分　実施状況検討
　・ｱﾝｹｰﾄ分析
　・中間手法報告作成

◆森林の集団管理モデル事業

　森林管理に取り組む森林組合
　・対象森林調査面積　200ha
　・手法パターンの実証取組
　・既存調査地の検証  400ha
　・取組の課題を検討

◆森林の集団管理モデル事業

　森林管理に取り組む森林組合
　・対象森林調査面積　200ha
　・手法パターンの実証取組
  ・既存調査地の検証　200ha
　・取組の課題を検討

◆森林管理手法検討委員会
　・年4回開催
　・2年間の実証を取りまとめ
　・森林管理代行システムﾊﾟﾝﾌ
　　ﾚｯﾄ作成
　・最終報告書作成（H24年度
　　以降の普及促進に向けた
　　提言など）

情報共有 情報共有 情報共有

　・森林資源、地形条件・経済林・保全林など森林資源パターンによる管理方法を制度化する。
　・森林境界確定の事業成果とリンクしながら、間伐事業量の確保と雇用の創出の視点で管理手法を確立する。
　・管理代行システムの信頼度の向上及び管理契約費用のメニュー化確立
　・吸収源対策の加速化・放置森林や荒廃森林の解消と健全な森づくりの推進
　・森林放棄所有者の森林対策の検討(公共団体への寄附による公的管理など)

森林管理適正化支援事業

　
　　森林所有者の不在村化や管理意欲の低下などにより、適正な管理が行われていない森林について管理手法を検討し、普及につなげる。

対策のポイント

別図（林７）

新規新規新規新規
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Ⅱ 専門分野の成長戦略

３ 水産業分野
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漁
家
族
の

　
・
雇
用
の
場
を
確
保

　
・
所
得
の
向
上

海洋資源を活用した産業化

滞在型・体験型
観光への転換

新たな産業興し

水産加工

経営としての規模拡大（産業化）

漁業者の所得向上

漁業者とその家族の所得を向上させ、ともに地域内で生活することを目指す後継者の確保

・スケールメリット
（量、品揃え、体制）

・公益的機能

・全県的な計画性

・漁協経営の改善

県
漁
協
が

有
す
る
機
能

【今後も持続する漁業・漁村の構築に向けた戦略】

－－－－

＋＋＋＋

漁業収入の増加（魚価の向上）

産地価格の向上による直接収益
県漁協の付加価値向上販売による

間接収益

漁業費用の削減

燃油・資材等の供給価格の低減
経営の合理化

（燃油・資材等の使用量や労働力の低減）
＝

・大量に漁獲される一部の魚種
　例）シイラ、サバ、メジカ、
　　　イワシ類、キビナゴ

・釣り漁業による
　　少量多品種
　　高品質魚
　　鮮魚流通中心

・全国ブランド「土佐のカツオ」

・タイ、ブリ類中心の養殖魚

特徴を逆に
活かす

・自然、食材、料理、
　歴史、文化

前処理加工・冷凍保管

（例）
・藁焼きタタキ
・メジカペットフード　など

原魚の安定供給　　　　新商品開発　　　　販路開拓　　　　　運転資金既存の調味加工

給食、外食等業務筋へ

県内外の量販店へ

販売
○県漁協のブランド力や販路の活用
○県漁協による産地証明や品質保証
○県外への宣伝・ＰＲ
○農産加工品と連携した販売

新しい取組

既存の加工

他と差別化した
商品開発

特徴を逆に
活かす取組

課題

入札価格入札価格入札価格入札価格（（（（魚価魚価魚価魚価））））のののの向上向上向上向上

Ｄ
Ｃ

Ａ

独自の商品開発

・未利用資源

開発・活用

活用

有利販売有利販売有利販売有利販売のできるのできるのできるのできる取引先取引先取引先取引先のののの
選択選択選択選択とととと拡大拡大拡大拡大

３年間の総括・評価　　　　　　販売戦略

戦略のための資源

本県の海洋資源

本県産魚の特徴

産業間連携による
対応

・既存の誘客事業

販路

県漁連の購買事業を順次承継

県漁連マージンの圧縮   　事業コストの削減　　需要（漁協利用）の拡大

２段階制への移行
（全漁連又は民間から直接仕入）

サービス機能の強
化

県漁協の経営基盤の強
化と経営の合理化

○○○○供給価格引下供給価格引下供給価格引下供給価格引下げのげのげのげの仕組改善仕組改善仕組改善仕組改善 ○○○○個別経営体個別経営体個別経営体個別経営体へのへのへのへの指導指導指導指導

目標

滞在型・体験型観光
機能づくり

育成支援

地域産物の活用

連携・支援

Ｐ：計画　Ｄ：行動　Ｃ：評価　Ａ：改善

外部評価

自己評価

地域での受入体制の整備

地域での話し合い

新たな誘客事業・資源の発掘・開発

他地域との交流・連携による誘客確保

Ｐ

水産加工水産加工水産加工水産加工のののの産業化産業化産業化産業化（（（（１１１１．．．．５５５５次産業化次産業化次産業化次産業化））））にににに向向向向けたけたけたけた戦略戦略戦略戦略

滞在型滞在型滞在型滞在型・・・・体験型観光体験型観光体験型観光体験型観光のののの誘客誘客誘客誘客にににに向向向向けたけたけたけた戦略戦略戦略戦略

　　漁村内での話し合い

地域支援企画員、市町
村、漁協の支援・連携

漁業費用漁業費用漁業費用漁業費用をををを削減削減削減削減するためのするためのするためのするための戦略戦略戦略戦略

３年間の取組
　
鮮魚販売への様々な取組
　
         直販、直接取引き、委託販売
　　　　消費者、量販店、業務筋、給食、
　　　　県内加工業者、県外消費地

生産物生産物生産物生産物（（（（鮮魚鮮魚鮮魚鮮魚））））のののの売上高売上高売上高売上高
をををを伸伸伸伸ばすためのばすためのばすためのばすための戦略戦略戦略戦略

　

　
  漁業者、漁協による鮮度保持、
　衛生管理、規格選別の徹底
　高品質化を支援する施設整備
　

　
   分散化した市場の集約（拠点化）
　 産地市場のオープン化（新規参入）
　 漁協自らも入札に参加

Ｐ

生産量、品揃えの確保

漁獲物の安定確保

高品質な生産物の確保

産地市場での競争性の向上

加
工
用
流
通

零細規模での加工による高付
加価値化

生産性の向上　　　　　　　　　　経営の近代化

経営リスクの管理

個別経営体への指導（記帳、資金繰り等）

県漁協の指導体制の充実（経営指導を担う職員の育成・配置）

省力化・省エネ化への取組養殖技術の向上への動き

観光や他の一次産業との連携

外部への情報発信
戦略的・計画的施設整備
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．生産物生産物生産物生産物（（（（鮮魚鮮魚鮮魚鮮魚））））のののの売上高売上高売上高売上高をををを伸伸伸伸ばすためのばすためのばすためのばすための戦略戦略戦略戦略　　（　　（　　（　　（１１１１））））生産物生産物生産物生産物のののの量量量量のののの確保確保確保確保、                     、                     、                     、                     
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

○○○○

○○○○

（（（（２２２２））））燃油高騰燃油高騰燃油高騰燃油高騰、、、、就業者就業者就業者就業者のののの
　　 　　 　　 　　 高齢化高齢化高齢化高齢化をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした漁漁漁漁
     場     場     場     場のののの整備整備整備整備、、、、漁港漁港漁港漁港のののの活活活活
     用     用     用     用

（（（（磯焼磯焼磯焼磯焼けけけけ対策対策対策対策））））

◆◆◆◆県内県内県内県内のののの藻場面積藻場面積藻場面積藻場面積はははは減減減減
少傾向少傾向少傾向少傾向　　　　((((SSSS50505050のののの1111,,,,035035035035hahahaha
→H→H→H→H12121212にはにはにはには700700700700hahahaha、、、、現在現在現在現在
はさらにはさらにはさらにはさらに減少減少減少減少))))

◆◆◆◆ウニウニウニウニ除去除去除去除去によりによりによりにより一部一部一部一部のののの
地域地域地域地域ではではではでは藻場藻場藻場藻場がががが回復回復回復回復したしたしたした
がががが、、、、回復回復回復回復のののの見見見見られないられないられないられない地地地地
域域域域もももも見見見見られるられるられるられる

◆◆◆◆水産庁水産庁水産庁水産庁にににに要望要望要望要望をををを行行行行いいいい、、、、
HHHH21212121年度年度年度年度からのからのからのからの事業事業事業事業のののの制制制制
度化度化度化度化をををを図図図図ったったったった

◆◆◆◆県県県県がががが実施実施実施実施したしたしたした実証試験実証試験実証試験実証試験
でででで「「「「ウニウニウニウニ除去除去除去除去」」」」がががが藻場回藻場回藻場回藻場回
復復復復にににに有効有効有効有効であることがであることがであることがであることが判判判判
明明明明

◆◆◆◆国国国国のののの従来従来従来従来のののの支援策支援策支援策支援策はははは
ハードハードハードハードととととソフトソフトソフトソフトののののセットセットセットセット
やややや、、、、費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果のののの立証立証立証立証なななな
どをどをどをどを求求求求められるなどめられるなどめられるなどめられるなど事業事業事業事業
導入導入導入導入ののののハードルハードルハードルハードルがががが高高高高かっかっかっかっ
たたたた

◆◆◆◆本県本県本県本県のののの海域特性海域特性海域特性海域特性にににに応応応応じじじじ
たたたた回復手法回復手法回復手法回復手法がががが明明明明らかでならかでならかでならかでな
かったかったかったかった

◆★◆★◆★◆★国国国国のののの新新新新たなたなたなたな制度制度制度制度((((環境生環境生環境生環境生
　　　　　　　　　　　　態系保全活動支援事業態系保全活動支援事業態系保全活動支援事業態系保全活動支援事業))))
　　　　　　　　　　　　のののの導入導入導入導入によるによるによるによる磯焼磯焼磯焼磯焼けけけけ対対対対
　　　　　　　　　　　　策策策策のののの実施実施実施実施
◆★◆★◆★◆★藻場藻場藻場藻場のののの有効利用方法有効利用方法有効利用方法有効利用方法のののの
　　　　　　　　　　　　検討検討検討検討

（（（（沈設型魚礁沈設型魚礁沈設型魚礁沈設型魚礁））））

◆◆◆◆効果効果効果効果がががが明明明明らかでないこらかでないこらかでないこらかでないこ
となどからとなどからとなどからとなどから整備整備整備整備をををを休止中休止中休止中休止中

◆◆◆◆利用状況報告書利用状況報告書利用状況報告書利用状況報告書によるによるによるによる
効果効果効果効果のののの把握把握把握把握

◆◆◆◆市町村市町村市町村市町村をををを通通通通じたじたじたじた漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量
調査調査調査調査のののの実施実施実施実施

◆◆◆◆漁獲効果把握漁獲効果把握漁獲効果把握漁獲効果把握のためのためのためのため
のののの漁業者等漁業者等漁業者等漁業者等のののの協力協力協力協力がががが得得得得
られにくいられにくいられにくいられにくい

◆◆◆◆調査機材等調査機材等調査機材等調査機材等のののの性能不性能不性能不性能不
足足足足

◆◆◆◆沈設型魚礁沈設型魚礁沈設型魚礁沈設型魚礁のののの再整備再整備再整備再整備にににに向向向向
　 　 　 　 けたけたけたけた取組取組取組取組
　　　　★★★★調査船調査船調査船調査船によるによるによるによる現況調査現況調査現況調査現況調査
　　　　◎◎◎◎漁獲効果把握漁獲効果把握漁獲効果把握漁獲効果把握のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ
　　 　　 　　 　　 づくりづくりづくりづくり
　　　　★★★★調査結果調査結果調査結果調査結果のののの情報提供情報提供情報提供情報提供にににに
     よる     よる     よる     よる利用促進利用促進利用促進利用促進とととと新新新新たなたなたなたな
　　 　　 　　 　　 漁具漁法漁具漁法漁具漁法漁具漁法のののの導入導入導入導入
　　　　★★★★沈設型魚礁沈設型魚礁沈設型魚礁沈設型魚礁のののの整備方針整備方針整備方針整備方針
     の     の     の     の検討検討検討検討（（（（整備再開整備再開整備再開整備再開のののの可可可可
　　 　　 　　 　　 否否否否、、、、整備手法等整備手法等整備手法等整備手法等））））

◆◎◆◎◆◎◆◎実施実施実施実施にににに向向向向けたけたけたけた技術技術技術技術のののの習習習習
　　　　　　　　　　　　得得得得とととと施設施設施設施設のののの整備整備整備整備

◆◎◆◎◆◎◆◎活餌供給基地活餌供給基地活餌供給基地活餌供給基地のののの増加増加増加増加

○○○○

（（（（沿岸沿岸沿岸沿岸カツオカツオカツオカツオ一本釣船用一本釣船用一本釣船用一本釣船用
のののの活餌供給基地活餌供給基地活餌供給基地活餌供給基地））））

◆◆◆◆佐賀佐賀佐賀佐賀、、、、土佐清水土佐清水土佐清水土佐清水（（（（HHHH19191919
～～～～休止中休止中休止中休止中）、）、）、）、須崎須崎須崎須崎のののの３３３３ヶヶヶヶ所所所所
でででで実施体制実施体制実施体制実施体制がががが整整整整っているっているっているっている

◆◆◆◆加領郷加領郷加領郷加領郷はははは、、、、現在現在現在現在、、、、実施実施実施実施
されていないされていないされていないされていない

◆◆◆◆カツオカツオカツオカツオ一本釣一本釣一本釣一本釣りりりり漁業漁業漁業漁業のののの
生産性向上生産性向上生産性向上生産性向上のためにはのためにはのためにはのためには
活餌供給基地活餌供給基地活餌供給基地活餌供給基地がががが不足不足不足不足

◆◆◆◆施設整備等施設整備等施設整備等施設整備等をををを支援支援支援支援 ◆◆◆◆飼育技術飼育技術飼育技術飼育技術がががが不十分不十分不十分不十分、、、、事事事事
業全般業全般業全般業全般ののののノウハウノウハウノウハウノウハウのののの不足不足不足不足

◆◆◆◆土佐沖土佐沖土佐沖土佐沖へのへのへのへのカツオカツオカツオカツオのののの来来来来
遊遊遊遊がががが不安定不安定不安定不安定

◆◆◆◆活餌活餌活餌活餌にににに適適適適したしたしたしたイワシイワシイワシイワシ類類類類
のののの来遊来遊来遊来遊がががが不安定不安定不安定不安定（（（（宿毛宿毛宿毛宿毛
湾湾湾湾））））

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状

１１１１．．．．生産量生産量生産量生産量、、、、品揃品揃品揃品揃えのえのえのえの確保確保確保確保
　　　　　　　　漁獲物漁獲物漁獲物漁獲物のののの安定確保安定確保安定確保安定確保

　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（１１１１））））既存既存既存既存のののの漁港漁港漁港漁港・・・・漁場等漁場等漁場等漁場等
             の             の             の             の設備資源設備資源設備資源設備資源のののの活用活用活用活用

（（（（黒潮牧場黒潮牧場黒潮牧場黒潮牧場のののの整備整備整備整備））））

◆◆◆◆12121212基体制基体制基体制基体制をををを維持維持維持維持

◆◆◆◆１１１１基年平均基年平均基年平均基年平均５５５５千万円千万円千万円千万円のののの
水揚水揚水揚水揚げがあるがげがあるがげがあるがげがあるが、、、、設置場設置場設置場設置場
所所所所によりによりによりにより漁獲効果漁獲効果漁獲効果漁獲効果にににに大大大大きききき
なななな差異差異差異差異

◆◆◆◆原材料原材料原材料原材料のののの高騰高騰高騰高騰によりによりによりにより整整整整
備備備備コストコストコストコストがががが増加増加増加増加

◆◆◆◆更新時更新時更新時更新時にはにはにはには同同同同じじじじ場所場所場所場所
にににに、、、、同同同同じじじじ鋼製鋼製鋼製鋼製ケーブルケーブルケーブルケーブル仕仕仕仕
様様様様でででで再設置再設置再設置再設置

◆◆◆◆効率的配置効率的配置効率的配置効率的配置についてについてについてについて
はははは漁業者間漁業者間漁業者間漁業者間のののの調整調整調整調整がががが困困困困
難難難難

◆◆◆◆浮魚礁浮魚礁浮魚礁浮魚礁ごとのごとのごとのごとの漁獲効果漁獲効果漁獲効果漁獲効果
データデータデータデータのののの蓄積蓄積蓄積蓄積がががが不十分不十分不十分不十分

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

○○○○

◆◆◆◆漁獲漁獲漁獲漁獲のののの増加増加増加増加にににに貢献貢献貢献貢献するするするする黒黒黒黒
   潮牧場   潮牧場   潮牧場   潮牧場のののの整備整備整備整備
  ★  ★  ★  ★１２１２１２１２基体制基体制基体制基体制のもとでののもとでののもとでののもとでの最最最最
     大漁獲     大漁獲     大漁獲     大漁獲にににに向向向向けたけたけたけた最適化最適化最適化最適化
     再配置     再配置     再配置     再配置
  ★  ★  ★  ★整備整備整備整備のののの低低低低コストコストコストコスト化化化化

・佐賀、土佐清水漁港で
は漁協の求めにより県外
活餌者が盛漁期のみ活餌
を供給
・須崎では県内業者が恒
常的に活餌供給を行って
いるが漁模様に左右され
安定した供給ができない

Ｐ２４１
別図（水２）参照
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、                     、                     、                     、                     質質質質のののの向上及向上及向上及向上及びびびび市場競争性市場競争性市場競争性市場競争性のののの導入導入導入導入をををを通通通通じたじたじたじた産地入札価格産地入札価格産地入札価格産地入札価格のののの向上向上向上向上　】　】　】　】 【　【　【　【　水産業分野水産業分野水産業分野水産業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆ウニウニウニウニ除去除去除去除去によるによるによるによる藻場藻場藻場藻場のののの回回回回
復復復復（（（（HHHH21212121はははは県内県内県内県内5555ヶヶヶヶ所着手所着手所着手所着手、、、、
HHHH22222222以降以降以降以降はははは数数数数ヵヵヵヵ所追加所追加所追加所追加））））

◆◆◆◆藻場回復藻場回復藻場回復藻場回復をををを受受受受けたけたけたけた漁業漁業漁業漁業
生産活動生産活動生産活動生産活動のののの実施実施実施実施

◆◆◆◆ウニウニウニウニ除去実施地域除去実施地域除去実施地域除去実施地域のののの拡拡拡拡
大大大大

◆◆◆◆現行現行現行現行のののの佐賀佐賀佐賀佐賀、、、、土佐清水土佐清水土佐清水土佐清水
のののの供給基地供給基地供給基地供給基地としてのとしてのとしてのとしての充実充実充実充実
（（（（取扱量取扱量取扱量取扱量のののの増増増増））））

◆◆◆◆水産試験場調査船水産試験場調査船水産試験場調査船水産試験場調査船によによによによ
るるるる現況調査現況調査現況調査現況調査をををを実施実施実施実施（（（（タイプタイプタイプタイプごごごご
とのとのとのとのサンプルサンプルサンプルサンプル調査調査調査調査））））

◆◆◆◆調査結果調査結果調査結果調査結果をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた沈設沈設沈設沈設
型魚礁型魚礁型魚礁型魚礁のののの整備方針整備方針整備方針整備方針のののの検討検討検討検討

◆◆◆◆県内県内県内県内６６６６ヶヶヶヶ所所所所にににに漁港漁港漁港漁港をををを活用活用活用活用
したしたしたした活餌供給活餌供給活餌供給活餌供給をををを整備整備整備整備（（（（加領加領加領加領
郷郷郷郷、、、、宇佐宇佐宇佐宇佐へのへのへのへの事業拡大事業拡大事業拡大事業拡大））））

ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆黒潮牧場黒潮牧場黒潮牧場黒潮牧場のののの最適配置最適配置最適配置最適配置にににに
向向向向けたけたけたけた漁業者漁業者漁業者漁業者のののの調整調整調整調整、、、、コスコスコスコス
トトトト縮減縮減縮減縮減のためののためののためののための情報収集情報収集情報収集情報収集にににに
基基基基づくづくづくづく設置設置設置設置のののの着手着手着手着手

◆◆◆◆12121212基体制堅持基体制堅持基体制堅持基体制堅持のののの下下下下でででで、、、、最最最最
適位置適位置適位置適位置へのへのへのへの設置設置設置設置（（（（最大漁獲最大漁獲最大漁獲最大漁獲
量量量量のののの確保確保確保確保））））

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１

◆◆◆◆県内県内県内県内のののの沈設型魚礁沈設型魚礁沈設型魚礁沈設型魚礁につにつにつにつ
いてほぼいてほぼいてほぼいてほぼ網羅的網羅的網羅的網羅的にににに状況状況状況状況をををを把把把把
握握握握

◆◆◆◆費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた整整整整
備方針備方針備方針備方針にににに基基基基づくづくづくづく、、、、沈設型魚沈設型魚沈設型魚沈設型魚
礁礁礁礁のののの新規設置新規設置新規設置新規設置

◆◆◆◆新新新新たなたなたなたな漁具漁法漁具漁法漁具漁法漁具漁法のののの導入導入導入導入
によるによるによるによる利用価値利用価値利用価値利用価値のののの向上向上向上向上

12基体制のもとでの最大漁獲に向けた最適化再配置

整備の低コスト化

県水産振興課（H21～漁業振興課）、漁港漁場課：低コスト化に向けた情報収集と設計者
との協議、、、、低コスト仕様採用の方針決定

県漁港漁場課：低コスト仕
様による整備実施

実施に向けた技術の習得と施設の整備　・活餌供給基地の増加

県水産試験場：現況調査の実施（まず３年間で県設置魚礁を中心に調査）

調査船による現況調査

漁獲効果把握の仕組みづくり

調査結果の情報提供による利用促進と新たな漁具漁法の導入

県漁業振興課：漁業者、漁
協の意見を踏まえた合理
的な漁獲効果把握の仕組
みづくり

漁業者：漁獲情報の提供
県漁業振興課：漁獲情報の取りまとめ

沈設型魚礁の整備方針の検討

漁業者：活動組織の設立と活動の実践
市町村：財政支援と地元活動組織への円滑な運営支援
県漁業振興課：技術支援、追跡調査の支援及び取組への気運醸成（「磯焼け指針」の普
及）
県水産試験場：追跡調査の実施

国の新たな制度(環境生態系保全活動支援事業)の導入による磯焼け対策の実
施

計画的更新整備

漁業者：最適化再配置に向けた漁業者間の調整（黒牧
委員会で協議検討）、漁獲状況の報告
県漁業振興課：利用者への聞き取り調査（利用状況、依
存度等）と漁業者間調整への支援
県漁港漁場課：既存計画に基づく整備

県漁港漁場課：最適化再
配置計画に基づく整備実
施

県漁業振興課：現況調査結果及び漁獲効果調査結果に
基づく沈設型魚礁の整備方針の検討

本県独自の磯焼け対策
実証試験と指針の作成

【地元採捕による活餌供給（宿毛、須崎）】
漁業者、漁協：活餌の採捕・蓄養技術の習熟と事業の実施
県漁業振興課、漁業指導所：技術の定着に向けた支援と設備投資への支援

【県外業者による活餌供給（佐賀、土佐清水)】

県漁協：取組体制整備
佐賀、土佐清水の活餌供
給量増加に向けた県外業
者との協議

県漁協：土佐沖でのカツオ漁場形成時の活餌供給の実
施

県漁業振興課：施設整備支
援

漁業者：魚礁漁場の積極的活用と、新たな漁具漁法導入への合意形成
県漁業振興課：中間的なものを含め、調査結果を随時漁業者に情報提供

Ｐ２４０
別図（水１）参照
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．生産物生産物生産物生産物（（（（鮮魚鮮魚鮮魚鮮魚））））のののの売上高売上高売上高売上高をををを伸伸伸伸ばすためのばすためのばすためのばすための戦略戦略戦略戦略　　（　　（　　（　　（１１１１））））生産物生産物生産物生産物のののの量量量量のののの確保確保確保確保、                     、                     、                     、                     
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆★◆★◆★◆★３３３３年間年間年間年間のののの集中取締集中取締集中取締集中取締

◆★◆★◆★◆★地域防犯組織地域防犯組織地域防犯組織地域防犯組織のののの設立設立設立設立・・・・
      活動支援      活動支援      活動支援      活動支援

（（（（５５５５））））コストコストコストコスト計算計算計算計算にににに基基基基づくづくづくづく効効効効
　　 　　 　　 　　 果的果的果的果的なななな栽培漁業栽培漁業栽培漁業栽培漁業のののの推推推推
     進     進     進     進

◆◆◆◆栽培漁業基本計画栽培漁業基本計画栽培漁業基本計画栽培漁業基本計画のののの
目標目標目標目標（（（（大型種苗大型種苗大型種苗大型種苗のののの放流放流放流放流））））
達成達成達成達成がががが遅遅遅遅れているれているれているれている

◆◆◆◆マダイマダイマダイマダイ、、、、ヒラメヒラメヒラメヒラメ、、、、エビエビエビエビ
類類類類、、、、イサキイサキイサキイサキ（（（（いずれもいずれもいずれもいずれも小小小小
型種苗型種苗型種苗型種苗））））のののの生産生産生産生産とととと放流放流放流放流をををを
実施実施実施実施

◆◆◆◆県県県県によるによるによるによる小型種苗小型種苗小型種苗小型種苗のののの生生生生
産産産産とととと配付及配付及配付及配付及びびびび効果調査効果調査効果調査効果調査
のののの実施実施実施実施

◆◆◆◆市町村市町村市町村市町村によるによるによるによる中間育成中間育成中間育成中間育成
のののの実施実施実施実施

◆◆◆◆新規対象魚種新規対象魚種新規対象魚種新規対象魚種のののの種苗種苗種苗種苗
生産技術開発生産技術開発生産技術開発生産技術開発

◆◆◆◆大型種苗大型種苗大型種苗大型種苗のののの育成育成育成育成、、、、放流放流放流放流
のためののためののためののための中間育成中間育成中間育成中間育成がががが一一一一
部部部部のののの市町村市町村市町村市町村をををを除除除除きききき定着定着定着定着しししし
なかったなかったなかったなかった

◆◆◆◆クエクエクエクエ、、、、アマダイアマダイアマダイアマダイ等等等等のののの高高高高
級魚級魚級魚級魚はははは費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果、、、、生産生産生産生産
技術技術技術技術のののの問題問題問題問題でででで対象魚種対象魚種対象魚種対象魚種とととと
するにはするにはするにはするには至至至至らずらずらずらず

◆★◆★◆★◆★大型種苗大型種苗大型種苗大型種苗のののの集中放流集中放流集中放流集中放流とととと
　　　　　　　　　　　　効果効果効果効果のののの検証検証検証検証

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

（（（（漁業調整漁業調整漁業調整漁業調整））））
◆◆◆◆漁業制度漁業制度漁業制度漁業制度とととと漁業実態漁業実態漁業実態漁業実態
がががが部分的部分的部分的部分的にににに不調和不調和不調和不調和

◆◆◆◆各種漁業間各種漁業間各種漁業間各種漁業間のののの紛争紛争紛争紛争がががが
存在存在存在存在

◆◆◆◆漁業漁業漁業漁業のののの効率化効率化効率化効率化にににに制約制約制約制約

◆◆◆◆協議会等協議会等協議会等協議会等のののの場場場場でででで双方双方双方双方
のののの意見調整意見調整意見調整意見調整によるによるによるによる紛争紛争紛争紛争
未然防止未然防止未然防止未然防止

◆◆◆◆調整調整調整調整のののの整整整整ったったったった地域地域地域地域かかかか
らららら規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和をををを推進推進推進推進

◆◆◆◆利害関係利害関係利害関係利害関係のののの対立対立対立対立をををを地地地地
元元元元でででで調整調整調整調整するするするする漁協漁協漁協漁協のののの指指指指
導力導力導力導力のののの低下低下低下低下

◆◆◆◆相互理解相互理解相互理解相互理解によるによるによるによる合意合意合意合意
形成形成形成形成がががが進進進進まないまないまないまない

◆◆◆◆紛争紛争紛争紛争のののの解消解消解消解消とととと規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和のののの
   推進   推進   推進   推進

　　　　◎◎◎◎紛争当事者間紛争当事者間紛争当事者間紛争当事者間のののの協議協議協議協議のののの
     場     場     場     場のののの設定設定設定設定
　　　　◎◎◎◎紛争紛争紛争紛争のののの防止防止防止防止
　　　　◎◎◎◎規則改正規則改正規則改正規則改正、、、、規制緩和等規制緩和等規制緩和等規制緩和等にににに
     よる     よる     よる     よる実態実態実態実態にににに適合適合適合適合したしたしたした制度制度制度制度
     の     の     の     の構築構築構築構築

○○○○

◆◆◆◆燃油単価燃油単価燃油単価燃油単価のののの増大増大増大増大がががが漁漁漁漁
業経営業経営業経営業経営をををを圧迫圧迫圧迫圧迫

◆◆◆◆国国国国、、、、県県県県ともにともにともにともにソフトソフトソフトソフト面面面面
（（（（省省省省エネエネエネエネ手法手法手法手法のののの定着等定着等定着等定着等））））
のののの対策対策対策対策やややや融資制度融資制度融資制度融資制度によるによるによるによる
支援支援支援支援をををを実施実施実施実施
（（（（ソフトソフトソフトソフト事業事業事業事業））））
　　　　　　　　・・・・省燃油操業実証事省燃油操業実証事省燃油操業実証事省燃油操業実証事
業業業業（（（（国国国国））））
　　　　　　　　・・・・船底清掃支援及船底清掃支援及船底清掃支援及船底清掃支援及びびびび
省省省省エネエネエネエネ研修会開催研修会開催研修会開催研修会開催（（（（県県県県））））

◆◆◆◆漁業者漁業者漁業者漁業者のののの設備投資設備投資設備投資設備投資へへへへ
のののの意欲低下意欲低下意欲低下意欲低下

◆◆◆◆省省省省エネエネエネエネ手法手法手法手法のののの定着定着定着定着はははは
進進進進みつつあるがみつつあるがみつつあるがみつつあるがハードハードハードハード面面面面
のののの転換転換転換転換はははは進進進進んでいないんでいないんでいないんでいない

◆◆◆◆燃油高騰燃油高騰燃油高騰燃油高騰にににに強強強強いいいい漁業経営漁業経営漁業経営漁業経営
　 　 　 　 のののの確立確立確立確立
　　　　○○○○省省省省エネエネエネエネ機器等機器等機器等機器等のののの情報提情報提情報提情報提
     供     供     供     供とととと国国国国のののの研究開発研究開発研究開発研究開発へのへのへのへの要要要要
     望     望     望     望
　　　　★★★★ハードハードハードハード面面面面のののの経営構造改善経営構造改善経営構造改善経営構造改善
     を     を     を     を進進進進めるためのめるためのめるためのめるための誘導策誘導策誘導策誘導策

○○○○

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

現状現状現状現状

（（（（４４４４））））就業者就業者就業者就業者のののの減少減少減少減少・・・・高齢高齢高齢高齢
　　 　　 　　 　　 化化化化をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた漁業秩漁業秩漁業秩漁業秩
     序     序     序     序のののの確立確立確立確立によるによるによるによる資源資源資源資源
     の     の     の     の確保確保確保確保とととと効率的漁獲効率的漁獲効率的漁獲効率的漁獲

１１１１．．．．生産量生産量生産量生産量、、、、品揃品揃品揃品揃えのえのえのえの確保確保確保確保
　　　　　　　　漁獲物漁獲物漁獲物漁獲物のののの安定確保安定確保安定確保安定確保

　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（３３３３））））燃油高騰燃油高騰燃油高騰燃油高騰へのへのへのへの対策対策対策対策

（（（（漁業取締漁業取締漁業取締漁業取締））））

◆◆◆◆漁業違反漁業違反漁業違反漁業違反のののの頻発頻発頻発頻発

◆◆◆◆県外漁船県外漁船県外漁船県外漁船によるによるによるによる越境越境越境越境
違反操業違反操業違反操業違反操業

◆◆◆◆県警県警県警県警、、、、海保海保海保海保とのとのとのとの連携連携連携連携
がががが不十分不十分不十分不十分

◆◆◆◆違法違法違法違法なななな漁獲漁獲漁獲漁獲がががが存在存在存在存在すすすす
るためるためるためるため漁業者漁業者漁業者漁業者がががが資源資源資源資源をををを
有効活用有効活用有効活用有効活用できないできないできないできない

◆◆◆◆取締船取締船取締船取締船３３３３隻隻隻隻のののの機能向機能向機能向機能向
上上上上とととと同船同船同船同船をををを活用活用活用活用したしたしたした取取取取
締締締締

◆◆◆◆県警県警県警県警ＯＢＯＢＯＢＯＢアドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー
のののの配置配置配置配置でででで取締職員育成取締職員育成取締職員育成取締職員育成
とととと県警県警県警県警とのとのとのとの捜査協力関捜査協力関捜査協力関捜査協力関
係強化係強化係強化係強化

◆◆◆◆芸東地区芸東地区芸東地区芸東地区でのでのでのでの磯根密磯根密磯根密磯根密
漁防止連絡会議漁防止連絡会議漁防止連絡会議漁防止連絡会議のののの開催開催開催開催

◆◆◆◆悪質巧妙化悪質巧妙化悪質巧妙化悪質巧妙化するするするする違反違反違反違反
へのへのへのへの対応不足対応不足対応不足対応不足

◆◆◆◆漁業者漁業者漁業者漁業者へのへのへのへの遵法意識遵法意識遵法意識遵法意識
醸成醸成醸成醸成のためののためののためののための啓発啓発啓発啓発のののの不不不不
足足足足

◆◆◆◆他他他他のののの捜査機関捜査機関捜査機関捜査機関とのとのとのとの連連連連
携不足携不足携不足携不足

◆◆◆◆取締経費取締経費取締経費取締経費のののの確保確保確保確保

○○○○

Ｐ２４１
別図（水２）参照
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、                     、                     、                     、                     質質質質のののの向上及向上及向上及向上及びびびび市場競争性市場競争性市場競争性市場競争性のののの導入導入導入導入をををを通通通通じたじたじたじた産地入札価格産地入札価格産地入札価格産地入札価格のののの向上向上向上向上　】　】　】　】 【　【　【　【　水産業分野水産業分野水産業分野水産業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆違反摘発違反摘発違反摘発違反摘発のののの強化強化強化強化

◆◆◆◆県外漁船県外漁船県外漁船県外漁船のののの検挙検挙検挙検挙

◆◆◆◆啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動によるによるによるによる違反防違反防違反防違反防
止止止止

◆◆◆◆県県県県によるによるによるによる大型種苗大型種苗大型種苗大型種苗のののの生生生生
産産産産、、、、放流放流放流放流とととと効果調査効果調査効果調査効果調査へのへのへのへの着着着着
手手手手

◆◆◆◆市町村等市町村等市町村等市町村等がががが実施実施実施実施するするするする中中中中
間育成技術間育成技術間育成技術間育成技術ののののレベルアップレベルアップレベルアップレベルアップ

◆◆◆◆大型種苗大型種苗大型種苗大型種苗のののの放流放流放流放流がががが定着定着定着定着
したしたしたした状態状態状態状態

◆◆◆◆ソフトソフトソフトソフト施策施策施策施策によるによるによるによる省省省省エネエネエネエネ
操業操業操業操業のののの定着定着定着定着

◆◆◆◆ハードハードハードハード対策対策対策対策（（（（省省省省エネエネエネエネ機器機器機器機器
のののの普及等普及等普及等普及等））））によるによるによるによる燃油高騰燃油高騰燃油高騰燃油高騰
にににに強強強強いいいい漁業経営漁業経営漁業経営漁業経営へのへのへのへの構造構造構造構造
改革改革改革改革

◆◆◆◆漁業者漁業者漁業者漁業者のののの相互理解相互理解相互理解相互理解によによによによ
るるるる紛争解消紛争解消紛争解消紛争解消

◆◆◆◆漁業紛争漁業紛争漁業紛争漁業紛争のののの解消解消解消解消

◆◆◆◆規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和によるによるによるによる漁業生漁業生漁業生漁業生
産活動産活動産活動産活動のののの効率化効率化効率化効率化

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿
ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３ＨＨＨＨ２０２０２０２０

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２

◆◆◆◆漁業違反通報漁業違反通報漁業違反通報漁業違反通報のののの減少減少減少減少

省エネ機器等の情報提供と国の研究開発への要望

県水産振興課（H21～漁業振興課）：省エネの最新技術を情報収集し漁業者に提供
                　　　　　　　　　　　　　　  省エネ機器、機関、船体に関する研究開発を国に要望

ハード面の経営構造改善を進めるための誘導策

３年間の集中取締

漁業者・漁協・市町村：機動的な違反情報の提供
県漁業管理課：取締船による違反の抑止
　　　　　　　　　地元漁民やフェリー会社等からの効果的な情報収集
　　　　　　　　　（用船や協力漁船の利用）
　　　　　　　　　県警・海保との連携の充実（連絡会議等）

防犯組織：巡視、啓発、情報提供
　　　　　　　県の財政支援と会費徴収による自主運営

　地域防犯組織の設立・活動支援
室戸地区へ防犯
組織の設立 漁業者：相互牽制による法令の遵守

漁業者・漁協・市町村：防犯組織の設立と参加、モラル向上への取組
県漁業管理課：違反未然防止に向けた啓発方法の改善
                     防犯組織の設立支援

漁業者・漁協：
・必要に応じ新たな協議の
場の設定・参加
・規制緩和等の検討

県漁業管理課：
・協議の場づくりの働きか
け

県漁業管理課：
・紛争の解決等協議の
整った案件につき着手
・地元関係者、周辺地区調
整
・試験操業等の実施

漁業者・漁協：
・業者間の紛争防止協議の推進
・積極的な紛争防止、解決
・自主的なルール作りとその成文化
・規制緩和の推進

県漁業管理課：
・第３者的立場での参加、意見の対立を調整
・協議結果のルール化、法令遵守の指導・支援

県漁業管理課：
・調整の整ったものから順
次制度の見直し

紛争当事者間の協議の
場の設定

規則改正、規制緩和等による実態に適合した制
度の構築

紛争の防止

漁業者、漁協：効果調査への協力と放流資源の管理
市町村：中間育成技術のレベルアップ、効果調査への協力
県漁業振興課：大型種苗の生産、計画的な施設の維持管理
　　　　　　　　　  効果調査結果の広報と大型種苗放流の有利性の普及啓発
県漁業指導所、水産試験場：効果測定、効果調査、中間育成の技術指導

大型種苗の集中放流と効果の検証

小型種苗の放流

ソフト対策による省エネ操
業の定着

漁業者：支援制度の積極的活用による構造改善
漁協、市町村：支援制度の仕組みへの関与、漁業者への指導
県水産政策課：ハード面での構造改善への支援
県漁業振興課：ハード面での構造改善への支援
　　　　　　　　　 省エネ機関・機器、省エネソフト対策に関する情報収集と提供

通常取締り

Ｐ２４０
別図（水１）参照
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．生産物生産物生産物生産物（（（（鮮魚鮮魚鮮魚鮮魚））））のののの売上高売上高売上高売上高をををを伸伸伸伸ばすためのばすためのばすためのばすための戦略戦略戦略戦略　　（　　（　　（　　（１１１１））））生産物生産物生産物生産物のののの量量量量のののの確保確保確保確保、                     、                     、                     、                     
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

◆◆◆◆高度衛生管理高度衛生管理高度衛生管理高度衛生管理にににに対応対応対応対応したしたしたした
   市場   市場   市場   市場のののの施設整備施設整備施設整備施設整備をををを促進促進促進促進
　 　 　 　 ○○○○拠点市場拠点市場拠点市場拠点市場のののの計画的整備計画的整備計画的整備計画的整備

◆○◆○◆○◆○拠点市場拠点市場拠点市場拠点市場へのへのへのへの重点投資重点投資重点投資重点投資
      及      及      及      及びびびび必要性必要性必要性必要性のののの高高高高いいいい市場市場市場市場
      への      への      への      への鮮度保持鮮度保持鮮度保持鮮度保持・・・・衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理
      施設      施設      施設      施設のののの更新更新更新更新などによるなどによるなどによるなどによる高高高高
      品質      品質      品質      品質なななな生産物生産物生産物生産物のののの確保確保確保確保

○○○○

（（（（２２２２））））ハードハードハードハード面面面面 ◆◆◆◆高度衛生管理型市場高度衛生管理型市場高度衛生管理型市場高度衛生管理型市場はははは
田田田田ノノノノ浦市場浦市場浦市場浦市場のみのみのみのみ

◆◆◆◆主主主主なななな市場市場市場市場にはにはにはには製氷装置製氷装置製氷装置製氷装置
やややや冷海水製造装置冷海水製造装置冷海水製造装置冷海水製造装置などのなどのなどのなどの
鮮度鮮度鮮度鮮度････衛生管理施設衛生管理施設衛生管理施設衛生管理施設をををを整整整整
備済備済備済備済みみみみ

◆◆◆◆主要主要主要主要なななな市場以外市場以外市場以外市場以外のののの一部一部一部一部
でででで海水殺菌装置海水殺菌装置海水殺菌装置海水殺菌装置のののの新新新新たなたなたなたな
需要需要需要需要があるがあるがあるがある

◆◆◆◆上記施設上記施設上記施設上記施設のののの老朽化老朽化老朽化老朽化などなどなどなど
によるによるによるによる更新需要更新需要更新需要更新需要があるがあるがあるがある

◆◆◆◆地域地域地域地域のののの要望要望要望要望にににに応応応応じてじてじてじて施施施施
設整備設整備設整備設整備をををを実施実施実施実施

◆◆◆◆分散分散分散分散したしたしたした産地市場産地市場産地市場産地市場でのでのでのでの
取扱量取扱量取扱量取扱量にににに応応応応じたじたじたじた整備整備整備整備をををを行行行行
なっておりなっておりなっておりなっており、、、、規模規模規模規模がががが小小小小さいさいさいさい

◆◆◆◆市場市場市場市場のののの統廃合統廃合統廃合統廃合やややや販売計販売計販売計販売計
画画画画をををを見据見据見据見据えたえたえたえた整備整備整備整備になっになっになっになっ
ていないていないていないていない

◆◆◆◆新新新新たなたなたなたなハードハードハードハード整備整備整備整備にににに必必必必
要要要要なななな漁協漁協漁協漁協のののの自己資金自己資金自己資金自己資金のののの調調調調
達達達達

◆◆◆◆行政側行政側行政側行政側のののの財源財源財源財源のののの確保確保確保確保

２２２２．．．．高品質高品質高品質高品質なななな生産物生産物生産物生産物のののの確保確保確保確保（（（（鮮魚鮮魚鮮魚鮮魚
    の    の    の    の商品化商品化商品化商品化））））
　　　　
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（１１１１））））ソフトソフトソフトソフト面面面面

○○○○ ○○○○

◆◆◆◆鮮度保持鮮度保持鮮度保持鮮度保持、、、、衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理にににに
関関関関するするするする意識意識意識意識やややや技術技術技術技術にににに、、、、漁漁漁漁
業者間業者間業者間業者間でのでのでのでの濃淡濃淡濃淡濃淡があるがあるがあるがある
（（（（特特特特にににに一部一部一部一部のののの網漁業網漁業網漁業網漁業ではではではでは
改善改善改善改善がががが必要必要必要必要））））

◆◆◆◆市場搬入後市場搬入後市場搬入後市場搬入後からからからから搬出搬出搬出搬出まままま
でのでのでのでの鮮度保持鮮度保持鮮度保持鮮度保持、、、、衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理
はははは市場市場市場市場によるによるによるによる格差格差格差格差がががが大大大大きききき
いいいい

◆◆◆◆規格選別規格選別規格選別規格選別はははは、、、、市場市場市場市場によによによによ
りりりりバラバラバラバラバラバラバラバラであるであるであるである

◆◆◆◆一部一部一部一部ののののブランドブランドブランドブランド魚種魚種魚種魚種（（（（キキキキ
ンメダインメダインメダインメダイ、、、、清水清水清水清水サバサバサバサバ））））やややや漁漁漁漁
業種類業種類業種類業種類（（（（定置網漁業定置網漁業定置網漁業定置網漁業））））につにつにつにつ
いてはいてはいてはいては鮮度保持鮮度保持鮮度保持鮮度保持にににに関関関関するするするする
取組取組取組取組をををを実践実践実践実践

◆◆◆◆品質保持品質保持品質保持品質保持へのへのへのへの努力量努力量努力量努力量とととと
魚価反映魚価反映魚価反映魚価反映へのへのへのへの金銭的因果金銭的因果金銭的因果金銭的因果
関係関係関係関係がわかりづらいがわかりづらいがわかりづらいがわかりづらい

◆◆◆◆一部一部一部一部ののののブランドブランドブランドブランド魚種魚種魚種魚種をををを除除除除
きききき、、、、意識意識意識意識のののの統一統一統一統一がががが未実施未実施未実施未実施

◆◆◆◆漁業者漁業者漁業者漁業者やややや漁協職員漁協職員漁協職員漁協職員のののの意意意意
識識識識がががが低低低低いいいい

◆◆◆◆魚種魚種魚種魚種ごとのごとのごとのごとの規格規格規格規格はははは、、、、産産産産
地任地任地任地任せせせせ

◆★◆★◆★◆★鮮度保持鮮度保持鮮度保持鮮度保持・・・・衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理・・・・規規規規
      格選別      格選別      格選別      格選別にににに対対対対するするするする意識意識意識意識・・・・行行行行
      動      動      動      動のののの改革改革改革改革

１１１１．．．．生産量生産量生産量生産量、、、、品揃品揃品揃品揃えのえのえのえの確保確保確保確保
　　　　　　　　漁獲物漁獲物漁獲物漁獲物のののの安定確保安定確保安定確保安定確保

　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（６６６６））））広広広広くくくく「「「「漁業漁業漁業漁業のののの担担担担いいいい手手手手」」」」をををを
　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 確保確保確保確保

◆◆◆◆漁業就業者数漁業就業者数漁業就業者数漁業就業者数ははははHHHH5555からからからから
のののの10101010年間年間年間年間でででで約約約約30303030％％％％減少減少減少減少

◆◆◆◆新規漁業参入者新規漁業参入者新規漁業参入者新規漁業参入者ははははHHHH15151515
年年年年19191919名名名名、、、、HHHH16161616年年年年23232323名名名名、、、、HHHH17171717
年年年年22222222名名名名、、、、HHHH18181818年年年年25252525名名名名、、、、HHHH19191919
年年年年41414141名名名名

◆◆◆◆過去過去過去過去３３３３年間年間年間年間のののの新規就業新規就業新規就業新規就業
者者者者のののの前職前職前職前職はははは、、、、サラリーマンサラリーマンサラリーマンサラリーマン
からのからのからのからの転職転職転職転職などもなどもなどもなども多多多多いいいい（（（（40404040
歳以上歳以上歳以上歳以上49494949名名名名、、、、30303030歳台歳台歳台歳台19191919
名名名名、、、、30303030歳未満歳未満歳未満歳未満20202020名名名名））））

◆◆◆◆支援事業支援事業支援事業支援事業でででで確保確保確保確保したしたしたした漁漁漁漁
業者業者業者業者12121212名名名名（（（（平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢34343434歳歳歳歳））））
はははは中堅漁業者中堅漁業者中堅漁業者中堅漁業者としてとしてとしてとして定着定着定着定着

◆◆◆◆若齢者若齢者若齢者若齢者のののの確保確保確保確保にににに重点重点重点重点

◆◆◆◆漁業就業支援事業漁業就業支援事業漁業就業支援事業漁業就業支援事業のののの実実実実
施施施施（（（（生活費生活費生活費生活費とととと技術指導技術指導技術指導技術指導へへへへ
のののの支援支援支援支援））））

◆◆◆◆新規就業時新規就業時新規就業時新規就業時のののの支援支援支援支援（（（（制制制制
度資金度資金度資金度資金によるによるによるによる支援支援支援支援））））

◆◆◆◆漁業漁業漁業漁業のののの魅力魅力魅力魅力がががが大大大大きくきくきくきく低低低低
下下下下（（（（魚価安魚価安魚価安魚価安、、、、資源減少資源減少資源減少資源減少、、、、3333KKKK
イメージイメージイメージイメージ））））

◆◆◆◆新規就業時新規就業時新規就業時新規就業時ののののハードルハードルハードルハードル
（（（（漁労技術漁労技術漁労技術漁労技術、、、、初期投資初期投資初期投資初期投資、、、、漁漁漁漁
村環境村環境村環境村環境））））のののの高高高高ささささ

◆◆◆◆一部一部一部一部のののの地域地域地域地域をををを除除除除きききき、、、、市市市市
町村町村町村町村、、、、漁協漁協漁協漁協のののの受入体制受入体制受入体制受入体制のののの
不備不備不備不備

◆◆◆◆漁業漁業漁業漁業のののの担担担担いいいい手手手手のののの確保確保確保確保
　　　　◎◎◎◎新規参入新規参入新規参入新規参入をををを促進促進促進促進するするするする仕組仕組仕組仕組
     みの     みの     みの     みの充実充実充実充実
　　　　★★★★幅広幅広幅広幅広いいいい世代世代世代世代からのからのからのからの漁業就漁業就漁業就漁業就
     業者     業者     業者     業者のののの確保確保確保確保
  ◎  ◎  ◎  ◎新規就業者新規就業者新規就業者新規就業者がががが住住住住みやすみやすみやすみやす
     く     く     く     く、、、、働働働働きやすいきやすいきやすいきやすい環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

現状現状現状現状

○○○○

Ｐ２４２
別図（水３）参照

Ｐ２４３
別図（水４）参照
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、                     、                     、                     、                     質質質質のののの向上及向上及向上及向上及びびびび市場競争性市場競争性市場競争性市場競争性のののの導入導入導入導入をををを通通通通じたじたじたじた産地入札価格産地入札価格産地入札価格産地入札価格のののの向上向上向上向上　】　】　】　】 【　【　【　【　水産業分野水産業分野水産業分野水産業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆高度衛生管理高度衛生管理高度衛生管理高度衛生管理にににに対応可能対応可能対応可能対応可能
なななな市場市場市場市場のののの整備計画策定整備計画策定整備計画策定整備計画策定（（（（１１１１
地区地区地区地区））））

◆◆◆◆鮮度保持鮮度保持鮮度保持鮮度保持、、、、衛生管理施設衛生管理施設衛生管理施設衛生管理施設
のののの更新需要更新需要更新需要更新需要へのへのへのへの対応対応対応対応

◆◆◆◆高度衛生管理高度衛生管理高度衛生管理高度衛生管理にににに対応可能対応可能対応可能対応可能
なななな市場市場市場市場のののの整備整備整備整備((((完了完了完了完了１１１１地区地区地区地区、、、、
計画策定計画策定計画策定計画策定１１１１地区地区地区地区））））

◆◆◆◆鮮度保持鮮度保持鮮度保持鮮度保持、、、、衛生管理施設衛生管理施設衛生管理施設衛生管理施設
のののの更新需要更新需要更新需要更新需要へのへのへのへの対応対応対応対応

◆◆◆◆市場市場市場市場からのからのからのからの高高高高いいいい評価評価評価評価とととと信信信信
頼頼頼頼をををを得得得得てのてのてのての浜値浜値浜値浜値のののの向上向上向上向上

◆◆◆◆漁業者漁業者漁業者漁業者によるによるによるによる、、、、よりよりよりより質質質質のののの高高高高
いいいい鮮度保持鮮度保持鮮度保持鮮度保持のののの実施実施実施実施

◆◆◆◆特別特別特別特別なななな鮮度保持鮮度保持鮮度保持鮮度保持ニーズニーズニーズニーズ
（（（（沖沖沖沖〆〆〆〆などなどなどなど））））へへへへ対応対応対応対応できるできるできるできる技技技技
術習得術習得術習得術習得

◆◆◆◆市場市場市場市場におけるにおけるにおけるにおける鮮度保持鮮度保持鮮度保持鮮度保持、、、、
衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理のののの統一実施統一実施統一実施統一実施

◆◆◆◆規格選別規格選別規格選別規格選別のののの普及普及普及普及

◆◆◆◆上記取組上記取組上記取組上記取組によるによるによるによる適正適正適正適正なななな価価価価
格格格格のののの確保確保確保確保

ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１

◆◆◆◆幅広幅広幅広幅広いいいい世代世代世代世代からからからから就業者就業者就業者就業者をををを
確保確保確保確保
　（　（　（　（後継者確保後継者確保後継者確保後継者確保からからからから担担担担いいいい手手手手のののの
確保確保確保確保へへへへ））））

◆◆◆◆「「「「年間年間年間年間22222222名程度名程度名程度名程度（（（（HHHH15151515～～～～
HHHH18181818平均平均平均平均））））のののの新規就業者新規就業者新規就業者新規就業者をををを確確確確
保保保保

◆◆◆◆年間年間年間年間22222222名以上名以上名以上名以上のののの新規就業新規就業新規就業新規就業
者者者者をををを確保確保確保確保

漁業者、漁協：新規就業者が自立するための支援、指導
　　　　　　　　　地域住民による精神面での支援
市町村：若者の定住促進、ＵＩターン者の確保のための住環境整備
県漁港漁場課：市町村による生活環境整備への支援

幅広い世代からの漁業就業者の確保

新規就業者が住みやすく、働きやすい環境づくり

新規参入を促進する仕組みの充実

漁業者、漁協：地域内での働きかけや地域外からの勧誘の積極的な実施
市町村：漁協と一体となった担い手確保活動の実施やＵＩターン者情報の収集
県漁業振興課：就業意欲を高めるための情報提供やＰＲ

新規漁業就業者の確保
若者を対象とした漁業研
修や生活支援

漁業者・漁協：鮮度保持、衛生管理、規格選別に対する意識・行動改革と販売実践（ク
レーム対応）等を通じた技術の高度化とその継続
県水産振興部、工業技術センター：
　・鮮度保持、衛生管理に関する意識・行動改革の取組支援
　・価格バランスを踏まえた規格選別の理解促進（学習会の開催など）
　・鮮度保持、衛生管理に関する技術的支援（普及・定着）
県水産試験場・漁業指導所・工業技術センター：鮮度保持技術に関する日常的支援

鮮度保持・衛生管理・規格選別に対する意識・行動の改革

拠点市場への重点投資及び必要性の高い市場への鮮度保持、衛生管理施設
の更新などによる高品質な生産物の確保

県漁協：清水市場の具体的な整備計画を策定
県合併・流通支援課：整備計画の策定を支援

拠点市場の計画的整備

漁協：市場統合や販売戦略を見据えた鮮度保持・衛生管理施設の整備（更新）、荷揚
げ､荷捌きの省力化、自動化
県漁業振興課：上記取組への支援

宿毛市田ノ浦市場の整備

漁協：指導者の確保、中古船取得制度の仕組みへの関与、准組合員制度の活用
市町村：中古船取得制度の仕組みへの関与と財政支援
県水産政策課：制度資金の拡充
県漁業振興課：研修制度の充実・生活支援・技術指導、中古船取得支援

Ｐ２４０
別図（水１）参照
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．生産物生産物生産物生産物（（（（鮮魚鮮魚鮮魚鮮魚））））のののの売上高売上高売上高売上高をををを伸伸伸伸ばすためのばすためのばすためのばすための戦略戦略戦略戦略　　（　　（　　（　　（１１１１））））生産物生産物生産物生産物のののの量量量量のののの確保確保確保確保、                     、                     、                     、                     
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆市場統合市場統合市場統合市場統合にににに向向向向けたけたけたけた関係者関係者関係者関係者
　 　 　 　 とのとのとのとの協議協議協議協議のののの場場場場づくりづくりづくりづくり
　　　　　　　　★★★★情報情報情報情報のののの収集収集収集収集とととと意識意識意識意識のののの醸醸醸醸
       成       成       成       成
　　　　　　　　★★★★市場整備計画策定協市場整備計画策定協市場整備計画策定協市場整備計画策定協
　　　 　　　 　　　 　　　 議会議会議会議会のののの設置設置設置設置

◆○◆○◆○◆○市場統合市場統合市場統合市場統合をををを見据見据見据見据えたえたえたえたハハハハ
　　　　　　　　　　　　ードードードード整備整備整備整備

（（（（２２２２））））産地市場産地市場産地市場産地市場ののののオープンオープンオープンオープン
　　 　　 　　 　　 化化化化（（（（新規参入新規参入新規参入新規参入））））

◆★◆★◆★◆★既存既存既存既存のののの仲買人仲買人仲買人仲買人とのとのとのとの信頼信頼信頼信頼
　　　　　　　　　　　　関係関係関係関係のののの構築構築構築構築

◆◆◆◆オープンオープンオープンオープン化化化化にににに伴伴伴伴うううう運営運営運営運営リスリスリスリス
　 　 　 　 ククククのののの管理管理管理管理
　　　　　　　　○○○○電算電算電算電算システムシステムシステムシステムのののの整備整備整備整備
　　　　　　　　★★★★取引情報取引情報取引情報取引情報のののの迅速迅速迅速迅速なななな把握把握把握把握

◆◆◆◆市場市場市場市場ルールルールルールルールのののの統一統一統一統一とととと販売販売販売販売
　 　 　 　 力力力力をををを有有有有するするするする新新新新たなたなたなたな仲買人仲買人仲買人仲買人のののの
　 　 　 　 誘致誘致誘致誘致
　　　　★★★★市場市場市場市場ルールルールルールルールのののの統一統一統一統一とととと普及普及普及普及
　　　　★★★★新新新新たなたなたなたな仲買人仲買人仲買人仲買人のののの誘致誘致誘致誘致

（（（（３３３３））））漁協自漁協自漁協自漁協自らもらもらもらも入札入札入札入札にににに参参参参
     加     加     加     加

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

○○○○

◆◆◆◆産地市場拠点化計画産地市場拠点化計画産地市場拠点化計画産地市場拠点化計画
をををを策定策定策定策定しししし、、、、県内県内県内県内にににに７７７７つのつのつのつの
拠点市場拠点市場拠点市場拠点市場をををを位置付位置付位置付位置付けけけけ

◆◆◆◆県漁協県漁協県漁協県漁協はははは５５５５つのつのつのつの拠点拠点拠点拠点
市場市場市場市場とととと２１２１２１２１ののののサブサブサブサブ市場市場市場市場をををを
運営運営運営運営
（（（（取扱高取扱高取扱高取扱高のののの減少等減少等減少等減少等にににに伴伴伴伴
いいいい、、、、８８８８市場市場市場市場がががが休止休止休止休止））））

◆◆◆◆近年近年近年近年のののの市場統合市場統合市場統合市場統合のののの実実実実
績績績績はははは、、、、清水地区清水地区清水地区清水地区でででで漁協漁協漁協漁協
合併合併合併合併にににに伴伴伴伴いいいい３３３３つのつのつのつの市場市場市場市場
をををを統合統合統合統合したしたしたした事例事例事例事例のみのみのみのみ

◆◆◆◆県主導県主導県主導県主導でのでのでのでの総論的総論的総論的総論的なななな
議論議論議論議論にににに止止止止まりまりまりまり、、、、市場関係市場関係市場関係市場関係
者者者者のののの主体的主体的主体的主体的なななな議論議論議論議論がががが欠欠欠欠
如如如如

◆◆◆◆市場統合市場統合市場統合市場統合のののの必要性必要性必要性必要性にににに
ついてのついてのついてのついての、、、、サブサブサブサブ市場市場市場市場にににに水水水水
揚揚揚揚げするげするげするげする組合員組合員組合員組合員のののの理解理解理解理解
不足不足不足不足

現状現状現状現状
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

３３３３．．．．産地市場産地市場産地市場産地市場でのでのでのでの競争性競争性競争性競争性のののの向上向上向上向上
　　　　

　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（１１１１））））分散化分散化分散化分散化したしたしたした市場市場市場市場のののの集集集集
　　　　約約約約（（（（拠点化拠点化拠点化拠点化））））

◆◆◆◆仲買人仲買人仲買人仲買人はははは市場市場市場市場ごとにごとにごとにごとに
固定化固定化固定化固定化しししし、、、、かつかつかつかつ減少傾減少傾減少傾減少傾
向向向向

◆◆◆◆市場市場市場市場ごとにごとにごとにごとに参入条件参入条件参入条件参入条件
等等等等にににに関関関関するするするするルールルールルールルールがまがまがまがま
ちまちちまちちまちちまち

◆◆◆◆市場取引市場取引市場取引市場取引にににに関関関関するするするする排排排排
他的他的他的他的なななな因習因習因習因習のののの存在存在存在存在

◆◆◆◆市場市場市場市場ルールルールルールルールのののの見直見直見直見直しししし
やややや仲買人仲買人仲買人仲買人とのとのとのとの協議協議協議協議にににに着着着着
手手手手（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ20202020））））

◆◆◆◆仲買人仲買人仲買人仲買人のののの既得権益既得権益既得権益既得権益をををを
背景背景背景背景としたとしたとしたとした市場市場市場市場のののの排他排他排他排他
性性性性

◆◆◆◆仲買人仲買人仲買人仲買人とととと漁業者漁業者漁業者漁業者とのとのとのとの
協議不足協議不足協議不足協議不足

○○○○

◆◆◆◆入札担当職員入札担当職員入札担当職員入札担当職員のののの育成育成育成育成
　　　　　　　　◎◎◎◎市場入札市場入札市場入札市場入札へのへのへのへの参入参入参入参入
　　　　　　　　◎◎◎◎販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大のののの段階段階段階段階にににに応応応応じじじじ
　　　 　　　 　　　 　　　 たたたたレベルアップレベルアップレベルアップレベルアップ

◆◆◆◆多多多多くのくのくのくの漁協漁協漁協漁協はははは受託販受託販受託販受託販
売業務売業務売業務売業務にににに止止止止まりまりまりまり、、、、市場市場市場市場へへへへ
のののの参入実績参入実績参入実績参入実績なしなしなしなし

◆◆◆◆直販施設直販施設直販施設直販施設のののの開設開設開設開設にににに向向向向
けけけけ、、、、試験的試験的試験的試験的にににに入札参加入札参加入札参加入札参加
（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ20202020））））
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、                     、                     、                     、                     質質質質のののの向上及向上及向上及向上及びびびび市場競争性市場競争性市場競争性市場競争性のののの導入導入導入導入をををを通通通通じたじたじたじた産地入札価格産地入札価格産地入札価格産地入札価格のののの向上向上向上向上　】　】　】　】 【　【　【　【　水産業分野水産業分野水産業分野水産業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆市場統合市場統合市場統合市場統合にににに向向向向けたけたけたけた漁協内漁協内漁協内漁協内
部部部部でのでのでのでの議論議論議論議論をををを喚起喚起喚起喚起

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆漁協漁協漁協漁協によるによるによるによる市場統合計画市場統合計画市場統合計画市場統合計画
のののの策定策定策定策定とととと実行実行実行実行

◆◆◆◆市場市場市場市場ののののオープンオープンオープンオープン化化化化のののの仕組仕組仕組仕組
みづくりみづくりみづくりみづくり（（（（市場市場市場市場ルールルールルールルールのののの統一統一統一統一
等等等等））））

◆◆◆◆新規参入新規参入新規参入新規参入のののの促進促進促進促進

◆◆◆◆オープンオープンオープンオープンなななな産地市場産地市場産地市場産地市場のののの実実実実
現現現現

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

◆◆◆◆主要主要主要主要なななな市場市場市場市場でででで入札入札入札入札・・・・仕立仕立仕立仕立・・・・
配送配送配送配送システムシステムシステムシステムをををを構築構築構築構築

◆◆◆◆全全全全てのてのてのての拠点市場拠点市場拠点市場拠点市場でででで入札入札入札入札・・・・
仕立仕立仕立仕立・・・・配送配送配送配送システムシステムシステムシステムをををを構築構築構築構築

情報の収集と意識の醸成

県漁協：重点地区を選定し統合に向けた具体的な協議を開
始

県漁協：市場統合の先進事
例等を調査
県合併・流通支援課：県漁
協の市場統合に向けた活動
を支援

市場統合を見据えたハード整備

県漁協・市町村・県漁業振興課・県漁港漁場課：既存の事業を活用し、市場統合を見据え
たハード整備を実施

市場整備計画策定協議会の設置

県漁協：清水市場の整備
に向けた意見交換を実施

県漁協：清水市場整備計画策定協議会を設置し、具体的な整備計画を策定
県合併・流通支援課・土佐清水市：協議会の運営と市場整備計画の策定を支援

既存の仲買人との信頼関係の構築

県漁協：仲買人との協議会を設置し、定期的な意見交換を継続
県合併・流通支援課：仲買人との協議会の運営を支援

電算システムの整備

県漁協：取引情報の管理
に必要な電算システムを
整備
市町村・県海洋政策課：
県漁協の電算システムの
整備を支援

取引情報の迅速な把握

県漁協：電算システムの
稼働により名寄せ管理が
可能となり、運営リスクが
解消

市場ルールの統一と普及

県漁協：仲買人からの受
入保証金や決済サイト等
の統一と新規参入に係る
ガイドラインの策定

県漁協：市場関係者に対
する新たな市場ルールの
周知、徹底

新たな仲買人の誘致

県漁協：新規参入を希望
する仲買人の受け入れ

県漁協：仲買人との意見
交換を開始

県漁協：販売力を有する新たな仲買人の誘致活動を
展開

販路拡大の段階に応じたレベルアップ

県漁協：販路拡大に伴う主要な市場への参入と品揃えの確保等が可能な現場の人員・
体制の整備、本所販売担当職員と入札担当職員の連携強化
県合併・流通支援課：入札担当職員の能力向上に資する取組を支援

市場入札への参入

県漁協：拠点市場等への
入札に参入
県海洋政策課：拠点市場
等への入札参入を支援

Ｐ２４０
別図（水１）参照
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．生産物生産物生産物生産物（（（（鮮魚鮮魚鮮魚鮮魚））））のののの売上高売上高売上高売上高をををを伸伸伸伸ばすためのばすためのばすためのばすための戦略戦略戦略戦略　　（　　（　　（　　（２２２２））））県漁協県漁協県漁協県漁協による                             による                             による                             による                             
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◎◆◎◆◎◆◎県漁協県漁協県漁協県漁協のののの流通販売事業流通販売事業流通販売事業流通販売事業
      に      に      に      に関関関関するするするする取組強化取組強化取組強化取組強化

○○○○ ○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

【【【【今後今後今後今後３３３３年間年間年間年間のののの取組取組取組取組】】】】
○○○○様様様様々々々々ななななチャネルチャネルチャネルチャネルをををを通通通通じてのじてのじてのじての販売販売販売販売
のののの実施実施実施実施
・・・・有利販売先有利販売先有利販売先有利販売先、、、、販売方法販売方法販売方法販売方法のののの模索模索模索模索、、、、
検討検討検討検討
・・・・有利販売有利販売有利販売有利販売にににに向向向向けたけたけたけた人材育成人材育成人材育成人材育成、、、、ノノノノ
ウハウウハウウハウウハウのののの習得外習得外習得外習得外

【【【【総括総括総括総括・・・・評価評価評価評価をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた取組取組取組取組】】】】
○○○○販売子会社販売子会社販売子会社販売子会社のののの設立設立設立設立もももも含含含含めためためためた、、、、以以以以
後後後後のののの販売戦略販売戦略販売戦略販売戦略のののの構築構築構築構築
○○○○販売戦略販売戦略販売戦略販売戦略にににに基基基基づくづくづくづく取扱量取扱量取扱量取扱量のののの拡大拡大拡大拡大
によるによるによるによる、、、、漁協収益漁協収益漁協収益漁協収益のののの向上向上向上向上とととと漁業者漁業者漁業者漁業者
へのへのへのへの収益還元収益還元収益還元収益還元

◆◆◆◆多多多多くのくのくのくの漁協漁協漁協漁協はははは受託販売受託販売受託販売受託販売
業務業務業務業務にとどまりにとどまりにとどまりにとどまり、、、、市場市場市場市場へのへのへのへの
参入実績参入実績参入実績参入実績なしなしなしなし

◆◆◆◆一部一部一部一部、、、、小規模小規模小規模小規模なななな消費者消費者消費者消費者
へのへのへのへの直接販売直接販売直接販売直接販売、、、、業務筋業務筋業務筋業務筋とととと
のののの直接取引直接取引直接取引直接取引、、、、消費地市場消費地市場消費地市場消費地市場
出荷出荷出荷出荷がなされているがなされているがなされているがなされている

◆◆◆◆営業力営業力営業力営業力、、、、交渉力交渉力交渉力交渉力をををを持持持持っっっっ
たたたた人材人材人材人材がががが少少少少ないないないない

◆◆◆◆有利販売有利販売有利販売有利販売ののののノウハウノウハウノウハウノウハウがががが
ないないないない
（（（（あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる有利販売有利販売有利販売有利販売チャネチャネチャネチャネ
ルルルルでのでのでのでの販売実績販売実績販売実績販売実績のののの積積積積みみみみ重重重重
ねがねがねがねが必要必要必要必要））））

◆◆◆◆県漁協県漁協県漁協県漁協のののの財務基盤財務基盤財務基盤財務基盤はははは弱弱弱弱
くくくく、、、、リスクリスクリスクリスクのののの引引引引きききき受受受受けやけやけやけや必必必必
要人員確保要人員確保要人員確保要人員確保のののの余裕余裕余裕余裕がないがないがないがない

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

Ｐ２４４
別図（水５）参照
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による                             による                             による                             による                             「「「「土佐土佐土佐土佐のののの魚魚魚魚」」」」へのへのへのへの付加価値向上付加価値向上付加価値向上付加価値向上】】】】 【　【　【　【　水産業分野水産業分野水産業分野水産業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２

◆◆◆◆有利販売有利販売有利販売有利販売のできるのできるのできるのできる取引先取引先取引先取引先
のののの選択選択選択選択とととと拡大拡大拡大拡大

◆◆◆◆市場信用力市場信用力市場信用力市場信用力のののの獲得獲得獲得獲得とととと産地産地産地産地
としてのとしてのとしてのとしての認知度向上認知度向上認知度向上認知度向上、、、、ブランブランブランブラン
ドドドド化化化化のののの実現実現実現実現

◆◆◆◆漁業者漁業者漁業者漁業者へのへのへのへの収益還元収益還元収益還元収益還元（（（（手手手手
数料数料数料数料のののの引引引引きききき下下下下げげげげ等等等等））））のののの実施実施実施実施

◆◆◆◆多多多多くのくのくのくの漁業者漁業者漁業者漁業者がががが実感実感実感実感できできできでき
るるるる浜値向上浜値向上浜値向上浜値向上へのへのへのへの寄与寄与寄与寄与（（（（実現実現実現実現））））

◆◆◆◆取引先取引先取引先取引先にににに応応応応じたじたじたじた集出荷体集出荷体集出荷体集出荷体
制整備制整備制整備制整備とととと販売販売販売販売ノウハウノウハウノウハウノウハウのののの獲獲獲獲
得得得得

◆◆◆◆営業担当職員営業担当職員営業担当職員営業担当職員（（（（プロプロプロプロ））））のののの養養養養
成成成成

◆◆◆◆有利販売先有利販売先有利販売先有利販売先のののの見極見極見極見極めめめめ((((３３３３年年年年
間間間間のののの総括総括総括総括・・・・評価評価評価評価））））とととと以後以後以後以後のののの販販販販
売戦略売戦略売戦略売戦略のののの構築構築構築構築

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿
ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

首都圏を中心とした取引
の展開

県漁協の流通販売事業に関する取組強化

アンテナ
ショップの
オープン

総括・評価

県漁協：
    ・集出荷体制や販売事業のノウハウ確立
    ・多様な有利販売チャネルの開拓
    ・販売体制と財務基盤の強化
    ・販売に関する人材の効果的な育成（プロの育成）
    ・外部アドバイザーの意見の活用や民間販売会社との連携による漁業者､漁協職員の育成
    ・浜への情報のフィードバックによる一層の高品質化
    ・３年後の総括と販売戦略の構築
市町村：県と連携した県漁協への取組支援、地域での独自の取組
県合併・流通支援課：
    ・県漁協の流通販売事業に対する支援
    ・本県水産物のＰＲ、ブランド化
    ・地産地消など消費拡大の取組
    ・健全経営早期実現への支援

直販店を中心とした販売
事業の展開

県内量販店との直接取引
の展開
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【２２２２．．．．県県県県１１１１漁協漁協漁協漁協によるによるによるによる漁業費用漁業費用漁業費用漁業費用をををを削減削減削減削減するためのするためのするためのするための戦略戦略戦略戦略】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆県漁連県漁連県漁連県漁連のののの事業承継事業承継事業承継事業承継
　　　　　　　　○○○○電算電算電算電算システムシステムシステムシステムのののの整備整備整備整備
　　　　　　　　★★★★県漁連県漁連県漁連県漁連のののの事業承継事業承継事業承継事業承継

◆★◆★◆★◆★中間中間中間中間マージンマージンマージンマージンのののの還元還元還元還元

◆◆◆◆事業承継事業承継事業承継事業承継（（（（漁連漁連漁連漁連のののの組織改組織改組織改組織改
　 　 　 　 編編編編））））にににに伴伴伴伴うううう影響影響影響影響のののの緩和緩和緩和緩和
　　　　　　　　★★★★資金調達資金調達資金調達資金調達をををを支援支援支援支援
　　　　　　　　★★★★不参加漁協不参加漁協不参加漁協不参加漁協へのへのへのへの軽油供軽油供軽油供軽油供
       給       給       給       給のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり
　　　　　　　　★★★★不参加漁協不参加漁協不参加漁協不参加漁協へのへのへのへの軽油軽油軽油軽油のののの
　　　 　　　 　　　 　　　 供給供給供給供給

    

（（（（２２２２））））事業事業事業事業コストコストコストコスト（（（（手数料手数料手数料手数料
     等     等     等     等））））のののの削減削減削減削減

◆◆◆◆合併前合併前合併前合併前はははは、、、、漁協経営漁協経営漁協経営漁協経営のののの
悪化悪化悪化悪化にににに伴伴伴伴いいいい各種手数料各種手数料各種手数料各種手数料がががが
増加増加増加増加

◆◆◆◆県漁協県漁協県漁協県漁協はははは支所別支所別支所別支所別、、、、市場市場市場市場
別別別別にににに手数料率手数料率手数料率手数料率をををを設定設定設定設定

※※※※条件整備条件整備条件整備条件整備
（（（（合併時合併時合併時合併時のののの参画基準参画基準参画基準参画基準のののの設設設設
定定定定、、、、欠損金欠損金欠損金欠損金をををを持込持込持込持込むむむむ漁協漁協漁協漁協
にににに対対対対しししし経営改善計画経営改善計画経営改善計画経営改善計画のののの策策策策
定定定定・・・・実行実行実行実行をををを義務付義務付義務付義務付けけけけ））））

◆◆◆◆５５５５億円億円億円億円のののの欠損金欠損金欠損金欠損金をををを抱抱抱抱ええええ
ててててスタートスタートスタートスタートしたしたしたした県漁協県漁協県漁協県漁協はははは欠欠欠欠
損金損金損金損金のののの計画的計画的計画的計画的なななな圧縮圧縮圧縮圧縮をををを最最最最
優先優先優先優先にににに位置付位置付位置付位置付けけけけ

◆◆◆◆県漁協県漁協県漁協県漁協のののの経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの強化強化強化強化
　 　 　 　 とととと経営経営経営経営のののの合理化合理化合理化合理化
　　　　　　　　○○○○収支管理収支管理収支管理収支管理のののの徹底徹底徹底徹底
　　　　　　　　○○○○借入金借入金借入金借入金のののの圧縮圧縮圧縮圧縮をををを支援支援支援支援

○○○○

（（（（３３３３））））需要需要需要需要（（（（漁協利用漁協利用漁協利用漁協利用））））のののの
     拡大     拡大     拡大     拡大

◆◆◆◆合併前合併前合併前合併前はははは、、、、組合員組合員組合員組合員のののの漁漁漁漁
協離協離協離協離れがれがれがれが進進進進みみみみ、、、、民間民間民間民間とのとのとのとの
取引取引取引取引がががが伸長伸長伸長伸長

◆◆◆◆民間民間民間民間にににに比比比比べべべべ総総総総じてじてじてじて割高割高割高割高
ででででサービスサービスサービスサービスのののの質質質質もももも低水準低水準低水準低水準

◆◆◆◆組合員組合員組合員組合員にににに対対対対しししし漁協漁協漁協漁協のののの購購購購
買事業買事業買事業買事業をををを利用利用利用利用するようするようするようするよう要要要要
請請請請

◆◆◆◆サービスサービスサービスサービス業業業業としてのとしてのとしてのとしての意意意意
識識識識とととと行動行動行動行動のののの欠如欠如欠如欠如

◆★◆★◆★◆★ニーズニーズニーズニーズ調査調査調査調査にににに基基基基づくづくづくづくサーサーサーサー
　　　　　　　　　　　　ビスビスビスビス改善改善改善改善とととと人材育成人材育成人材育成人材育成

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

◆◆◆◆17171717漁協漁協漁協漁協がががが県県県県1111漁協合併漁協合併漁協合併漁協合併
をををを否決否決否決否決しししし、、、、県漁連県漁連県漁連県漁連のののの包括包括包括包括
承継承継承継承継はははは困難化困難化困難化困難化

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◆◆◆県漁連県漁連県漁連県漁連のののの包括承継包括承継包括承継包括承継をををを前前前前
提提提提としたとしたとしたとした漁協合併漁協合併漁協合併漁協合併のののの推進推進推進推進

◆◆◆◆系統系統系統系統３３３３段階制段階制段階制段階制がががが燃油燃油燃油燃油・・・・
資材資材資材資材のののの供給価格引下供給価格引下供給価格引下供給価格引下げのげのげのげの
足枷足枷足枷足枷

◆◆◆◆25252525漁協漁協漁協漁協がががが合併合併合併合併ししししＨＨＨＨ20202020．．．．
4444．．．．1111、、、、県漁協県漁協県漁協県漁協をををを設立設立設立設立

◆◆◆◆県漁連総会県漁連総会県漁連総会県漁連総会でででで県漁協県漁協県漁協県漁協へへへへ
ののののＨＨＨＨ22222222年度末年度末年度末年度末までのまでのまでのまでの事業事業事業事業
移管移管移管移管をををを決議決議決議決議（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ20202020．．．．10101010．．．．1111））））

○○○○

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状

１１１１．．．．供給価格引下供給価格引下供給価格引下供給価格引下げのげのげのげの仕組改善仕組改善仕組改善仕組改善

　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（１１１１））））県漁連県漁連県漁連県漁連のののの事業承継事業承継事業承継事業承継にににに
　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 よるよるよるよる中間中間中間中間マージンマージンマージンマージンのののの圧圧圧圧
            　縮            　縮            　縮            　縮
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【　【　【　【　水産業分野水産業分野水産業分野水産業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆最高最高最高最高7777....5555％（％（％（％（一部一部一部一部をををを除除除除くくくく））））のののの
販売手数料率販売手数料率販売手数料率販売手数料率をををを６６６６％％％％以下以下以下以下にににに
引下引下引下引下げげげげ

◆◆◆◆燃油供給価格燃油供給価格燃油供給価格燃油供給価格のののの支所間支所間支所間支所間のののの
平準化平準化平準化平準化
（（（（最大差最大差最大差最大差21212121円円円円／Ｌ、Ｈ／Ｌ、Ｈ／Ｌ、Ｈ／Ｌ、Ｈ19191919実実実実
績績績績））））

◆◆◆◆燃油購買事業燃油購買事業燃油購買事業燃油購買事業のののの組合員利組合員利組合員利組合員利
用率用率用率用率をををを５５５５％％％％引上引上引上引上げげげげ（（（（78787878％％％％→→→→
83838383％）％）％）％）

◆◆◆◆燃油購買事業燃油購買事業燃油購買事業燃油購買事業のののの組合員利組合員利組合員利組合員利
用率用率用率用率をををを90909090％％％％以上以上以上以上にににに引上引上引上引上げげげげ

◆◆◆◆すべてのすべてのすべてのすべての取扱手数料取扱手数料取扱手数料取扱手数料のののの支支支支
所間所間所間所間のののの平準化平準化平準化平準化によるによるによるによる組合員組合員組合員組合員
へのへのへのへの還元還元還元還元のののの実施実施実施実施

ＨＨＨＨ２１２１２１２１
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

ＨＨＨＨ２０２０２０２０

◆◆◆◆県漁連県漁連県漁連県漁連からのからのからのからの事業承継事業承継事業承継事業承継にににに
よるよるよるよる2222段階制段階制段階制段階制へのへのへのへの移行移行移行移行

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

県漁連の事業承継

資金調達を支援

県漁協：取引情報を一元
管理するための電算シス
テムの整備
市町村・県海洋政策課：
県漁協の電算システムの
整備を支援

県漁協：県漁連から軽油
購買事業を承継し、全漁
連との直接取引を開始

電算システムの整備

県合併・流通支援課：事業承継に伴う新たな県漁協の運転資金等の調達を支援

県漁協：県漁連の全ての
購買事業を承継し、２段階
制が完了

県漁協：軽油購買事業を
承継し、中間マージンを組
合員に還元

中間マージンの還元

不参加漁協への軽油供給
の仕組みづくり

県合併・流通支援課：軽油
購買の業務提携に係る県
漁協と不参加漁協との協
議の場を設定

県合併・流通支援課：免
税軽油の取引情報を一元
管理するため、県漁協と
不参加漁協とのシステム
の接続を支援

不参加漁協への軽油の
供給

県漁協：不参加漁協との
本格的な軽油取引を開始

収支管理の徹底

県漁協：支所別・ブロック別に収支管理を徹底
系統団体・県海洋政策課（H21～合併・流通支援課）：経営の健全性・透明性の確保を指導

借入金の圧縮を支援

県海洋政策課（H21～合併・流通支援課）：長期借換資金制度を創設し支援

ニーズ調査に基づくサービス改善と人材育成

県漁協：アンケート調査で把握した組合員のニーズに基づ
きサービス内容を見直すとともに、サービス業としての人材
を育成
県合併・流通支援課：サービスの改善や人材育成を支援

県漁協：重油、資材購買
事業を承継し、中間マージ
ンを組合員に還元
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【２２２２．．．．県県県県１１１１漁協漁協漁協漁協によるによるによるによる漁業費用漁業費用漁業費用漁業費用をををを削減削減削減削減するためのするためのするためのするための戦略戦略戦略戦略】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆○◆○◆○◆○養殖生産者養殖生産者養殖生産者養殖生産者グループグループグループグループのののの
　　　　　　　　　　　　育成育成育成育成

○○○○

（（（（２２２２））））経営経営経営経営のののの近代化近代化近代化近代化 ◆◆◆◆組合員組合員組合員組合員にににに対対対対するするするする経営指導経営指導経営指導経営指導
　 　 　 　 体制体制体制体制をををを整備整備整備整備
　　　　　　　　◎◎◎◎経営指導経営指導経営指導経営指導をををを担担担担うううう相談員相談員相談員相談員
　　　 　　　 　　　 　　　 のののの配置配置配置配置
　　　　　　　　◎◎◎◎相談員相談員相談員相談員ののののレベルアップレベルアップレベルアップレベルアップ
       を       を       を       を支援支援支援支援

○○○○

◆◆◆◆養殖共済養殖共済養殖共済養殖共済のののの加入加入加入加入をををを推進推進推進推進
　　　　　　　　★★★★重点的重点的重点的重点的なななな普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動
       の       の       の       の実施実施実施実施
　　　　　　　　○○○○異常異常異常異常なななな赤潮赤潮赤潮赤潮によるによるによるによる被害被害被害被害
       の       の       の       の緩和緩和緩和緩和

○○○○

　　　　

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

◆◆◆◆漁業者漁業者漁業者漁業者のののの希薄希薄希薄希薄なななな経営経営経営経営
意識意識意識意識

◆◆◆◆経営指導経営指導経営指導経営指導をををを担担担担うううう漁協漁協漁協漁協
職員職員職員職員がががが不在不在不在不在

◆◆◆◆従来従来従来従来のののの経営指導経営指導経営指導経営指導はははは対対対対
象象象象やややや効果効果効果効果がががが限定的限定的限定的限定的

◆◆◆◆養殖業者養殖業者養殖業者養殖業者のののの共済掛金共済掛金共済掛金共済掛金
にににに対対対対するするするする割高感割高感割高感割高感

◆◆◆◆一部一部一部一部のののの漁業者漁業者漁業者漁業者をををを対象対象対象対象
としたとしたとしたとした漁業経営指導協漁業経営指導協漁業経営指導協漁業経営指導協
会等会等会等会等によるによるによるによる経営指導経営指導経営指導経営指導

◆◆◆◆養殖共済制度養殖共済制度養殖共済制度養殖共済制度のののの普及普及普及普及
とととと掛金掛金掛金掛金のののの助成助成助成助成（（（（3333年間限年間限年間限年間限
定定定定））））

◆◆◆◆経営体経営体経営体経営体のののの多多多多くはくはくはくは零細零細零細零細
でででで、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるドンブリドンブリドンブリドンブリ勘勘勘勘
定定定定

◆◆◆◆延滞債務延滞債務延滞債務延滞債務のののの増加増加増加増加がががが漁漁漁漁
業経営業経営業経営業経営をををを圧迫圧迫圧迫圧迫

◆◆◆◆漁協漁協漁協漁協にににに経営指導経営指導経営指導経営指導のののの意意意意
識識識識がががが欠如欠如欠如欠如

◆◆◆◆赤潮赤潮赤潮赤潮やややや魚病等魚病等魚病等魚病等によるによるによるによる
被害被害被害被害がががが養殖経営養殖経営養殖経営養殖経営をををを圧迫圧迫圧迫圧迫

２２２２．．．．個別経営体個別経営体個別経営体個別経営体へのへのへのへの指導指導指導指導
　　　　　（　　　　　（　　　　　（　　　　　（１１１１））））生産性生産性生産性生産性のののの向上向上向上向上にににに向向向向
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けたけたけたけた漁業費用漁業費用漁業費用漁業費用のののの削減削減削減削減

現状現状現状現状
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

◆◆◆◆近年近年近年近年のののの燃油価格燃油価格燃油価格燃油価格のののの高高高高
騰騰騰騰によりによりによりにより費用費用費用費用がががが増大増大増大増大

◆◆◆◆漁業不振漁業不振漁業不振漁業不振にににに伴伴伴伴いいいい積極積極積極積極
的的的的なななな設備投資設備投資設備投資設備投資がががが大幅大幅大幅大幅にににに
減少減少減少減少

◆◆◆◆漁業制度資金漁業制度資金漁業制度資金漁業制度資金によるによるによるによる
資金調達資金調達資金調達資金調達をををを支援支援支援支援

◆◆◆◆燃油高騰緊急対策燃油高騰緊急対策燃油高騰緊急対策燃油高騰緊急対策にににに
よるよるよるよる支援支援支援支援

◆◆◆◆養殖技術養殖技術養殖技術養殖技術のののの指導指導指導指導

◆◆◆◆漁業者漁業者漁業者漁業者のののの担保力担保力担保力担保力のののの脆脆脆脆
弱化弱化弱化弱化

◆◆◆◆漁業不振漁業不振漁業不振漁業不振やややや後継者不後継者不後継者不後継者不
在在在在によりによりによりにより、、、、設備投資意欲設備投資意欲設備投資意欲設備投資意欲
がががが減退減退減退減退

◆◆◆◆経営体間経営体間経営体間経営体間でででで養殖技術養殖技術養殖技術養殖技術
のののの格差格差格差格差がががが拡大拡大拡大拡大

◆★◆★◆★◆★漁業漁業漁業漁業のののの構造改善構造改善構造改善構造改善にににに資資資資すすすす
　　　　　　　　　　　　るるるる取組取組取組取組をををを支援支援支援支援

◆◎◆◎◆◎◆◎漁業金融制度漁業金融制度漁業金融制度漁業金融制度をををを見直見直見直見直しししし
　　　　　　　　　　　　零細零細零細零細なななな漁業者漁業者漁業者漁業者のののの資金調資金調資金調資金調
　　　　　　　　　　　　達達達達をををを支援支援支援支援

○○○○

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
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【　【　【　【　水産業分野水産業分野水産業分野水産業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

◆◆◆◆燃油消費量燃油消費量燃油消費量燃油消費量ををををピークピークピークピーク時時時時よよよよ
りりりり概概概概ねねねね１０１０１０１０％％％％削減削減削減削減

◆◆◆◆漁業経営漁業経営漁業経営漁業経営のののの構造改善構造改善構造改善構造改善

◆◆◆◆記帳記帳記帳記帳をををを行行行行ううううモデルモデルモデルモデル経営体経営体経営体経営体
のののの選定選定選定選定とととと実践実践実践実践

◆◆◆◆養殖共済養殖共済養殖共済養殖共済のののの加入率加入率加入率加入率をををを全国全国全国全国
平均平均平均平均までまでまでまで引上引上引上引上げげげげ
（（（（３６３６３６３６％％％％→→→→５６５６５６５６％）％）％）％）

◆◆◆◆記帳記帳記帳記帳をををを行行行行ううううモデルモデルモデルモデル経営体経営体経営体経営体
のののの拡大拡大拡大拡大

◆◆◆◆企業的企業的企業的企業的なななな漁業経営漁業経営漁業経営漁業経営へのへのへのへの移移移移
行行行行

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

経営指導を担う相談員の配置

県漁協：組合員の指導を
担う相談員5名を配置

重点的な普及啓発活動の実施

系統団体・県水産政策課：経営意識の啓発や共済制度の普及に関する地区別の説明会
を実施

異常な赤潮による被害の緩和

県海洋政策課(H21～水産政策課)：赤潮特約掛金の一部を助成
県水産試験場、漁業指導所：赤潮発生状況の監視、対策指導

養殖生産者グループの育成

漁協・県水産振興課（H21～漁業振興課）：養殖生産者のグループづくりや養殖技術の向上、新たな販売活動等を支援

県漁協：相談員を27名に
増員し、指導体制を強化

漁業の構造改善に資する取組を支援
漁業金融制度を見直し零細な漁業者の資金調達を支援

相談員のレベルアップを支援

県海洋政策課（H21～合併・流通支援課）：相談員の研修等を通じたレベルアップを支援

漁業者：支援制度の積極的活用による構造改善
漁協、市町村：支援制度の仕組みへの関与、漁業者への指導
県水産政策課：ハード面での構造改善への支援と構造改善を可能にする金融制度の見直
し
県漁業振興課：ハード面での構造改善への支援
　　　　　　　　　　省エネ機関・機器、省エネソフト対策に関する情報収集と提供
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【３３３３．．．．水産加工水産加工水産加工水産加工のののの産業化産業化産業化産業化（（（（１１１１．．．．５５５５次産業化次産業化次産業化次産業化））））にににに向向向向けたけたけたけた戦略戦略戦略戦略】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆県内県内県内県内のののの漁獲物漁獲物漁獲物漁獲物のほとんのほとんのほとんのほとん
どがどがどがどが鮮魚鮮魚鮮魚鮮魚でのでのでのでの出荷出荷出荷出荷

◆◆◆◆学校給食学校給食学校給食学校給食でのでのでのでの県産魚県産魚県産魚県産魚のののの
使用率約使用率約使用率約使用率約32323232%%%%（（（（農産物使用農産物使用農産物使用農産物使用
率約率約率約率約50505050%%%%））））

◆◆◆◆消費者消費者消費者消費者、、、、業務筋業務筋業務筋業務筋のののの｢｢｢｢魚魚魚魚をををを
さばくさばくさばくさばく」」」」省力化志向省力化志向省力化志向省力化志向のののの強強強強まままま
りりりり

◆◆◆◆前処理加工前処理加工前処理加工前処理加工・・・・冷凍保管事業冷凍保管事業冷凍保管事業冷凍保管事業
   の   の   の   の事業化推進事業化推進事業化推進事業化推進

　　　　★★★★事業事業事業事業のののの適正規模適正規模適正規模適正規模モデルモデルモデルモデル作成作成作成作成
　　　　
  ★  ★  ★  ★事業事業事業事業のののの具現化具現化具現化具現化

　　　　★★★★施設整備施設整備施設整備施設整備

◆★◆★◆★◆★地域地域地域地域のののの加工施設加工施設加工施設加工施設・・・・冷凍冷凍冷凍冷凍
　　　　　　　　　　　　保管庫保管庫保管庫保管庫のののの整備整備整備整備

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

○○○○ ○○○○

１１１１．．．．零細規模零細規模零細規模零細規模でのでのでのでの加工加工加工加工によるによるによるによる高高高高
　　　　　　　　付加価値化付加価値化付加価値化付加価値化
　　　　
　　　（　　　（　　　（　　　（１１１１））））経営的視点経営的視点経営的視点経営的視点にににに立立立立ったったったった新新新新
　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 たなたなたなたな加工経営体加工経営体加工経営体加工経営体のののの育成育成育成育成

◆◆◆◆県県県県においてにおいてにおいてにおいて、、、、意欲意欲意欲意欲をををを持持持持っっっっ
たたたた漁業者漁業者漁業者漁業者などのなどのなどのなどの把握把握把握把握がでがでがでがで
きていないきていないきていないきていない

◆◆◆◆意欲意欲意欲意欲のあるのあるのあるのあるリーダーリーダーリーダーリーダーなななな
どのどのどのどの人材人材人材人材がががが不足不足不足不足

◆◆◆◆グループグループグループグループ育成育成育成育成ののののコンセコンセコンセコンセ
プトプトプトプトにににに経営的視点経営的視点経営的視点経営的視点までがまでがまでがまでが
視野視野視野視野になかったになかったになかったになかった

◆◆◆◆製造設備等生産資源製造設備等生産資源製造設備等生産資源製造設備等生産資源のののの
不足不足不足不足

○○○○

◆◆◆◆地域活性化的地域活性化的地域活性化的地域活性化的なななな取組取組取組取組やややや
活動活動活動活動にににに対対対対するするするする支援支援支援支援をををを中心中心中心中心
にににに実施実施実施実施

◆◆◆◆試験研究機関試験研究機関試験研究機関試験研究機関によるによるによるによる製製製製
品開発試験等品開発試験等品開発試験等品開発試験等によるによるによるによる支援支援支援支援

現状現状現状現状

○○○○

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

○○○○

２２２２．．．．前処理加工前処理加工前処理加工前処理加工・・・・冷凍保管冷凍保管冷凍保管冷凍保管によるによるによるによる
    供給    供給    供給    供給

（（（（２２２２））））既存既存既存既存グループグループグループグループなどのなどのなどのなどの
     経営的視点     経営的視点     経営的視点     経営的視点をををを持持持持ったったったった
　　 　　 　　 　　 取組取組取組取組とそのとそのとそのとその発展発展発展発展

◆◆◆◆規模拡大規模拡大規模拡大規模拡大のののの潜在的潜在的潜在的潜在的なななな意意意意
欲欲欲欲はあるもののはあるもののはあるもののはあるものの、、、、現状現状現状現状にににに
満足満足満足満足しているしているしているしている

◆★◆★◆★◆★零細零細零細零細なななな加工事業者加工事業者加工事業者加工事業者のののの意識意識意識意識
　　　　　　　　　　　　とととと行動行動行動行動のののの経営的視点経営的視点経営的視点経営的視点へのへのへのへの
　　　　　　　　　　　　誘導誘導誘導誘導
　　　　
◆★◆★◆★◆★零細零細零細零細なななな加工事業者加工事業者加工事業者加工事業者へのへのへのへの商商商商
　　　　　　　　　　　　品開発品開発品開発品開発からからからから販売販売販売販売までのまでのまでのまでの取取取取
　　　　　　　　　　　　組組組組をををを総合的総合的総合的総合的にににに支援支援支援支援

○○○○◆◆◆◆ビジネスビジネスビジネスビジネス感覚感覚感覚感覚のののの欠如欠如欠如欠如（（（（家家家家
事優先事優先事優先事優先、、、、おつきあいおつきあいおつきあいおつきあい意識意識意識意識、、、、
どんぶりどんぶりどんぶりどんぶり勘定等勘定等勘定等勘定等））））

◆◆◆◆新商品開発新商品開発新商品開発新商品開発のののの技術技術技術技術がががが不不不不
足足足足

◆◆◆◆販路販路販路販路がががが限定限定限定限定されているされているされているされている

◆◆◆◆営業営業営業営業ののののノウハウノウハウノウハウノウハウがないがないがないがない

◆◆◆◆商品商品商品商品のののの品質管理品質管理品質管理品質管理、、、、衛生衛生衛生衛生
管理管理管理管理がががが不十分不十分不十分不十分

◆◆◆◆グループグループグループグループ育成育成育成育成ののののコンセコンセコンセコンセ
プトプトプトプトにににに営利追求営利追求営利追求営利追求までのまでのまでのまでの視視視視
野野野野がなかったがなかったがなかったがなかった

◆◆◆◆製造設備製造設備製造設備製造設備がががが不十分不十分不十分不十分

Ｐ２４５
別図（水６）参照
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【　【　【　【　水産業分野水産業分野水産業分野水産業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆事業化事業化事業化事業化のののの可能性及可能性及可能性及可能性及びびびび適正適正適正適正
規模規模規模規模にににに関関関関するするするする調査調査調査調査のののの実施実施実施実施

◆◆◆◆前処理加工前処理加工前処理加工前処理加工・・・・冷凍保管事冷凍保管事冷凍保管事冷凍保管事
業業業業のののの事業化事業化事業化事業化、、、、操業開始操業開始操業開始操業開始

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

◆◆◆◆高付加価値化起業高付加価値化起業高付加価値化起業高付加価値化起業のののの条件条件条件条件
をををを備備備備えたえたえたえた漁村地域漁村地域漁村地域漁村地域にはにはにはには、、、、少少少少
なくともなくともなくともなくとも各各各各１１１１グループグループグループグループをををを育成育成育成育成

◆◆◆◆他他他他のののの地区地区地区地区ののののモデルモデルモデルモデルとなるとなるとなるとなる
起業起業起業起業グループグループグループグループをををを複数育成複数育成複数育成複数育成

ＨＨＨＨ２２２２２２２２
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

ＨＨＨＨ２３２３２３２３ＨＨＨＨ２１２１２１２１ＨＨＨＨ２０２０２０２０

◆◆◆◆儲儲儲儲けをけをけをけを実感実感実感実感しししし、、、、経営的視経営的視経営的視経営的視
点点点点をををを持持持持ったったったった（（（（少少少少なくともなくともなくともなくとも２２２２団体団体団体団体
がががが転換転換転換転換））））取組取組取組取組にににに着手着手着手着手

浜加工グループへの商品開発から販売までの取組を総合的に支援

浜加工グル－プの意識と行動の経営的視点への誘導

県合併・流通支援課：前処
理加工・冷凍保管事業基
本設計のための調査

事業の具現化

事業実施主体：実施設計
後、工場建設、事前の営
業活動など
市町村：必要に応じた支
援
県漁業振興課：工場建設
に係る支援

施設整備

浜加工グループ：グループ化に向けた活動強化・意識の醸成、ビジネス感覚や営業ノウハ
ウの習得（経営的視点への意識の転換による行動変革）
漁協・市町村・県漁業指導所：新たなグループの掘り起こし、グループ化の推進
県合併・流通支援課：先進地との交流会・講演会の開催（リーダー、中核的人材の育成）、
経営アドバイザーや専門家による事業計画づくり等の個別指導による支援

浜加工グループ：衛生管理体制・品質管理体制の確立、営業活動の強化による新たな販路
開拓、売れる商品づくり
県合併・流通支援課：浜加工グループの行なう上記取組への支援
県漁業指導所・工業技術センター：ビジネス転換に必要な新商品開発等に関する技術指導
による支援

事業者：加工施設の整備
市町村・県漁業振興課：施設整備への支援

事業実施主体（候補）：事業実施の検討及
び決定、事業計画策定、会社設立
県合併・流通支援課：事業化への働きか
け、計画策定等への支援

地域の加工施設整備

事業の適正規模モデル作
成

地域の冷凍保管庫整備

市町村：冷凍保管庫の整
備
県水産振興課：財政支援

浜加工への技術支援
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱　【　【　【　【４４４４．．．．滞在型滞在型滞在型滞在型・・・・体験型観光体験型観光体験型観光体験型観光のののの誘客誘客誘客誘客にににに向向向向けたけたけたけた戦略戦略戦略戦略】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

◆◆◆◆情報発信力情報発信力情報発信力情報発信力がががが弱弱弱弱いいいい

◆◆◆◆商売商売商売商売というというというという発想発想発想発想がなくがなくがなくがなく、、、、
販売能力販売能力販売能力販売能力にににに乏乏乏乏しいしいしいしい

◆◆◆◆一部一部一部一部のののの地域地域地域地域ではではではではＨＰＨＰＨＰＨＰをををを
開設開設開設開設

◆◆◆◆他団体主催他団体主催他団体主催他団体主催ののののイベントイベントイベントイベント
へのへのへのへの出店出店出店出店

◆◆◆◆地元地元地元地元マスコミマスコミマスコミマスコミをををを使使使使ったったったった独独独独
自自自自のののの広報活動広報活動広報活動広報活動やややや口口口口コミコミコミコミにににに
頼頼頼頼ったったったった営業活動営業活動営業活動営業活動

◆◆◆◆単発的単発的単発的単発的ななななイベントイベントイベントイベントのののの開開開開
催催催催

（（（（３３３３））））情報発信情報発信情報発信情報発信・・・・商品売込商品売込商品売込商品売込 ◆◆◆◆全県的全県的全県的全県的なななな情報情報情報情報のののの一元化一元化一元化一元化
　 　 　 　 共同販売体制共同販売体制共同販売体制共同販売体制のののの構築構築構築構築

　　　　◎◎◎◎情報発信情報発信情報発信情報発信・・・・商品販売力商品販売力商品販売力商品販売力のののの
     強化     強化     強化     強化

○○○○

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状

1111....滞在型滞在型滞在型滞在型・・・・体験型観光機能体験型観光機能体験型観光機能体験型観光機能づくりづくりづくりづくり

　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（１１１１））））漁村漁村漁村漁村・・・・地域地域地域地域でのでのでのでの受入受入受入受入
　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 体制体制体制体制のののの強化強化強化強化
　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（ソフトソフトソフトソフト施策施策施策施策））））

◆◆◆◆地域全体地域全体地域全体地域全体としてのとしてのとしてのとしての取組取組取組取組
となっていないとなっていないとなっていないとなっていない

◆◆◆◆一部一部一部一部のののの住民住民住民住民がががが独自独自独自独自のののの営営営営
業活動業活動業活動業活動をををを行行行行っているっているっているっている((((専業専業専業専業････
兼業兼業兼業兼業))))

◆◆◆◆メニューメニューメニューメニューにににに多様性多様性多様性多様性がががが乏乏乏乏しししし
くくくく、、、、夏場夏場夏場夏場ににににメニューメニューメニューメニューがががが集中集中集中集中
しているしているしているしている

◆◆◆◆地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化のののの視点視点視点視点でででで
のののの取組取組取組取組をををを行行行行ってきたってきたってきたってきた

◆◆◆◆所得所得所得所得にににに結結結結びつけていくびつけていくびつけていくびつけていく
発想発想発想発想がなかったがなかったがなかったがなかった

◆◆◆◆漁村漁村漁村漁村・・・・地域地域地域地域でのでのでのでの受入体制受入体制受入体制受入体制
   の   の   の   の整備整備整備整備

　　　　★★★★意識改革意識改革意識改革意識改革・・・・組織組織組織組織づくりなどづくりなどづくりなどづくりなど
　　 　　 　　 　　 のののの取組取組取組取組のためののためののためののための地域地域地域地域
     診断     診断     診断     診断

　　　　◎◎◎◎住民住民住民住民によるによるによるによる組織組織組織組織・・・・体験体験体験体験メメメメ
     ニュー     ニュー     ニュー     ニューづくりなどづくりなどづくりなどづくりなど地域活動地域活動地域活動地域活動
     の     の     の     の実践実践実践実践

　　　　○○○○来訪者受入来訪者受入来訪者受入来訪者受入れにれにれにれに必要必要必要必要なななな
     施設整備     施設整備     施設整備     施設整備

○○○○

（（（（２２２２））））漁村漁村漁村漁村・・・・地域地域地域地域でのでのでのでの受入受入受入受入
     基盤     基盤     基盤     基盤のののの整備整備整備整備
　　（　　（　　（　　（ハードハードハードハード整備整備整備整備））））

◆◆◆◆漁村住民漁村住民漁村住民漁村住民のののの生活環境生活環境生活環境生活環境のののの
立遅立遅立遅立遅れれれれ

◆◆◆◆来訪者来訪者来訪者来訪者のののの視点視点視点視点からはからはからはからは受受受受
入基盤入基盤入基盤入基盤がががが脆弱脆弱脆弱脆弱

◆◆◆◆漁村住民漁村住民漁村住民漁村住民のののの生活改善生活改善生活改善生活改善のののの
ためのためのためのための公共施設公共施設公共施設公共施設のののの整備整備整備整備にににに
取取取取りりりり組組組組んできたんできたんできたんできた

◆◆◆◆漁村住民漁村住民漁村住民漁村住民のののの生活改善事生活改善事生活改善事生活改善事
業業業業にににに対対対対するするするする財源確保財源確保財源確保財源確保がががが不不不不
十分十分十分十分でありでありでありであり、、、、進捗率進捗率進捗率進捗率がががが低低低低
いいいい

◆◆◆◆来訪者向来訪者向来訪者向来訪者向けのけのけのけの環境改善環境改善環境改善環境改善
としてとしてとしてとして別枠別枠別枠別枠のののの財源財源財源財源がないがないがないがない

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

◆◆◆◆漁村漁村漁村漁村・・・・地域地域地域地域でのでのでのでの受入基盤受入基盤受入基盤受入基盤
   の   の   の   の整備整備整備整備

　　　　○○○○漁村住民漁村住民漁村住民漁村住民のためののためののためののための生活生活生活生活
     環境     環境     環境     環境のののの改善改善改善改善
　　　　◎◎◎◎来訪者受入来訪者受入来訪者受入来訪者受入れのためのれのためのれのためのれのための
     環境整備     環境整備     環境整備     環境整備

○○○○

Ｐ２４６
別図（水７）参照
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【　【　【　【　水産業分野水産業分野水産業分野水産業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆狙狙狙狙いどおりのいどおりのいどおりのいどおりの顧客顧客顧客顧客にににに対対対対しししし、、、、
的確的確的確的確なななな商品情報商品情報商品情報商品情報がががが届届届届くくくく仕組仕組仕組仕組
みづくりみづくりみづくりみづくり

◆◆◆◆アンテナショップアンテナショップアンテナショップアンテナショップ等等等等、、、、一元一元一元一元
化募集化募集化募集化募集５５５５箇所箇所箇所箇所

◆◆◆◆来訪者来訪者来訪者来訪者のののの見見見見つけやすいつけやすいつけやすいつけやすい情情情情
報報報報づくりづくりづくりづくり

◆◆◆◆アンテナショップアンテナショップアンテナショップアンテナショップ等等等等、、、、一元一元一元一元
化募集化募集化募集化募集１０１０１０１０箇所箇所箇所箇所

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２３２３２３２３
目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆県内県内県内県内40404040箇所箇所箇所箇所でででで滞在型滞在型滞在型滞在型・・・・体体体体
験型観光験型観光験型観光験型観光メニューメニューメニューメニューづくりにづくりにづくりにづくりに着着着着
手手手手

◆◆◆◆県内県内県内県内10101010箇所箇所箇所箇所でででで体験体験体験体験メメメメ
ニューニューニューニュー等等等等のののの拡充拡充拡充拡充によるによるによるによる滞在滞在滞在滞在
体験体験体験体験・・・・通年型通年型通年型通年型のののの観光活動観光活動観光活動観光活動をををを
実施実施実施実施

◆◆◆◆漁村住民漁村住民漁村住民漁村住民のためののためののためののための生活環境生活環境生活環境生活環境のののの計画的計画的計画的計画的なななな改善改善改善改善

◆◆◆◆上記上記上記上記ソフトソフトソフトソフト施策施策施策施策とととと連動連動連動連動したしたしたした施設整備施設整備施設整備施設整備のののの実施実施実施実施

県漁港漁場課：観光商品となる地域の特性・資源の開
                    発するため、旅行者の視点で専門業者
                    による地域診断を実施

意識改革・組織づくりなどの取組のための地域診断

来訪者受入れのための環境整備

漁業者(地域住民)　 ：来訪者受入れのための施設整備
                             への取組
県漁港漁場課(市町村）：上記に対する支援

漁業者(地域住民)：組織化と活動への取組
                         サービス業としてのノウハウや資格の取得
                         体験メニューの開発、試行（改善）などへの取組
県関係課(市町村）：上記に対する支援
　　　　　　　　　　　　　活動に伴う法規制に係る許認可の指導・支援

住民による組織・体験メニューづくりなど地域活動の実践

県漁港漁場課(市町村）：計画的な漁村住民の生活環境の整備

来訪者受入れに必要な施設整備

漁業者（地域住民）：来訪者の増加に向けた取組
県漁港漁場課(市町村）：来訪者の増加に合わせた公共
                                施設の整備

漁業者(地域住民)：全県的な仕組みへの参画
　　　　　　　　　　　　 独自の売込み
　　　　　　　　　　　　 情報発信手段（パソコン・パンフ等）の整備
　　　　　　　　　　　　 リピータ増に向けた働き掛け
県関係課(市町村）：全県的な品揃え・情報発信に取組める体制づくり
　　　　　　　　　　　　 情報発信手段・商品販売に対する支援

漁村住民のための生活環境の改善

情報発信・商品販売力の強化

新アンテナ
ショップ

体験型観光商品のテストマーケティング

漁業者(地域住民)：モニターツアーの受入れ
県関係課(市町村）：上記に対する支援ｅコマース
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【【【【中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域にににに賑賑賑賑わいをわいをわいをわいを取取取取りりりり戻戻戻戻すためのすためのすためのすための資源豊資源豊資源豊資源豊かなかなかなかな河川河川河川河川づくりにづくりにづくりにづくりに向向向向けたけたけたけた戦略戦略戦略戦略】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

　　　　

◆◆◆◆アユアユアユアユ漁期漁期漁期漁期はははは６６６６～～～～10101010月月月月とととと
12121212月月月月、、、、アマゴアマゴアマゴアマゴ漁期漁期漁期漁期はははは３３３３～～～～９９９９
月月月月でありでありでありであり、、、、冬季冬季冬季冬季はははは河川河川河川河川がががが
利活用利活用利活用利活用されていないされていないされていないされていない

◆◆◆◆仁淀川中流域仁淀川中流域仁淀川中流域仁淀川中流域でのでのでのでの冬季冬季冬季冬季
ののののアマゴアマゴアマゴアマゴ釣釣釣釣りりりり場場場場のののの試行試行試行試行

◆◆◆◆冬季冬季冬季冬季ののののアマゴアマゴアマゴアマゴ釣釣釣釣をををを規制規制規制規制
しているしているしているしている調整規則調整規則調整規則調整規則のののの改正改正改正改正

◆◆◆◆アマゴアマゴアマゴアマゴ釣釣釣釣りりりり場場場場をををを冬季冬季冬季冬季にににに河川河川河川河川
　 　 　 　 中流域中流域中流域中流域にににに設設設設けけけけ、、、、誘客資源誘客資源誘客資源誘客資源とととと
　　 　　 　　 　　 してしてしてして活用活用活用活用するするするする
　　　　★★★★規制解除規制解除規制解除規制解除のためののためののためののための調査調査調査調査とととと
　　　 　　　 　　　 　　　 規則改正規則改正規則改正規則改正
　　　　★★★★他河川他河川他河川他河川へのへのへのへの取組拡大取組拡大取組拡大取組拡大

○○○○

◆◆◆◆四万十川四万十川四万十川四万十川がががが全国全国全国全国ブランブランブランブラン
ドドドドとしてとしてとしてとして通用通用通用通用しているがしているがしているがしているが、、、、
県内県内県内県内にはにはにはには天然天然天然天然アユアユアユアユがががが遡上遡上遡上遡上
するまだまだするまだまだするまだまだするまだまだ自然豊自然豊自然豊自然豊かなかなかなかな
河川河川河川河川がががが多多多多くくくく存在存在存在存在するするするする

◆◆◆◆四万十川以外四万十川以外四万十川以外四万十川以外についてについてについてについて
ははははPRPRPRPR不足不足不足不足

◆◎◆◎◆◎◆◎関係機関関係機関関係機関関係機関((((部署部署部署部署))))とのとのとのとの連携連携連携連携
      による      による      による      による県外県外県外県外へのへのへのへの情報発情報発情報発情報発
      信      信      信      信

◆◎◆◎◆◎◆◎誘客受入誘客受入誘客受入誘客受入れれれれ体制体制体制体制のののの整備整備整備整備

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

１１１１．．．．河川資源河川資源河川資源河川資源のののの増強増強増強増強

○○○○○○○○

２２２２．．．．冬季冬季冬季冬季におけるにおけるにおけるにおける河川河川河川河川のののの利活用利活用利活用利活用

３３３３．．．．全国全国全国全国からからからから人人人人をををを呼呼呼呼ぶことのできぶことのできぶことのできぶことのでき
    る    る    る    る情報発信情報発信情報発信情報発信

改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
現状現状現状現状

（（（（１１１１））））河川資源河川資源河川資源河川資源のののの種苗放流種苗放流種苗放流種苗放流
     と     と     と     と増殖増殖増殖増殖

（（（（２２２２））））資源資源資源資源のののの自然再生産自然再生産自然再生産自然再生産がががが
     可能     可能     可能     可能なななな河川河川河川河川づくりづくりづくりづくり

（（（（３３３３））））環境保全環境保全環境保全環境保全とととと適正利用適正利用適正利用適正利用
     のための     のための     のための     のための関係者関係者関係者関係者のののの連連連連
     携     携     携     携

◆◆◆◆漁業生産漁業生産漁業生産漁業生産としてのとしてのとしてのとしての河川河川河川河川
利用利用利用利用のののの衰退衰退衰退衰退

◆◆◆◆人工構造物人工構造物人工構造物人工構造物・・・・河川改修河川改修河川改修河川改修
やややや渇水渇水渇水渇水・・・・濁水濁水濁水濁水などによりなどによりなどによりなどにより魚魚魚魚
類等類等類等類等のののの生息適地生息適地生息適地生息適地がががが減少減少減少減少
しししし、、、、健全健全健全健全なななな生息生息生息生息やややや再生産再生産再生産再生産
にににに悪影響悪影響悪影響悪影響

◆◆◆◆河床河床河床河床のののの変化変化変化変化やややや山林荒廃山林荒廃山林荒廃山林荒廃
によるによるによるによる土砂流出土砂流出土砂流出土砂流出などによりなどによりなどによりなどにより
アユアユアユアユなどのなどのなどのなどの産卵適地産卵適地産卵適地産卵適地がががが減減減減
少少少少

◆◆◆◆温暖化温暖化温暖化温暖化によるによるによるによる異常異常異常異常なななな気気気気
象象象象のののの影響影響影響影響がががが内水面資源内水面資源内水面資源内水面資源にににに
悪影響悪影響悪影響悪影響

◆◆◆◆冷水病冷水病冷水病冷水病ががががアユアユアユアユ資源資源資源資源にににに悪悪悪悪
影響影響影響影響をををを与与与与えていたがえていたがえていたがえていたが、、、、関関関関
係者係者係者係者のののの努力努力努力努力によりによりによりにより徐徐徐徐々々々々にににに
成果成果成果成果がががが得得得得られつつあるられつつあるられつつあるられつつある

◆◆◆◆カワウカワウカワウカワウ、、、、外来魚外来魚外来魚外来魚などのなどのなどのなどの
食害食害食害食害によりによりによりにより内水面資源内水面資源内水面資源内水面資源にににに
悪影響悪影響悪影響悪影響

◆◆◆◆漁協漁協漁協漁協のののの遊漁料収入減少遊漁料収入減少遊漁料収入減少遊漁料収入減少
とととと組合員減少組合員減少組合員減少組合員減少によるによるによるによる資源資源資源資源
増殖増殖増殖増殖やややや環境保護活動環境保護活動環境保護活動環境保護活動のののの制制制制
限限限限

◆◆◆◆内水面資源内水面資源内水面資源内水面資源をををを守守守守るためるためるためるため
のののの利水調整利水調整利水調整利水調整・・・・庁内連携庁内連携庁内連携庁内連携
がががが、、、、一部河川一部河川一部河川一部河川についてはについてはについてはについては
図図図図られられられられ一定一定一定一定のののの成果成果成果成果がががが得得得得らららら
れつつあるれつつあるれつつあるれつつある

◆◆◆◆アユアユアユアユ・・・・モクズガニモクズガニモクズガニモクズガニ等等等等のののの種種種種
苗生産施設苗生産施設苗生産施設苗生産施設のののの整備整備整備整備とととと再生再生再生再生
産産産産にににに適適適適したしたしたした種苗種苗種苗種苗のののの供給供給供給供給

◆◆◆◆県営県営県営県営うなぎうなぎうなぎうなぎ放流放流放流放流

◆◆◆◆産卵場整備産卵場整備産卵場整備産卵場整備などなどなどなどアユアユアユアユ資資資資
源源源源をををを守守守守るるるる取組取組取組取組

◆◆◆◆落落落落ちちちちアユアユアユアユ漁期漁期漁期漁期のののの変更変更変更変更とととと
弾力的弾力的弾力的弾力的なななな運用運用運用運用によるによるによるによる産卵産卵産卵産卵
親魚親魚親魚親魚のののの保護保護保護保護

◆◆◆◆物部川物部川物部川物部川ををををモデルモデルモデルモデルにににに、、、、流流流流
域域域域がががが連携連携連携連携したしたしたした森林整備森林整備森林整備森林整備なななな
どどどど河川環境保全河川環境保全河川環境保全河川環境保全へへへへ向向向向けたけたけたけた
取組取組取組取組

◆◆◆◆放流種苗放流種苗放流種苗放流種苗やおとりやおとりやおとりやおとりアユアユアユアユ
についてについてについてについて冷水病冷水病冷水病冷水病をををを保菌保菌保菌保菌しししし
ていないていないていないていないアユアユアユアユのののの使用徹底使用徹底使用徹底使用徹底

◆◆◆◆カワウカワウカワウカワウ、、、、外来魚外来魚外来魚外来魚などのなどのなどのなどの
外的要因外的要因外的要因外的要因へのへのへのへの対策対策対策対策とととと取組取組取組取組

◆◆◆◆河川整備河川整備河川整備河川整備などになどになどになどに対対対対するするするする
意見照会意見照会意見照会意見照会にににに対対対対してしてしてして、、、、河川河川河川河川
資源資源資源資源をををを守守守守るるるる立場立場立場立場からからからから発言発言発言発言

◆◆◆◆資源資源資源資源のののの減少減少減少減少にはにはにはには多多多多くのくのくのくの
要因要因要因要因がががが考考考考えられえられえられえられ、、、、決定的決定的決定的決定的
なななな対策対策対策対策をををを取取取取りえないりえないりえないりえない

◆◆◆◆温暖化温暖化温暖化温暖化などなどなどなど地域地域地域地域ではではではでは解解解解
決決決決できないできないできないできない問題問題問題問題もあるもあるもあるもある

◆◆◆◆古古古古くからのくからのくからのくからの慣習慣習慣習慣習であるであるであるである落落落落
ちちちちアユアユアユアユ漁漁漁漁をををを制限制限制限制限することがすることがすることがすることが
困難困難困難困難なななな河川河川河川河川があるがあるがあるがある

◆◆◆◆生息環境生息環境生息環境生息環境のののの整備整備整備整備やややや森川森川森川森川
海海海海のののの連携連携連携連携などなどなどなど河川環境河川環境河川環境河川環境をををを
保全保全保全保全するするするする活動活動活動活動にはにはにはには漁協漁協漁協漁協やややや
行政行政行政行政のののの取組取組取組取組だけではだけではだけではだけでは限界限界限界限界
があるがあるがあるがある

◆◆◆◆利水関係者等利水関係者等利水関係者等利水関係者等のののの利害利害利害利害がががが
一致一致一致一致せずせずせずせず、、、、内水面資源内水面資源内水面資源内水面資源のののの
保護保護保護保護だけをだけをだけをだけを強要強要強要強要することはすることはすることはすることは
できないできないできないできない

◆○◆○◆○◆○種苗放流種苗放流種苗放流種苗放流やややや産卵場造成産卵場造成産卵場造成産卵場造成
　　　　　　　　　　　　などのなどのなどのなどの人工的対策人工的対策人工的対策人工的対策によるによるによるによる
　　　　　　　　　　　　資源増殖資源増殖資源増殖資源増殖

◆○◆○◆○◆○自然再生産自然再生産自然再生産自然再生産によるによるによるによる資源資源資源資源
　　　　　　　　　　　　増殖増殖増殖増殖につながるにつながるにつながるにつながる取組取組取組取組

これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策

Ｐ２４７
別図（水８）参照
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【　【　【　【　水産業分野水産業分野水産業分野水産業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆３３３３河川河川河川河川にてにてにてにて冬季冬季冬季冬季ののののアマゴアマゴアマゴアマゴ
釣場釣場釣場釣場をををを整備整備整備整備

◆◆◆◆概概概概ねねねね10101010河川河川河川河川においてにおいてにおいてにおいてアマアマアマアマ
ゴゴゴゴのののの冬季釣冬季釣冬季釣冬季釣りりりり場場場場をををを設定設定設定設定

◆◆◆◆全国全国全国全国にににに誇誇誇誇るるるる清流清流清流清流をををを維持維持維持維持しししし
情報情報情報情報をををを発信発信発信発信

◆◆◆◆情報情報情報情報のののの発信発信発信発信によりによりによりにより全国全国全国全国かかかか
らららら人人人人がががが訪訪訪訪れれれれ地域地域地域地域にににに賑賑賑賑わいがわいがわいがわいが
もたらされているもたらされているもたらされているもたらされている

ＨＨＨＨ２３２３２３２３

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

◆◆◆◆種苗放流種苗放流種苗放流種苗放流やややや産卵場造成産卵場造成産卵場造成産卵場造成なななな
どどどど人工的人工的人工的人工的なななな対策対策対策対策によりによりによりにより資源資源資源資源
のののの維持維持維持維持がががが図図図図られているられているられているられている状態状態状態状態

◆◆◆◆種苗放流種苗放流種苗放流種苗放流やややや産卵場造成産卵場造成産卵場造成産卵場造成なななな
どのどのどのどの人工的人工的人工的人工的なななな対策対策対策対策にににに加加加加ええええ、、、、
資源資源資源資源のののの自然再生産自然再生産自然再生産自然再生産もももも徐徐徐徐々々々々にににに
拡大拡大拡大拡大しつつあるしつつあるしつつあるしつつある状態状態状態状態

◆◆◆◆魚魚魚魚たちをたちをたちをたちを豊豊豊豊かにかにかにかに育育育育むむむむ河川河川河川河川
のののの復活復活復活復活をををを目指目指目指目指してしてしてして関係者関係者関係者関係者がががが
一丸一丸一丸一丸となってとなってとなってとなって取組取組取組取組をををを続続続続けていけていけていけてい
るるるる状態状態状態状態

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿
ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１

種苗放流や産卵場造成などの人工的対策による資源増殖

県民：自然保護意識の醸成と環境保全・資源保護活動への参画
　　　　新たな病気や外来魚を持ち込まないなど、本来の河川の姿を守るための理解と協力
漁協：防疫や遺伝的多様性などに配慮した責任ある種苗放流
　　　　産卵場造成や禁漁期設定などによる資源保護の取組推進
　　　　行政や海面漁協など他団体との連携や流域住民を巻き込んだ環境保全や資源保護の取組推進
市町村：流域住民への啓発
　　　    地域の利害関係者間の調整と連携の促進
県漁業振興課：内水面資源増強や河川環境に応じた放流技術などの調査研究の一層の推進
　               　（財）内水面種苗センターによる防疫・健苗性確保のための取組への支援
　　               漁協などが行う資源増強の取組に対する支援
　　               魚類等の生態に適した河川改修や魚道整備などへの協力
　               　河川環境を保全するための森川海の連携の推進
　               　県民への啓発
　               　広域的視点からの利害調整
　               　利水関係者等の協力を得るための庁内外の連携

漁協：調査協力と地元調整
県内水面漁業センター：河川での調査
県漁業管理課：調整規則の改正へ向けた国との調整

県漁業振興課：取組の紹介

規制解除のための調査と規則改正（３河川）

他河川への取組拡大

漁協・市町村・県関係課：
　　　　　　　　　仕組みづくり

関係機関（部署）との連携による県外への情報発信

自然再生産による資源増殖につながる取組

漁協・市町村・県関係課：関係機関が連携した情報発信

漁協・市町村・県関係課：
　　　　　　　　　　　　準備協議

誘客受入体制の整備

漁協・市町村・県関係課：受入体制の整備と支援
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■■■■産地市場産地市場産地市場産地市場でのでのでのでの競争性競争性競争性競争性のののの向上向上向上向上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■■■■高品質高品質高品質高品質なななな生産物生産物生産物生産物のののの確保確保確保確保（（（（鮮魚鮮魚鮮魚鮮魚のののの商品化商品化商品化商品化））））

■■■■生産量生産量生産量生産量、、、、品揃品揃品揃品揃えのえのえのえの確保確保確保確保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生産物生産物生産物生産物（（（（鮮魚鮮魚鮮魚鮮魚））））のののの売上高売上高売上高売上高をををを伸伸伸伸ばすためのばすためのばすためのばすための戦略戦略戦略戦略

○燃油高騰、就業者の高齢化を考慮した漁場の整備、
漁港の活用を図る

○コスト計算に基づく効果的な栽培漁業の推進

○就業者の減少・高齢化を踏まえた操業秩序の確立に
よる資源の確保と効率的漁獲

○広く「漁業の担い手」を確保

漁業者　＝沖〆、鮮度保持、規格選別

漁協支所＝市場での鮮度保持、衛生管理

入札価格入札価格入札価格入札価格（（（（魚価魚価魚価魚価））））のののの向上向上向上向上

県漁協　＝鮮度保持、衛生管理に寄与する施設整備

（（（（１１１１）　）　）　）　生産物生産物生産物生産物のののの量量量量のののの確保確保確保確保、、、、質質質質のののの向上及向上及向上及向上及びびびび市場競争性市場競争性市場競争性市場競争性のののの導入導入導入導入をををを通通通通じたじたじたじた産地入札価格産地入札価格産地入札価格産地入札価格のののの向上向上向上向上

鮮度、衛生、規格

一定量以上、多品種（品揃え）

ｵｰﾌﾟﾝな状態での競争

○生産性向上のための既存の漁港・漁場等の設備資源
を活かす

○分散化した市場の集約（拠点化）

○産地市場のオープン化（新規参入）

○漁協自らも入札に参加

関係者間の協議に基づく規制緩和

密漁・ﾙｰﾙ違反の取締

【ソフト面】

漁業者や漁協職員の意識・行動改革

【ハード面】

拠点市場の高度衛生管理型市場

拠点外市場の高品質確保支援施設

荷揚げ、荷さばきの省力化・自動化

漁業者の売上増、漁協の手数料増、
「土佐の魚」の評価の高まり

県漁協による

付加価値向上へ

■■■■漁獲物漁獲物漁獲物漁獲物のののの安定確保安定確保安定確保安定確保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

幅広い世代から確保、准組合員制度
の活用

黒潮牧場の１２基体制の堅持と配置
場所の見直し、活餌供給基地の充実

沈設型魚礁の調査と再評価、藻場造
成と藻場を利用した漁業生産活動の
実施

大型種苗の放流

【【【【※※※※１１１１】】】】

別図別図別図別図（（（（水水水水１１１１））））

【【【【※※※※３３３３】】】】

【【【【※※※※２２２２】】】】
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藻場
造成

水産試験場による
資源調査研究

燃油高騰、高齢化への対応

カツオ、マグロ等の回遊資源
（黒潮とともに回遊）

漁業者間の調整による規制緩和

浮魚礁（黒潮牧場）

沈設型魚礁

近場の資源を
増やす取組

漁獲の効率を
高める取組

地域防犯組織の設立

◎漁業違反集中取締対策事業
　●巡視による監視活動
　　①情報収集・「県、協力機関」への違反通報
　　②現場での注意・指導
　●啓発活動
　　①看板の設置・防犯パンフレットの作成配布
　　②広報活動（広報車等の活用）
　●研修活動
　　①「県、協力機関」との連絡会議の開催
　　②法令等に関する研修会開催
　　③講演会の開催

◎規制緩和促進事業
　●関係漁業協議の場の設定・参加
　●紛争解決のための話し合い
　●自主的なルールづくり
　●規則改正・規制緩和等による実
態に適合した制度の構築

通常の漁業取締

３年間の集中取締

◎漁業違反集中取締対策事業
　●県外違反船の取締強化
　　①用船取締の実施
　  ②哨戒活動の強化
　  ③定期船からの情報収集
　  ④水産庁、近隣県との連携強化
　  ⑤漁業者からの情報収集体制の強化

＋

◎種苗生産委託事業
　●放流効果を向上させる
ため、より大きく育成したヒラ
メ、エビ類の放流を推進

種苗
放流

タイ、アジ、イサキ等の定着資源

漁　業　資　源

◎磯焼け対策等沿岸域機能回復支援事業
　●ウニ駆除による磯焼け対策
　●事前調査及び追跡調査の実施

藻場回復の取組

放流種苗の大型化

◎沈設型魚礁現況調査
　●21～23年度：実態調査
　●24年度～：実態調査を踏まえた設置に向けた
検討

沈設型魚礁の再評価

◎広域漁場整備事業
　●漁獲効果の高まる位置へ再配置
　●12基体制を維持するための整備の低コスト化

黒潮牧場の整備

県による対策

漁業者による対策

密漁

紛争防止の
ための規制

別図別図別図別図（（（（水水水水２２２２））））【【【【※※※※１１１１】 】 】 】 漁業資源漁業資源漁業資源漁業資源をををを確保確保確保確保するするするする取組取組取組取組
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【【【【※※※※２２２２】　】　】　】　　　　　　　　　新新新新　　　　規規規規　　　　就就就就　　　　業業業業　　　　者者者者　　　　確確確確　　　　保保保保　　　　対対対対　　　　策策策策

　

新規漁業就業者漁船新規漁業就業者漁船新規漁業就業者漁船新規漁業就業者漁船リースリースリースリース事業事業事業事業
　対　象 者：新規漁業就業者支援事業修了者
　支援内容：漁協を通じて中古漁船をリース（自己負担1/3）
　　　　　　　 自己負担の80％まで融資を受けることが可能

　

漁業就業支援漁業就業支援漁業就業支援漁業就業支援フェアフェアフェアフェア
（（（（国国国国のののの事業事業事業事業））））

漁協と希望者のﾏｯﾁﾝｸﾞ
↓↓↓↓

　実践研修

情報発信情報発信情報発信情報発信
とととと

情報収集情報収集情報収集情報収集

県庁県庁県庁県庁ののののホームページホームページホームページホームページ
漁師になりませんか？（漁業振興課）
高知で暮らす。（地域づくり支援課）
高知仕事ネット（雇用労働政策課）

漁業体験研修支援事業漁業体験研修支援事業漁業体験研修支援事業漁業体験研修支援事業

短期間（３～７日）漁村に滞在し、
漁業、漁村生活を体験

相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口

漁業振興課
各漁業指導所

市町村
漁協

新規漁業就業者支援事業新規漁業就業者支援事業新規漁業就業者支援事業新規漁業就業者支援事業
　対　象 者：自営の沿岸漁業者として自立しようとする者
　支援内容：研修・生活費を支援(15万円/月＝2年間）
　　　　　　　 ベテラン漁業者による技術指導で技術を習得（指導者報償費5万／月＝１年間）

金融支援制度金融支援制度金融支援制度金融支援制度
・沿岸漁業改善資金（無利子）
　　　　　経営等改善資金（近代的な漁業技術や安全確保のために必要な経費）
　　　　　青年漁業者等養成確保資金（沿岸漁業の経営を開始するするために必要な経費）

魚価向上魚価向上魚価向上魚価向上やややや流通販売流通販売流通販売流通販売のののの支援支援支援支援によるによるによるによる漁業者所得漁業者所得漁業者所得漁業者所得のののの向上向上向上向上
・県漁協が実施する浜値向上の取組を支援
・県漁協による様々なチャネルでの有利販売の取組を支援

雇用雇用雇用雇用のののの場場場場づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進によるによるによるによる漁家族漁家族漁家族漁家族のののの所得所得所得所得をををを確保確保確保確保
・地域加工に対する支援
・前処理加工に対する支援
・滞在型、体験型観光の推進に対する支援

相談体制相談体制相談体制相談体制

体験研修体験研修体験研修体験研修

長期研修長期研修長期研修長期研修

技術習得技術習得技術習得技術習得

機器機器機器機器・・・・漁具漁具漁具漁具
整備整備整備整備

ふるさと雇用再生新規漁業就業者確保対策事業
漁村地域への巡回員を配置（委託）

そのそのそのその他他他他ののののホームページホームページホームページホームページ
漁師.jp（全国漁業就業確保育成センター）

新規漁業者新規漁業者新規漁業者新規漁業者

情報の発信 情報の収集と勧誘

漁船取得漁船取得漁船取得漁船取得

東京・大阪・名古屋の
県事務所との連携

別図別図別図別図（（（（水水水水３３３３））））
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日常的日常的日常的日常的・・・・継続的継続的継続的継続的
支援支援支援支援

【【【【※※※※３３３３】　】　】　】　鮮 魚 鮮 魚 鮮 魚 鮮 魚 の の の の 商 品 化 商 品 化 商 品 化 商 品 化 に に に に 向 向 向 向 け た け た け た け た 取 組取 組取 組取 組

○○○○よりよりよりより高品質高品質高品質高品質でででで特別特別特別特別なななな商品化商品化商品化商品化へのへのへのへの取組取組取組取組
　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（沖沖沖沖〆、〆、〆、〆、神経抜神経抜神経抜神経抜きききき等等等等））））

○ ○ ○ ○ 販売販売販売販売のののの実践実践実践実践
　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ 量販店への高知県漁協販売コーナーの設置
　　　　　　　　　　　　・・・・ 量販店との直接取り引きを通じた四定条件の
　　　　実現

○ ○ ○ ○ 高度高度高度高度なななな衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理ができるができるができるができる市場市場市場市場のののの整備計画策定整備計画策定整備計画策定整備計画策定
○ ○ ○ ○ 市場統合市場統合市場統合市場統合にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組（（（（市場関係者市場関係者市場関係者市場関係者とのとのとのとの協議協議協議協議））））

○ ○ ○ ○ 高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化へのへのへのへの支援支援支援支援
　　　　　　　　　　　　・ 地域アクションプランで位置付けられた、地域
　　　　漁業者の主体的な取組を支援

○ ○ ○ ○ 県産水産物県産水産物県産水産物県産水産物のののの消費拡大消費拡大消費拡大消費拡大
　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ 直販所や量販店での消費者への旬・産地・
　　　  料理方法の情報提供、業務筋への情報提
        供による消費の拡大推進

　　　　
　　　　土佐土佐土佐土佐のののの魚魚魚魚
 　　 ＝  　　 ＝  　　 ＝  　　 ＝ 高鮮度高鮮度高鮮度高鮮度････高品質高品質高品質高品質････安心安心安心安心････安全安全安全安全ののののイメージイメージイメージイメージ定着定着定着定着

  　 「   　 「   　 「   　 「 土 佐 土 佐 土 佐 土 佐 の の の の 魚 魚 魚 魚 」 」 」 」 全 体 全 体 全 体 全 体 と し て の と し て の と し て の と し て の ブ ラ ン ド ブ ラ ン ド ブ ラ ン ド ブ ラ ン ド 化化化化

○○○○漁業者漁業者漁業者漁業者・・・・漁協職員漁協職員漁協職員漁協職員のののの意識意識意識意識・・・・行動行動行動行動のののの改革改革改革改革

○○○○産地市場産地市場産地市場産地市場のののの機能面機能面機能面機能面でのでのでのでの強化強化強化強化

鮮魚鮮魚鮮魚鮮魚のののの商品化商品化商品化商品化
（（（（鮮度保持鮮度保持鮮度保持鮮度保持・・・・衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理・・・・規格選別規格選別規格選別規格選別））））

高知県高知県高知県高知県１１１１漁協流通販売強化事業漁協流通販売強化事業漁協流通販売強化事業漁協流通販売強化事業

県県県県１１１１漁協市場流通再編推進事業漁協市場流通再編推進事業漁協市場流通再編推進事業漁協市場流通再編推進事業

○ ○ ○ ○ 産地市場産地市場産地市場産地市場でのでのでのでの鮮度保持鮮度保持鮮度保持鮮度保持・・・・衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理のののの実践実践実践実践
　　　　　　　　　　　　・・・・ 品質向上や衛生管理の実践に向けた専任
　　　　職員の主要市場への配置

ふるさとふるさとふるさとふるさと雇用再生雇用再生雇用再生雇用再生
水産物品質向上推進事業水産物品質向上推進事業水産物品質向上推進事業水産物品質向上推進事業

○ ○ ○ ○ 専門家専門家専門家専門家によるによるによるによる実践的実践的実践的実践的なななな学習会学習会学習会学習会のののの開催開催開催開催とととと実践評価実践評価実践評価実践評価
　　　　　　　　　　　　・ ・ ・ ・ 県内22ヶ所で実施（H21～H23）
　　　  　　　  　　　  　　　  ※ ※ ※ ※ 一部では量販店で販売実習

鮮魚商品力向上推進事業鮮魚商品力向上推進事業鮮魚商品力向上推進事業鮮魚商品力向上推進事業

産業振興推進総合支援事業産業振興推進総合支援事業産業振興推進総合支援事業産業振興推進総合支援事業
（（（（産業振興推進部所管産業振興推進部所管産業振興推進部所管産業振興推進部所管））））

地域漁業者地域漁業者地域漁業者地域漁業者のののの主体的取組主体的取組主体的取組主体的取組

ふるさとふるさとふるさとふるさと雇用再生雇用再生雇用再生雇用再生
水産物消費拡大事業水産物消費拡大事業水産物消費拡大事業水産物消費拡大事業

 ● ● ● ●各漁業指導所各漁業指導所各漁業指導所各漁業指導所
 ● ● ● ●水産試験場水産試験場水産試験場水産試験場
 ● ● ● ●工業技術工業技術工業技術工業技術センターセンターセンターセンター

目指目指目指目指すすすす姿姿姿姿

○○○○　　　　適正適正適正適正なななな氷氷氷氷のののの使用使用使用使用によるによるによるによる品質向上品質向上品質向上品質向上のののの実証実証実証実証
　　　　　　　　　・ 対象漁業者全員が適正な氷量を漁船へ積み
　　　　こみ出漁
　　　・ 成果を事例として他地区へ普及

水産物鮮度向上実証事業水産物鮮度向上実証事業水産物鮮度向上実証事業水産物鮮度向上実証事業

別図別図別図別図（（（（水水水水４４４４））））
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（２） 県漁協による「土佐の魚」への付加価値向上

県漁協による落札 他の仲買人の落札
電算ｵﾝﾗｲﾝｼｽ
ﾃﾑの活用

影響

鮮魚流通

加工用流通

３年間の総括・評価

「今後の販売戦略づくり」「販売子会社の設立」「加工流通への対応」の結論

漁協と民間加工事業者の
協同による前処理加工・冷

凍保管の事業化【※４】

漁協と民間加工事業者の
協同による前処理加工・冷

凍保管の事業化【※４】

【効果】

・魚価安定

・安定供給

・付加価値

・定規格化

鮮魚流通 加工用流通

【鮮魚流通の流通量拡大】

・有利販売の出来る取引先の選択と拡大

【鮮魚流通の流通量拡大】

・有利販売の出来る取引先の選択と拡大

取扱量の拡大

参画

県漁協の収益拡大 漁業者への還元
（手数料の引き下げ、配当等）

浜への情報のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸﾞによる一層の高品
質化、集出荷体制の整備、４定条件の確保

様々なチャネルを通じての販売の実施

地域における
前処理加工

地域における
前処理加工

H20～ 直販店を中心とした販売事業の展開

H21～ 県内量販店との直接取引の展開

H22～ 首都圏を中心とした取引の展開

3
年
間(

Ｈ
21
～
）

支援

【高知県１漁協流
通販売強化事業】

○集出荷体制構築
○販路開拓
○人材育成の支援

連携

アンテナショップの活用

別図（水５）

「土佐の魚」の品質向上、ﾌﾞﾗ
ﾝﾄﾞ力獲得、付加価値向上

「土佐の魚」の品質向上、ﾌﾞﾗ
ﾝﾄﾞ力獲得、付加価値向上
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【※４】地域と連携した前処理加工の起業に向けた取組

業務提携等

製品ストック
（ﾁﾙﾄﾞ・冷凍など）

◎生産者（漁協）と加工事業者との協同による
事業化

前処理加工

・消費者の簡便化志向

・県内加工事業者の前処
理加工品に対するニーズ

・外食、中食における食
材ニーズ
・高齢化の進展による施
設給食ニーズ

現状

安定販売（供給）

量販店 消費者ニーズ変化への対応

加工事業者 規模拡大への支援

給食事業者

外食・中食事業者
県産魚志向への対応

事

業

開

始

事
業
主
体
確
定

（
出
資
者
の
決
定

）
会社設立準備

・
設立

工 場 建 設 工 事

営 業 活 動 の 開 始

H21.4 H22.4 H23.4 H24.4

実
施
設
計

起業の働き
かけ
（漁協、加工
事業者）

事業計画の協議

・製造、販売計画
・工場規模、場所、設備
・出資割合 等

適正規模
モデル

作成委託

関連データ
収集（準備）

事業開始までのタイムスケジュール

前処理加工・冷凍保管事業適正規模モデル
作成委託事業

※味付加工（地域水産物の零細規模での加工）については、

で支援。水産物地域加工支援事業費補助金 水産物地域加工グループ育成事業

漁協などによる地域水産物の加工

○高知県漁協高岡支所（未定）（定置漁獲物の加工）

○上ノ加江漁協（ハモの加工）

○久礼漁協（ウルメの加工）

Ｈ２２年度以降の取組Ｈ２１年度の取組

●高知県漁協手結支所（シイラの練り製品向け前処理加工）

●興津漁協（シイラの練り製品向け前処理加工など）

●すくも湾漁協（キビナゴのバラ凍結などの加工）

漁業経営構造改善事業

産業振興推進総合支援事業
(産業振興推進部所管）

納
入
・
連
携

※地域アクションプランより

別図（水６）
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地域の特性や資源を活かしながら、地域が一体となって、滞在型・体験型観光推進地域を構築

　
　

漁村漁村漁村漁村におけるにおけるにおけるにおける『『『『滞在型滞在型滞在型滞在型・・・・体験型観光体験型観光体験型観光体験型観光のののの誘客誘客誘客誘客にににに向向向向けたけたけたけた戦略戦略戦略戦略』』』』

第

Ⅰ

期

第

Ⅲ

期

◎◎◎◎滞在型滞在型滞在型滞在型・・・・体験型観光推進事業補助金体験型観光推進事業補助金体験型観光推進事業補助金体験型観光推進事業補助金
　○事業主体
　　①地域住民組織　　②漁業協同組合

　

　○補助率
　　県：事業費の50％以内
　　　　第Ⅰ期活動の補助金上限：22222222....5555万円万円万円万円
　　　　第Ⅱ期活動の補助金上限：37373737....5555万円万円万円万円
　　　　補助期間は、最大3ヶ年間

　

　○事業内容（補助対象）
　　① 受入受入受入受入れのためのれのためのれのためのれのための技術取得活動技術取得活動技術取得活動技術取得活動
　　　  サービス業としてのノウハウや資格の取得
　　　  （講習会，講演会，勉強会開催，講師派遣）
　　　  指導者の発掘，人材育成　など
　　　  （インストラクター，コーディネーター講習）

　

　　② 組織組織組織組織づくりにづくりにづくりにづくりに向向向向けたけたけたけた活動活動活動活動
　　　  地域住民参加による協議会の設立･運営
　　　　　（協議会議の運営に係る費用）
　　　　協議会による定期的な活動と評価　など
　　　　　（アドバイザーの派遣，モニターツアー）

　　③ メニューメニューメニューメニューづくりづくりづくりづくり・・・・情報発信活動情報発信活動情報発信活動情報発信活動
　　　  商品販売のイベント開催
　　　  （イベント資材，安全･衛生対策機材）
　　　  情報発信能力の強化･機能向上　など
　　　  （ＨＰ製作、パンフレット作成、更新）

◎旅行業界専門家等旅行業界専門家等旅行業界専門家等旅行業界専門家等によるによるによるによる審査審査審査審査

 ◎地域住民参加地域住民参加地域住民参加地域住民参加のののの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会
　・地域住民への説明と意見交換
　・地域コンセプトの提示
　・活動計画素案の提示

◎漁村漁村漁村漁村コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ基盤整備事業基盤整備事業基盤整備事業基盤整備事業(ハード事業)
　○事業内容
　　来訪者受入施設来訪者受入施設来訪者受入施設来訪者受入施設のののの整備整備整備整備にににに対対対対するするするする助成助成助成助成
　　(例) 総合交流施設，宿泊･体験施設，直販施設，漁家レストラン

　　　　情報基盤施設(津波警報) など

　○補助率
　　国・県：事業費の60%以内

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

◎◎◎◎漁村地域資源調査委託漁村地域資源調査委託漁村地域資源調査委託漁村地域資源調査委託
　○地域地域地域地域のののの現状把握現状把握現状把握現状把握（コンサルタント調査）
　　・現地調査(地域資源)

　　（歴史･景観･伝統料理･食材 など）

　　・実情の聴取(関係者)

　　（専門家･地域支援企画員･市町村･漁協･住民代表 など）

　　　　　地域住民の意識改革

　　　　　地域における協力体制の構築

　　　　　顧客満足度を高めるメニューづくり

【【【【顧客顧客顧客顧客ニーズニーズニーズニーズののののアドバイスアドバイスアドバイスアドバイス】】】】

県内40ヶ所の診断

事業計画の認定

レベルアップ

漁業外収入及漁業外収入及漁業外収入及漁業外収入及びびびび雇用機会雇用機会雇用機会雇用機会のののの増加増加増加増加によりによりによりにより漁家所得漁家所得漁家所得漁家所得のののの向上向上向上向上

Ｐ
(計画)

◎活動内容活動内容活動内容活動内容のののの評価評価評価評価････検証検証検証検証
　・コンサルタント(専門家)

Ｄ
(実行)

Ｃ
(評価)

Ａ
(改善)

●地域活動地域活動地域活動地域活動へのへのへのへの着手着手着手着手
　  ・活動計画づくり

　  ・体験メニューづくり

　  ・地域特産品づくり

　  ・接客技術の取得

　  ・イベントの開催

　  ・来客アンケート

　　  　　　　　など

●活動内容活動内容活動内容活動内容のののの改善改善改善改善
　・次年度計画(案)づくり

住住住住

民民民民

参参参参

加加加加

型型型型

のののの

組組組組

織織織織

づづづづ

くくくく

りりりり

地地地地

域域域域

住住住住

民民民民

のののの

意意意意

識識識識

改改改改

革革革革

第

Ⅱ

期

Ｃ

Ｐ

Ｄ

Ａ
●体験体験体験体験メニューメニューメニューメニュー(商品)のののの改善改善改善改善
　・観光商品の販売計画(案)づくり

　

●地域活動地域活動地域活動地域活動ののののレベルアップレベルアップレベルアップレベルアップ

　  ・活動意識の向上

　  　（民泊勉強会 など）

　  ・体験メニューの実施・拡充

  　　（観光商品の業界への売込み）

　  ・情報発信能力の向上　など

●体験活動体験活動体験活動体験活動にににに必要必要必要必要なななな施設計画施設計画施設計画施設計画

◎活動内容活動内容活動内容活動内容のののの評価評価評価評価････検証検証検証検証

◎漁業集落環境整備事業漁業集落環境整備事業漁業集落環境整備事業漁業集落環境整備事業(公共ハード)
　○事業内容
　　来訪者受入環境来訪者受入環境来訪者受入環境来訪者受入環境のののの整備整備整備整備にににに対対対対するするするする助成助成助成助成
　　(例) 防災安全施設（津波避難施設）

　　　　漁業集落道路，集落排水施設，緑地・広場　　など

　○補助率
　　国・県：事業費の70%以内

●市町村(仮申請者)募集
現現現現
在在在在
活活活活
動動動動
中中中中

支 援支 援支 援支 援
(第Ⅰ期)

◎◎◎◎漁村漁村漁村漁村のののの現状評価現状評価現状評価現状評価
・診断
・助言

施施施施
設設設設
整整整整
備備備備

支 援支 援支 援支 援
(第Ⅱ期)

支　援

滞滞滞滞

在在在在

型型型型

・・・・

体体体体

験験験験

型型型型

観観観観

光光光光

推推推推

進進進進

事事事事

業業業業

　

●地域地域地域地域････産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携によるによるによるによる取組取組取組取組

　・全国的な展示会・見本市への出展支援

　・観光業界と連携した商談会の開催

　・子ども農山漁村交流プロジェクトの推進

　・広域観光周遊ルートづくり　など

レベルアップレベルアップレベルアップレベルアップ

レベルアップレベルアップレベルアップレベルアップ

　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 地域資源の何が商品になるか分からない
　　　　 　 所得に結びつけていく発想がない
　　　　  　情報発信力が弱く販売能力に乏しい

　　　　     　　　　     　　　　     　　　　     収入の確保
　　　　　  雇用の場の確保

レベルアップレベルアップレベルアップレベルアップ

【【【【課題課題課題課題】】】】【【【【目標目標目標目標】】】】【【【【現状現状現状現状】】】】

地域支援
企画員

地域支援
企画員

（例）

（例）

別図別図別図別図（（（（水水水水７７７７））））
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河
川
の
資
源
量

【中山間地域に賑わいを取り戻すための資源豊かな河川づくりに向けた戦略】

人工的対策により資源を維持

自然の再生産による資源
増殖を徐々に拡大

年

現
在

河川資源の
極端な減少

◆漁業生産としての河川利用の衰退
◆人工構造物・河川改修による生息適地の減少
◆淵や瀬の減少など河川の荒廃による環境収容力の低下
◆山林の荒廃による土砂流出・崩壊などの影響
◆土砂流出などによる河床変化で産卵適地が減少
◆温暖化による異常な気象による濁水や渇水
◆海水温の上昇による仔魚の生残率低下
◆河床低下や海水面の上昇による産卵場面積の減少
◆冷水病などの疾病の影響
◆カワウや外来魚などによる食害の影響
◆漁具の進化による漁獲圧力の高まり
◆産卵親魚の漁獲
◆漁協の遊漁料収入・組合員減少による増殖活動等の制限
◆内水面資源を守るための利水調整の難しさ

etc・・・

アユをはじめとする河川資源減少の要因

資源豊かな河川の復活

◆冬季は河川が利用されていない

河川の利用の制限（現行の漁期）

◎河川利用中山間地域活性化事業
冬季のアマゴ釣を可能にする規制解除のために
●アマゴの自然増殖に支障のない水域の科学的証明
●規則の改正（農水大臣の認可）

周年利用のための対策

一
年
中
楽
し
め
る
河
川

◆四万十川が全国ブランドとして通用しているが、他の河川についてはPRが不足

県内河川の知名度

○河川の資源状況と釣の情報
○周辺施設､宿､食､イベントなどの地域情報

中
山
間
地
域
の
賑
わ
い

県内漁獲量の推移 単位：トン

アユ 1,807 1,153 849 187
ウナギ 168 129 59 25

2006年1976年 1986年 1996年

庁内外の連携
流域の団体・住民の連携

◎内水面漁業振興事業
●防疫や遺伝的多様性に配慮した責任ある種苗放流
●産卵場造成
●禁漁期・禁漁区の設定
●冷水病等の疾病対策
●カワウ・外来魚への対策

人工的対策による資源増殖

○資源増殖への試験研究の取組
○自然保護意識の醸成と活動への参画
○流域住民など森川海連携による環境保全
○魚類等の生態に配慮した河川改修など
○河川利用を巡る利害関係者の連携

自然の再生産を復活させる取組

これからの対策

○資源増殖への調査研究（内水面漁業センター)
○鳥獣被害対策（文化生活部）
○森林の適正管理・県民参加の森づくり・温暖化対策・協
働の森づくり・清流保全など（林業振興・環境部）
○濁水対策・住民団体と連携した河川管理など（土木部)
○森林整備の支援（公営企業局）

資
源
豊
か
な
河
川

他河川への取組拡大

活
用

情報発信

別図（水８）
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Ⅱ 専門分野の成長戦略

４ 商工業分野
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地域地域地域地域のののの資源資源資源資源やややや強強強強みをみをみをみを活活活活かしてかしてかしてかして力強力強力強力強くくくく発展発展発展発展するするするする商工業商工業商工業商工業 ～～～～外貨外貨外貨外貨のののの獲得獲得獲得獲得をををを目指目指目指目指してしてしてして～～～～

１１１１．．．．５５５５次産品次産品次産品次産品のののの
販売促進販売促進販売促進販売促進

地域経済地域経済地域経済地域経済にににに貢献貢献貢献貢献するするするする
商業商業商業商業のののの活性化活性化活性化活性化

地域経済地域経済地域経済地域経済をををを牽引牽引牽引牽引するするするする
工業工業工業工業のののの活性化活性化活性化活性化

商工業の振興に向けた成長戦略概念図　～商工業部会まとめ～

現状・これまでの取組

【現状】
　○製造品出荷額等は平成７年をピークに減少。ここ4～5年はほ横ばい

　○県経済を支えてきた産業（窯業・土石、木材・木製品、衣服など）が低迷
　○落ち込みをカバーする産業が育っていない
　○世界的シェアを持つキラリと光る企業もある
【これまでの取組】
　○新分野への進出など経営革新への取り組みの推進
　○相談受付型の個別企業への支援対応

これからの対策　（★新規事業、◎拡充事業）

海外全国関西圏四国内県内地域内

産業人材の育成と確保

今後の展開イメージ

地場企業の振興

【現状】
　○県内の製造品出荷額の50％、従業員数の30％を占める

　○昭和５８年以降　新設１３０件、増設４０件
【これまでの取組】
　○本県の強みであるアフターケア対策を基本に、地縁血縁
　　と地元の熱意をモットーにした企業立地の推進

企業立地の推進

【現状】
　○研究開発の成果が製品化・事業化まで結びつくものが少ない
【これまでの取組】
　○大学等との産学官連携による研究開発
　○県内の研究機関や企業の技術シーズを生かした研究開発の支援

新たな産業の創出

【現状】
　○小売販売額は平成9年から、事業所数・従業者数は平成11年から減少が続く
　○卸売業売上高、事業所数、従業員数は平成11年をピークに減少傾向

　○人口減少・高齢化による地域マーケットの縮小
【これまでの取組】
　○商工会等を通じた小規模企業者の経営改善指導
　○経営者の経営力向上等への支援、経営革新塾や各種セミナーの開催

商業の振興（全般）

【現状】
　○大規模量販店進出による個店の活力低下
　○商店街の活力低下
【これまでの取組】
　○国の間接補助金、高度化融資によるアーケードカラー舗装等のハード整備

【現状】
　○一次産品の生産者は、加工用より生鮮での高値出荷を目指す傾向
　○県内の一次産品を活用する食品加工の取組が弱い
　○県外への販売力や流通ノウハウを持つ企業が少ない
【これまでの取組】
＜生産・加工＞
　○地域産品を活用した商品の開発支援
　○流通側とタイアップした商談会の開催
＜流通・販売＞
　○商工会などを通じた経営指導、企業体質の強化
　○商品計画機構や企業コーディネータによる販路開拓支援

１．５次産業の推進

【現状】
　○若者の失業率が高く、近年は高校生の県外流出も増加
　○企業では中核的な人材が不足し確保が難しい状況
【これまでの取組】
　○新規高卒者の就職促進（就職率の向上）
　○ジョブカフェこうちを中心に若年者の就業促進

産業人材の育成と確保

【現状】
　○公共事業の減少に伴い、就業者の減や経営環境の悪化
　○農林や林業、介護や福祉などを担う人材不足
【これまでの取組】
　○新分野進出説明会の実施
　○ファンド等による新分野進出支援

建設業の新分野進出

★成長が期待され潜在力のある分野や企業への重点的支援
　　・食品などテーマごとに研究会を設置し、事業化に向けたプランづくりを促進
　　・県と中核企業との緊密な連携確保と迅速なバックアップの仕組みづくり
★「中核企業を目指す企業の育成」と「小規模事業者の連携等による体質強化」を
　目指し、県の専任チームの定期的な企業訪問、全ての産業支援機関が連携した
　支援体制を構築し、企業支援を充実
★インターネットを活用した企業情報の発信と販路拡大の支援

地場企業の振興

○本県の強みである地域固有の技術や資源を活用した誘致
★核となる企業や不足業種の誘致を進め、地域内で完結する生産体制の構築
　（サプライチェーンマネジメント化）
○企業立地基盤（工業団地等）の整備の推進
　　・県市町村共同開発型の団地開発、工業用水道、情報基盤の整備

企業立地の推進

★これまでの研究成果や地域資源を活用して、新たな事業展開を図る企業が
　行う研究開発や設備投資、販路開拓などに対する支援
★まんがに代表される県内に潜在するコンテンツを発掘するとともに、それらを
　ビジネスにつなげていく仕組みづくりを支援
★健康福祉分野のニーズや市場情報、専門家の助言等による具体的なプラン
　づくりを進める場の提供や、複合的な福祉サービスの提供を支援

新たな産業の創出

◎個店の経営改善への取組を促進
　　・魅力ある個店づくりや外貨の獲得に重点を置いた経営改善の指導
　　・経営改善に取り組む商業者に、経営内容の診断・指導のため専門家を派遣
★地域外への販路拡大
　　・アンテナショップや産直ショップの設置を支援
　　・商工業者と生産者が地域資源の発掘・商品化を協議する場づくり
　　　（地域資源活用共有会議）
★インターネットを活用したｅ-コマースの展開を支援

商
業
の
振
興

商業の振興（全般）

◎商店街の活性化の取組
　　・商業者と住民団体が一体となった商店街活性化イベントの実施
　　・新しく商売を始めたい人のために空き店舗活用を支援
★中心市街地活性化に取り組む市町村を支援
★観光との連携により地域の商業の活性化

★生産技術の専門家や流通アドバイザーなど外部人材の活用による戦略的な
　企業経営を支援
★地域で生産者や商工業者等が連携して、地域資源の発掘や原材料確保を
　協議する場を７つのブロックに設置
★生産者・関係団体との連携調整による原材料処理や加工用設備の整備への
　財政的な支援
★アンテナショップの再構築による販路開拓拠点、観光情報発信拠点等の整備
　　※物産だけでなく、生産者団体とも連携した外食や中食、卸・小売業者等への
　　　県産品の売り込み拠点とする
　　・都心への新しいアンテナショップの設置
★県主催の商談会などによる県産品の売り込みの支援
★海外展開の推進に向けた新たな取組

１．５次産業の推進

◎学校・企業の連携の強化
★就職支援相談センター（ジョブカフェ）の機能充実
◎地域で行う人材育成の普及拡大
★機械・金属、食品加工企業等に対する技術人材の育成
◎中核的な人材の誘致
★求人求職情報の利便性の向上

産業人材の育成と確保

★新分野進出に係る様々な課題を解決するため、地域での支援体制を構築
◎新分野進出を促進する環境づくり

建設業の新分野進出

今後の施策の展開方向

商店街の振興

＜地場企業の振興＞
　　　・地場企業の競争力強化と産業集積の向上
＜企業立地の推進＞
　　　・地域の特性を生かした企業誘致の推進
＜新たな産業の創出＞
　　　・研究開発成果の県内での事業化

１　地域経済を牽引する工業の活性化～外貨の獲得目指して～

（１）ものづくり企業の強化

「おいしさ」や「高品質」「安全安心」などをキーワードに高知県ブランドを確立

（２）１次産業との連携（１．５次産業の推進）

３　産業人材の育成と確保

４　建設業の新分野進出

建設業の
新分野進出

工
業
の
振
興

１
次
産
業
と
の
連
携

（１
．
５
次
産
業
の
推
進
）

企
業
立
地
の
推
進

新
た
な
産
業
の
創
出

地
場
企
業
の
振
興

製造業の高度化

工業の振興

商
業
の
振
興

商
店
街
の
振
興

商業の振興

く場があっても
就職に結びつか
ない 用のミス
マッチが 在

公共事業の減に伴
い く場が減少

の産業
との連携

農業

産

林

観光

商店街の振興
大規模量販店の
進出や人口減少
により商業が

高 県の強みで
ある一次産品を
活かしきれてい
ない食品加工

全国でも
下 に低迷する
高 県工業

人
材
育
成
・
建
設
業
支
援

２　地域経済に貢献する商業の活性化

新たな発想で商店づくりや商店街の活性化に取り組む

ミスマッチの解消による円滑な人材の確保

新分野進出による地域での働く場の確保
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．外貨外貨外貨外貨をををを稼稼稼稼ぐぐぐぐ商工業商工業商工業商工業】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆分野分野分野分野やややや規模規模規模規模をををを問問問問わないわないわないわない
一律一律一律一律のののの中小企業施策中小企業施策中小企業施策中小企業施策のののの
展開展開展開展開にににに留留留留まっているまっているまっているまっている

◆◆◆◆企業間企業間企業間企業間のののの連携等連携等連携等連携等がががが薄薄薄薄
くくくく、、、、総総総総じてじてじてじて個個個個々々々々のののの企業体企業体企業体企業体
力力力力をををを強化強化強化強化できずできずできずできず、、、、成長成長成長成長にににに
限界限界限界限界があったがあったがあったがあった

◆◆◆◆成長成長成長成長がががが期待期待期待期待されされされされ潜在力潜在力潜在力潜在力のあのあのあのあ
　 　 　 　 るるるる分野分野分野分野やややや企業企業企業企業へのへのへのへの重点的支重点的支重点的支重点的支
   援   援   援   援
　　　　★★★★テーマテーマテーマテーマごとごとごとごと（（（（例例例例：：：：食品加工食品加工食品加工食品加工
     等     等     等     等））））のののの研究会方式研究会方式研究会方式研究会方式によるによるによるによる企企企企
     業支援     業支援     業支援     業支援
　　　　★★★★企業企業企業企業とのとのとのとの緊密緊密緊密緊密なななな連携確保連携確保連携確保連携確保とととと
　   　   　   　   迅速迅速迅速迅速ななななバックアップバックアップバックアップバックアップ

○○○○ ○○○○ ○○○○

　　　　 ◆◆◆◆総合的総合的総合的総合的なななな支援体制支援体制支援体制支援体制のののの構築構築構築構築
　 （　 （　 （　 （産業支援機関産業支援機関産業支援機関産業支援機関のののの連携連携連携連携によによによによ
    る    る    る    る具体的支援策具体的支援策具体的支援策具体的支援策のののの検討検討検討検討））））
　　　　★★★★地域経済地域経済地域経済地域経済をををを牽引牽引牽引牽引するするするする中核中核中核中核
　   　   　   　   企業企業企業企業をををを目指目指目指目指すすすす企業企業企業企業のののの育成育成育成育成
　　　　★★★★小規模事業者小規模事業者小規模事業者小規模事業者のののの連携等連携等連携等連携等にににに
　   　   　   　   よるよるよるよる体質強化体質強化体質強化体質強化 ○○○○

◆★◆★◆★◆★販路販路販路販路のののの拡大拡大拡大拡大（（（（インターネッインターネッインターネッインターネッ
　  　  　  　  トトトト利用利用利用利用、、、、県主催県主催県主催県主催のののの商談会商談会商談会商談会のののの
　  　  　  　  開催等開催等開催等開催等））））

○○○○

◆★◆★◆★◆★大学大学大学大学とのとのとのとの連携連携連携連携（（（（大学大学大学大学とととと地元地元地元地元
　 　 　 　 企業企業企業企業ののののマッチングマッチングマッチングマッチングのののの場場場場のののの提提提提
　 　 　 　 供供供供））））

○○○○

◆◎◆◎◆◎◆◎機械機械機械機械・・・・金属金属金属金属、、、、食品加工企食品加工企食品加工企食品加工企
　 　 　 　 業等業等業等業等にににに対対対対するするするする技術人材技術人材技術人材技術人材のののの
　 　 　 　 育成育成育成育成

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

１１１１．．．．地域経済地域経済地域経済地域経済をををを牽引牽引牽引牽引するするするする工業工業工業工業のののの活活活活
性化性化性化性化
　（　（　（　（１１１１））））ものづくりものづくりものづくりものづくり企業企業企業企業のののの強化強化強化強化
　　　　　　　　・・・・地場企業地場企業地場企業地場企業のののの競争力強化競争力強化競争力強化競争力強化とととと産産産産
　　　　　　　　　　　　業集積業集積業集積業集積のののの向上向上向上向上
　　　　　　　　・・・・地域地域地域地域のののの特性特性特性特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした企業企業企業企業
　　　　　　　　　　　　誘致誘致誘致誘致のののの推進推進推進推進
    
          ①          ①          ①          ①地場企業地場企業地場企業地場企業のののの振興振興振興振興

◆◆◆◆製造品出荷額等製造品出荷額等製造品出荷額等製造品出荷額等はははは、、、、
HHHH7777年年年年（（（（7777,,,,055055055055億円億円億円億円））））ををををピーピーピーピー
ククククにににに減少減少減少減少しししし、、、、ここここここここ4444～～～～5555年年年年
はほぼはほぼはほぼはほぼ横横横横ばいばいばいばい
・・・・HHHH18181818年年年年　　　　5555,,,,498498498498億円億円億円億円
　　（　　（　　（　　（全国全国全国全国46464646位位位位））））
・・・・45454545位位位位((((鳥取鳥取鳥取鳥取))))1111兆兆兆兆346346346346億億億億
円円円円、、、、
　　　　47474747位位位位((((沖縄沖縄沖縄沖縄))))5555,,,,280280280280億円億円億円億円
※H※H※H※H19191919年工業統計年工業統計年工業統計年工業統計（（（（速報速報速報速報））））

◆◆◆◆県内製造業県内製造業県内製造業県内製造業のののの約半数約半数約半数約半数
はははは小規模事業者小規模事業者小規模事業者小規模事業者でありでありでありであり、、、、
地域製造業地域製造業地域製造業地域製造業のののの牽引役牽引役牽引役牽引役となとなとなとな
るるるる大規模事業者大規模事業者大規模事業者大規模事業者がががが少少少少なななな
いいいい
　　　　・・・・従業員数従業員数従業員数従業員数4444～～～～9999人人人人
　　    　　　    　　　    　　　    　全体全体全体全体のののの47474747％％％％
　　 　〃　　 　　 　〃　　 　　 　〃　　 　　 　〃　　 100100100100人以上人以上人以上人以上
    　     全体    　     全体    　     全体    　     全体の の の の 3333%%%%

＜＜＜＜製造品出荷額製造品出荷額製造品出荷額製造品出荷額＞＞＞＞
　　　　・・・・従業員数従業員数従業員数従業員数4444～～～～9999人人人人
      　　全体      　　全体      　　全体      　　全体の の の の 6666%%%%
　　　　〃　　　　　　〃　　　　　　〃　　　　　　〃　　100100100100人以上人以上人以上人以上
           全体           全体           全体           全体のののの49494949%%%%

◆◆◆◆新分野新分野新分野新分野へのへのへのへの進出進出進出進出などなどなどなど
経営革新経営革新経営革新経営革新へのへのへのへの取組取組取組取組のののの推推推推
進進進進（（（（一般公募型一般公募型一般公募型一般公募型のののの財政支財政支財政支財政支
援制度援制度援制度援制度））））
・・・・頑張頑張頑張頑張るるるる企業総合支援事企業総合支援事企業総合支援事企業総合支援事
業業業業
・・・・こうちこうちこうちこうち産業振興基金産業振興基金産業振興基金産業振興基金ほほほほ
かかかか

◆◆◆◆相談受付型相談受付型相談受付型相談受付型のののの個別企個別企個別企個別企
業業業業へのへのへのへの支援対応支援対応支援対応支援対応

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
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【　【　【　【　商工業分野商工業分野商工業分野商工業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆技術研修受講者数技術研修受講者数技術研修受講者数技術研修受講者数
　　　　　　　　HHHH20202020：：：：
　 　　 　　 　　 　9999コース コース コース コース 75757575人人人人（（（（年間年間年間年間））））
         ↓         ↓         ↓         ↓
 　H 　H 　H 　H21212121～～～～HHHH23232323：：：：
　 　 　 　 14141414コース コース コース コース 400400400400人人人人（（（（年間年間年間年間））））

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆複数複数複数複数のののの中核的中核的中核的中核的なななな企業企業企業企業とととと、、、、
それをそれをそれをそれを支支支支えるえるえるえるグループグループグループグループ企業企業企業企業
群群群群のののの形成形成形成形成

◆◆◆◆研究会発研究会発研究会発研究会発のののの事業化件数事業化件数事業化件数事業化件数
　　 　　 　　 　　 HHHH23232323： ： ： ： 30303030件件件件（（（（累計累計累計累計））））

◆◆◆◆経営革新等認定企業数経営革新等認定企業数経営革新等認定企業数経営革新等認定企業数
　 　 　 　 HHHH20202020： ： ： ： 160160160160社社社社（（（（累計累計累計累計））））
　    　　　　    　　　　    　　　　    　　　↓↓↓↓
　 　 　 　 HHHH23232323： ： ： ： 220220220220社社社社（（（（累計累計累計累計））））

◆◆◆◆電子商取引普及率電子商取引普及率電子商取引普及率電子商取引普及率
　　（　　（　　（　　（BtoBBtoBBtoBBtoB））））
　 　 　 　 HHHH18181818：：：：10101010....8888％％％％
　    　　　    　　　    　　　    　　↓↓↓↓
　 　 　 　 HHHH23232323：：：：13131313....2222％％％％

◆◆◆◆地場企業地場企業地場企業地場企業とととと誘致企業誘致企業誘致企業誘致企業のののの
連携連携連携連携によるによるによるによる高高高高いいいい技術力技術力技術力技術力をををを
持持持持ったったったった産業群産業群産業群産業群のののの形成形成形成形成
◆◆◆◆本県本県本県本県のののの特性特性特性特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした新新新新
たなたなたなたな産業産業産業産業のののの育成育成育成育成とととと活発活発活発活発なななな事事事事
業展開業展開業展開業展開

◆◆◆◆研究会発研究会発研究会発研究会発のののの事業化件数事業化件数事業化件数事業化件数
　　　　　　　　HHHH29292929： ： ： ： 90909090件件件件（（（（累計累計累計累計））））

◆◆◆◆経営革新等認定企業数経営革新等認定企業数経営革新等認定企業数経営革新等認定企業数
　　　　　　　　HHHH29292929： ： ： ： 340340340340社社社社（（（（累計累計累計累計））））

◆◆◆◆電子商取引普及率電子商取引普及率電子商取引普及率電子商取引普及率
　　（　　（　　（　　（BtoBBtoBBtoBBtoB））））
　　　　　　　　HHHH29292929： ： ： ： 16161616....1111％％％％

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

県工業振興課：
  ・テーマ別研究会設置・運営
  ・研究会発事業化支援補助制度の創設

テーマごとの研究会方式による企業支援
企業との綿密な連携確保と迅速なバックアップ

地域経済を牽引する中核企業を目指す企業の育成

県工業振興課：
  ・中核企業等育成支援会議の設置
    技術者の養成、ビジネスマッチング、生産性向上
  ・専任チームの定期的な企業訪問

小規模事業者の連携等による体質強化

県工業振興課：
  ・インターネットを活用した企業情報の発信と受注の確保
  ・展示会への参加助成
産業振興センター：
  ・県外商談会の開催

インターネット利用、県主催の商談会の開催等

大学と地元企業のマッチングの場の提供

県新産業推進課：
　・県内の工業会等のニーズ把握
　・事業化につながる技術を有する大学研究者と企業への技術説明、個別相談
　・産学のネットワークを構築する。

食品、天然素材

Ｐ２７２
別図（商工１）参照

Ｐ２７３、２７４
別図（商工２・３）参照

Ｐ２７５
別図（商工４）参照

機械・金属、食品加工企業等に対する技術人材の育成

県工業技術センター：
　・専門的技術研修の実施
　・食品加工特別技術支援員の配置
　・技術指導アドバイザーの派遣

Ｐ２７６
別図（商工５）参照

県工業技術センター：
　・専門的技術研修の実施
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．外貨外貨外貨外貨をををを稼稼稼稼ぐぐぐぐ商工業商工業商工業商工業】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◎◆◎◆◎◆◎本県本県本県本県のののの強強強強みをみをみをみを生生生生かしたかしたかしたかした誘誘誘誘
　 　 　 　 致致致致（（（（地域固有地域固有地域固有地域固有のののの技術技術技術技術・・・・資源資源資源資源・・・・
　 　 　 　 企業等企業等企業等企業等のののの活用活用活用活用))))

〇〇〇〇

　　　　

◆◎◆◎◆◎◆◎県内製造業県内製造業県内製造業県内製造業のののの高度化高度化高度化高度化にににに繋繋繋繋
　 　 　 　 がるがるがるがる誘致誘致誘致誘致

〇〇〇〇

◆◎◆◎◆◎◆◎不足不足不足不足するするするする事務系職場事務系職場事務系職場事務系職場のののの誘誘誘誘
　 　 　 　 致致致致

〇〇〇〇

◆◎◆◎◆◎◆◎既存立地企業既存立地企業既存立地企業既存立地企業へのへのへのへのアフタアフタアフタアフタ
　 　 　 　 ーケアーケアーケアーケア対策対策対策対策のののの充実充実充実充実（（（（増設増設増設増設のののの
　 　 　 　 促進促進促進促進))))

〇〇〇〇

◆◆◆◆企業立地基盤企業立地基盤企業立地基盤企業立地基盤（（（（工業団地等工業団地等工業団地等工業団地等））））
　 　 　 　 のののの整備整備整備整備のののの推進推進推進推進（（（（県市町村共県市町村共県市町村共県市町村共
　 　 　 　 同開発型同開発型同開発型同開発型のののの団地開発団地開発団地開発団地開発、、、、工業工業工業工業
　 　 　 　 用水道用水道用水道用水道、、、、情報基盤情報基盤情報基盤情報基盤のののの整備整備整備整備））））
　〇　〇　〇　〇工業団地工業団地工業団地工業団地のののの開発開発開発開発
　　　　★★★★情報基盤情報基盤情報基盤情報基盤のののの整備整備整備整備

〇〇〇〇

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

１１１１．．．．地域経済地域経済地域経済地域経済をををを牽引牽引牽引牽引するするするする工業工業工業工業のののの活活活活
性化性化性化性化
　（　（　（　（１１１１））））ものづくりものづくりものづくりものづくり企業企業企業企業のののの強化強化強化強化
　　　　　　　　・・・・地場企業地場企業地場企業地場企業のののの競争力強化競争力強化競争力強化競争力強化とととと産産産産
　　  　　  　　  　　  業集積業集積業集積業集積のののの向上向上向上向上
　　　　　　　　・・・・地域地域地域地域のののの特性特性特性特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした企業企業企業企業
　　　　　　　　　　　　誘致誘致誘致誘致のののの推進推進推進推進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②②②②企業立地企業立地企業立地企業立地のののの推進推進推進推進

◆◆◆◆製造品出荷額製造品出荷額製造品出荷額製造品出荷額のののの50505050％％％％
　　　　従業員数従業員数従業員数従業員数30303030％％％％をををを占占占占めるめるめるめる

◆◆◆◆58585858年以降年以降年以降年以降、、、、新設新設新設新設130130130130件件件件
　　　　増設増設増設増設40404040件件件件、、、、出荷額出荷額出荷額出荷額
　　　　3333,,,,500500500500億円億円億円億円((((HHHH17171717企業企業企業企業
　　　　ヒアヒアヒアヒアによるによるによるによる実績実績実績実績　＋　＋　＋　＋
　　　　18181818年度以降年度以降年度以降年度以降のののの新増新増新増新増
　　　　設分設分設分設分））））
　　　　※※※※18181818年度以降分年度以降分年度以降分年度以降分
　　　　新新新新12121212、、、、増増増増20202020、、、、出荷額出荷額出荷額出荷額
　　　　870870870870億円億円億円億円

◆◆◆◆高度化高度化高度化高度化にににに資資資資するするするする表面表面表面表面
　　　　処理等処理等処理等処理等のののの誘致誘致誘致誘致；；；；
　　　　　　　　金型金型金型金型４４４４、、、、熱処理熱処理熱処理熱処理１１１１
　　　　　　　　プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック成型成型成型成型３３３３
　　　　　　　　アルミアルミアルミアルミ鋳込鋳込鋳込鋳込２２２２
　　　　　　　　同同同同ダイカストダイカストダイカストダイカスト１１１１、、、、鍛造鍛造鍛造鍛造１１１１
　　　　　　　　研磨研磨研磨研磨２２２２（（（（ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｽﾄﾗｽﾄﾗｽﾄﾗｽﾄ、、、、ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ﾗｽﾗｽﾗｽﾗｽ
　　　　　　　　研磨研磨研磨研磨））））

◆◆◆◆成長成長成長成長がががが期待期待期待期待できるできるできるできる研究研究研究研究
　　　　開発型企業開発型企業開発型企業開発型企業のののの立地立地立地立地

◆◆◆◆中央部中央部中央部中央部でのでのでのでの工業団地工業団地工業団地工業団地
　　　　のののの在庫在庫在庫在庫がががが2222hahahahaとなっていとなっていとなっていとなってい
　　　　ることることることること

◆◆◆◆アフターケアアフターケアアフターケアアフターケア対策対策対策対策トップトップトップトップ
　　　　クラスクラスクラスクラスのののの評価評価評価評価

◆◆◆◆本県本県本県本県のののの強強強強みであるみであるみであるみであるアフアフアフアフ
　　　　ターケアターケアターケアターケア対策対策対策対策をををを基本基本基本基本にににに
　　　　地縁血縁地縁血縁地縁血縁地縁血縁とととと地元地元地元地元のののの熱意熱意熱意熱意
　　　　ををををモットーモットーモットーモットーにしたにしたにしたにした企業立企業立企業立企業立
　　　　地地地地のののの推進推進推進推進

　　　　　　　　・・・・大型立地大型立地大型立地大型立地はははは２２２２社社社社
　　　　　　　　・・・・基盤技術関係企業基盤技術関係企業基盤技術関係企業基盤技術関係企業
　　　　　　　　　　　　14141414社社社社
　　　　　　　　・・・・ｺｰﾙｾﾝﾀｰｺｰﾙｾﾝﾀｰｺｰﾙｾﾝﾀｰｺｰﾙｾﾝﾀｰ等等等等のののの誘致誘致誘致誘致
　　 　　 　　 　　 をををを本格的本格的本格的本格的にににに開始開始開始開始((((HHHH
　　 　　 　　 　　 16161616年年年年))))しししし、、、、６６６６社社社社640640640640人人人人
　　 　　 　　 　　 のののの新規雇用新規雇用新規雇用新規雇用
　　　　　　　　・・・・ｱﾌﾀｰｹｱｱﾌﾀｰｹｱｱﾌﾀｰｹｱｱﾌﾀｰｹｱ対策対策対策対策
　　　　　　　　　　　　大型立地大型立地大型立地大型立地をををを除除除除きききき、、、、
　　　　　　　　　　　　２２２２社社社社のののの工場工場工場工場がががが出荷出荷出荷出荷
　　　　　　　　　　　　額額額額200200200200億円億円億円億円をををを超超超超すすすす
 　・ 　・ 　・ 　・基盤整備関係基盤整備関係基盤整備関係基盤整備関係
　　　　　　　　　　　　流通系流通系流通系流通系ややややｵﾌｨｽﾊｵﾌｨｽﾊｵﾌｨｽﾊｵﾌｨｽﾊﾟ゚゚゚
　　　　　　　　　　　　ｰｸｰｸｰｸｰｸ関連関連関連関連をををを重視重視重視重視したしたしたした
　　　　　　　　　　　　ことからことからことからことから、、、、工業団工業団工業団工業団
　　　　　　　　　　　　地地地地のののの開発等開発等開発等開発等がががが十十十十
　　　　　　　　　　　　分分分分でなかったでなかったでなかったでなかった

◆◆◆◆中央部中央部中央部中央部でのでのでのでの計画的計画的計画的計画的なななな
　　　　団地開発等団地開発等団地開発等団地開発等ができなかができなかができなかができなか
　　　　ったことからったことからったことからったことから、、、、工業団地工業団地工業団地工業団地
　　　　のののの在庫在庫在庫在庫がががが不足不足不足不足、、、、工業用工業用工業用工業用
　　　　水水水水やややや情報基盤面情報基盤面情報基盤面情報基盤面でででで課題課題課題課題

◆◆◆◆立地優遇策立地優遇策立地優遇策立地優遇策のののの強化競強化競強化競強化競
　　　　争争争争やややや立地環境立地環境立地環境立地環境でででで他県他県他県他県にににに
　　　　力負力負力負力負けするけするけするけする

◆◆◆◆工業集積工業集積工業集積工業集積がががが脆弱脆弱脆弱脆弱なことなことなことなこと
　　　　からからからから、、、、表面処理等表面処理等表面処理等表面処理等のののの企企企企
　　　　業業業業のののの不足不足不足不足とととと熟練工熟練工熟練工熟練工などなどなどなど
　　　　のののの層層層層がががが薄薄薄薄いいいい

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
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【　【　【　【　商工労働分野商工労働分野商工労働分野商工労働分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

 

  地域固有の技術や成長分
　野等の誘致企業を活用し
　た誘致

  地域資源を活用した誘致

　県内で不足する業種の誘
　致と企業間でのマッチング
　機能強化による地域で一
　貫した生産体制（ＳＣＭ化）
　の拡大

　
　コールセンター等の誘致

　重点対策企業へのフォロー
　アップ対策

　増設の見込みが高い企業
　へのフォローアップ

　
　これまでの新増設計画の
　着実な実現

◆◆◆◆新新新新たにたにたにたに分譲分譲分譲分譲をををを開始開始開始開始するするするする
　　　　工業用地面積工業用地面積工業用地面積工業用地面積（（（（中央部中央部中央部中央部））））
　 　 　 　 HHHH20202020：　：　：　：　2222hahahaha（（（（在庫在庫在庫在庫））））
　    　　　　    　　　　    　　　　    　　　↓↓↓↓
　 　 　 　 HHHH23232323：　：　：　：　5555hahahaha（（（（累計累計累計累計））））

◆◆◆◆新新新新たにたにたにたに分譲分譲分譲分譲をををを開始開始開始開始するするするする
　　　　工業用地面積工業用地面積工業用地面積工業用地面積（（（（中央部中央部中央部中央部））））
　 　 　 　 HHHH29292929： ： ： ： 45454545hahahaha（（（（累計累計累計累計））））

◆◆◆◆地場企業地場企業地場企業地場企業とととと誘致企業誘致企業誘致企業誘致企業のののの連連連連
携携携携によるによるによるによる高高高高いいいい技術力技術力技術力技術力をををを持持持持っっっっ
たたたた産業群産業群産業群産業群のののの形成形成形成形成
◆◆◆◆本県本県本県本県のののの特性特性特性特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした新新新新
たなたなたなたな産業産業産業産業のののの育成育成育成育成とととと活発活発活発活発なななな事事事事
業展開業展開業展開業展開

◆◆◆◆企業立地件数企業立地件数企業立地件数企業立地件数
　　（　　（　　（　　（新増設件数新増設件数新増設件数新増設件数））））
　 　 　 　 HHHH24242424～～～～HHHH29292929： ： ： ： 15151515件件件件

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆固有技術固有技術固有技術固有技術やややや資源資源資源資源などをなどをなどをなどを
　　　　活用活用活用活用したしたしたした誘致誘致誘致誘致やややや、、、、不足不足不足不足すすすす
　　　　るるるる業種業種業種業種のののの誘致誘致誘致誘致がががが進進進進みみみみ、、、、
　　　　地域地域地域地域でででで一貫一貫一貫一貫したしたしたした生産体制生産体制生産体制生産体制
　（ＳＣＭ　（ＳＣＭ　（ＳＣＭ　（ＳＣＭ化化化化））））のののの拡大拡大拡大拡大

◆◆◆◆企業立地件数企業立地件数企業立地件数企業立地件数
　　（　　（　　（　　（新増設件数新増設件数新増設件数新増設件数））））
 　H 　H 　H 　H21212121～～～～HHHH23232323： ： ： ： 8888件件件件

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

県企業立地課：県市町村共
同開発の推進

工業団地の開発 情報基盤の整備

県企業立地課：工業団地等
への光回線の整備に要す
る補助制度の創設
　

南国工業団地 用地取得 造成工事 分譲

香南工業団地 測量設計 用地取得 造成工事

第二段階の団地
３箇所程度ピックアップし適地調査

※工場用地整備事業費補助金のうち、
用地調査の内容を充実

第
一
段
階

開発着手

Ｐ２７７
別図（商工６）参照
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．外貨外貨外貨外貨をををを稼稼稼稼ぐぐぐぐ商工業商工業商工業商工業】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆★◆★◆★◆★一次産業一次産業一次産業一次産業とととと工業団体工業団体工業団体工業団体とのとのとのとの
　 　 　 　 連携連携連携連携をををを推進推進推進推進しししし、、、、ニーズニーズニーズニーズにににに基基基基づづづづ
　  　  　  　  くくくく研究開発研究開発研究開発研究開発をををを促進促進促進促進

○○○○

◆★◆★◆★◆★情報関連情報関連情報関連情報関連のののの研究開発研究開発研究開発研究開発やややや組組組組
　 　 　 　 込込込込みみみみソフトソフトソフトソフトなどなどなどなど新新新新たなたなたなたな分野分野分野分野のののの
　 　 　 　 取組取組取組取組にににに向向向向けたけたけたけた人材育成人材育成人材育成人材育成・・・・確確確確
   保   保   保   保をををを支援支援支援支援

○○○○

◆★◆★◆★◆★研究開発研究開発研究開発研究開発からからからから事業化事業化事業化事業化まままま
　 　 　 　 でででで、、、、一貫一貫一貫一貫したしたしたした支援体制支援体制支援体制支援体制のののの構構構構
　 　 　 　 築築築築によるによるによるによる新産業新産業新産業新産業のののの推進推進推進推進

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

◆◆◆◆幅広幅広幅広幅広いいいい企業企業企業企業、、、、大学大学大学大学がががが研研研研
究開発究開発究開発究開発をををを行行行行ったがったがったがったが研究開研究開研究開研究開
発発発発のののの成果成果成果成果がががが製品化製品化製品化製品化・・・・事業事業事業事業
化化化化までまでまでまで結結結結びつくものがびつくものがびつくものがびつくものが少少少少なななな
いいいい

◆◆◆◆大学等大学等大学等大学等とのとのとのとの産学官連産学官連産学官連産学官連
携携携携によるによるによるによる研究開発研究開発研究開発研究開発にににに取取取取りりりり
組組組組みみみみ、、、、またまたまたまた県内県内県内県内のののの研究機研究機研究機研究機
関関関関やややや企業企業企業企業のののの技術技術技術技術シーズシーズシーズシーズをををを
生生生生かしたかしたかしたかした研究開発研究開発研究開発研究開発をををを支援支援支援支援

◆◆◆◆研究開発成果研究開発成果研究開発成果研究開発成果をををを新製新製新製新製
品品品品などになどになどになどに結結結結びつけるびつけるびつけるびつける開発開発開発開発
力力力力やややや技術力技術力技術力技術力、、、、企業体力企業体力企業体力企業体力をををを
持持持持つつつつ企業企業企業企業がががが少少少少ないないないない

◆◆◆◆コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ開発開発開発開発やややや、、、、高高高高
齢者比率齢者比率齢者比率齢者比率のののの上昇上昇上昇上昇にににに伴伴伴伴うううう新新新新
商品商品商品商品の の の の 開発開発開発開発、、、、新新新新サービスサービスサービスサービス
展開展開展開展開ニーズニーズニーズニーズへのへのへのへの対応対応対応対応

◆★◆★◆★◆★コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ産業産業産業産業（（（（まんがまんがまんがまんが、、、、
　 　 　 　 デザインデザインデザインデザイン等等等等）、）、）、）、健康福祉産健康福祉産健康福祉産健康福祉産
　 　 　 　 業業業業のののの事業化事業化事業化事業化にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組
　 　 　 　 のののの推進推進推進推進

○○○○

◆★◆★◆★◆★地域資源地域資源地域資源地域資源をををを活用活用活用活用したしたしたした新産新産新産新産
　 　 　 　 業業業業のののの推進推進推進推進（（（（竹竹竹竹、、、、紙等紙等紙等紙等））））

１１１１．．．．地域経済地域経済地域経済地域経済をををを牽引牽引牽引牽引するするするする工業工業工業工業のののの
活性化活性化活性化活性化
　（　（　（　（１１１１））））ものづくりものづくりものづくりものづくり企業企業企業企業のののの強化強化強化強化
　　　　　　　　・・・・研究開発成果研究開発成果研究開発成果研究開発成果のののの県内県内県内県内でのでのでのでの
　　 　　 　　 　　 事業化事業化事業化事業化

　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ③③③③新新新新たなたなたなたな産業産業産業産業のののの創出創出創出創出

○○○○

Ｐ２７８
別図（商工７）参照
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【　【　【　【　商工労働分野商工労働分野商工労働分野商工労働分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆研究会発研究会発研究会発研究会発のののの事業化件数事業化件数事業化件数事業化件数
　【　【　【　【再掲再掲再掲再掲】】】】
　　　　　　　　HHHH23232323： ： ： ： 30303030件件件件（（（（累計累計累計累計））））

◆◆◆◆研究会発研究会発研究会発研究会発のののの事業化件数事業化件数事業化件数事業化件数
　【　【　【　【再掲再掲再掲再掲】】】】
　　　　　　　　HHHH29292929： ： ： ： 90909090件件件件（（（（累計累計累計累計））））

ＨＨＨＨ２３２３２３２３ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆複数複数複数複数のののの中核的中核的中核的中核的なななな企業企業企業企業とととと、、、、
それをそれをそれをそれを支支支支えるえるえるえるグループグループグループグループ企業企業企業企業
群群群群のののの形成形成形成形成

◆◆◆◆コンテンツビジネスコンテンツビジネスコンテンツビジネスコンテンツビジネスのののの
　　　　起業化件数起業化件数起業化件数起業化件数
　　　　　　　　HHHH23232323： ： ： ： 1111件件件件

◆◆◆◆地場企業地場企業地場企業地場企業とととと誘致企業誘致企業誘致企業誘致企業のののの
連携連携連携連携によるによるによるによる高高高高いいいい技術力技術力技術力技術力をををを
持持持持ったったったった産業群産業群産業群産業群のののの形成形成形成形成
◆◆◆◆本県本県本県本県のののの特性特性特性特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした
新新新新たなたなたなたな産業産業産業産業のののの育成育成育成育成とととと活発活発活発活発
なななな事業展開事業展開事業展開事業展開

◆◆◆◆コンテンツビジネスコンテンツビジネスコンテンツビジネスコンテンツビジネスのののの
　　　　起業化件数起業化件数起業化件数起業化件数
　　　　　　　　HHHH29292929： ： ： ： 3333件件件件((((累計累計累計累計))))

・テーマごとの研究会方式
　による企業支援
・企業との綿密な連携確保
　と迅速なバックアップ

県新産業推進課：・テーマ別研究会設置・運営

事前検討会の実施 健康福祉健康福祉健康福祉健康福祉、、、、環境分野環境分野環境分野環境分野

県新産業推進課：分野ご
との事前検討会の実施

コンテンツビジネスの事業
化

県関係課：検討チーム
を設置し、具体の事業
化展開を検討
産業振興センター：勉
強会事業の実施（経済
産業省事業）
※Ｈ２１～は、コンテン
ツビジネス検討の研究
会を実施予定

県新産業推進課：クリエ
イター実態調査の実施

クリエイター見本市
の検討、準備

県新産業推進課：県内
クリエイターをＰＲする
イベント開催に向けた
検討、準備

県内クリエイターの実態
把握

クリエイター見本市
(第１回）の開催（参加）

県新産業推進課：県内
クリエイターをＰＲする
イベント開催（参加）

クリエイター見本市
(第２回）の開催（参加）

クリエイターＤＢシステ
ムの構築、運営

クリエイターと企業との
ビジネスマッチング拡大

意見交換会の実施

県新産業推進課：企業
等ネットワーク構築支
援事業の創設

県商工政策課：一次産
業と工業団体との意見
交換会の実施

工業会等の技術力を生
かした事業化の展開

今後、需要が見込れる高
度ＩＴ人材の育成を促進
し、県内ＩＴ産業の競争力
を強化

県新産業推進課：組み
込みソフトウェアなどに
関する勉強会や、関係
団体との意見交換会の
実施

事業化までを一貫して支
援する体制の整備

県新産業推進課：新事
業創出支援事業の創設
（支援チームの設置）

新産業推進を支援する体
制の検討

県新産業推進課：高知
ＣＯＥ推進本部の改編
強化

地域資源（竹、紙等）を活
用した研究開発を支援

産業振興センター：地
域資源活用型研究開
発事業（経済産業省事
業）

研究成果を活用した事業
化を支援

県新産業推進課：新事
業創出支援事業の創設
（支援チームの設置）

IT人材の育成

県関係機関：組み込み
ソフトウェアに関する勉
強会の実施

地域資源地域資源地域資源地域資源（（（（竹竹竹竹、、、、紙等紙等紙等紙等））））

県地域福祉政策課：ふるさと雇用再生あったかふれあいセンター事業の創設
          　      　　　・地域ニーズに即した預かり･見守り・介護サービスの展開を支援

Ｐ２８１
別図（商工１０）参照

Ｐ２７９
別図（商工８）参照

Ｐ２８０
別図（商工９）参照

国の事業の導入

県内事業者：国の事業
を導入し、ビジネスモデ
ルを実証
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．外貨外貨外貨外貨をををを稼稼稼稼ぐぐぐぐ商工業商工業商工業商工業】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆１１１１次産業次産業次産業次産業とのとのとのとの連携連携連携連携にににに向向向向けたけたけたけた
　 　 　 　 新新新新たなたなたなたな仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり
　　　　★★★★生産者生産者生産者生産者とととと連携連携連携連携したしたしたした地域資地域資地域資地域資
　　 　　 　　 　　 源源源源のののの商品化商品化商品化商品化をををを促進促進促進促進
　　　　★★★★地域資源活用共有会議地域資源活用共有会議地域資源活用共有会議地域資源活用共有会議
　　 　　 　　 　　 のののの設置設置設置設置

○○○○ ○○○○

　　　　 ◆◆◆◆公設試験研究機関公設試験研究機関公設試験研究機関公設試験研究機関がががが行行行行うううう
　 　 　 　 技術支援技術支援技術支援技術支援のののの充実充実充実充実
　　　　★★★★食品加工特別技術支援食品加工特別技術支援食品加工特別技術支援食品加工特別技術支援
　　 　　 　　 　　 員等員等員等員等のののの配置配置配置配置

○○○○

◆◆◆◆食品加工体制食品加工体制食品加工体制食品加工体制のののの構築構築構築構築
　　　　★★★★生産者生産者生産者生産者やややや関係団体関係団体関係団体関係団体とととと連携連携連携連携
　　 　　 　　 　　 したしたしたした原材料原材料原材料原材料のののの確保対策確保対策確保対策確保対策
　　　　★★★★食品食品食品食品のののの生産施設生産施設生産施設生産施設（（（（前処理前処理前処理前処理
　　 　　 　　 　　 施設等施設等施設等施設等））））のののの整備支援整備支援整備支援整備支援

○○○○ ○○○○

◆◆◆◆マーケットインマーケットインマーケットインマーケットインのものづくりのものづくりのものづくりのものづくり
　　　　★★★★総合的総合的総合的総合的にににに情報情報情報情報をををを発信発信発信発信するするするする
　　 　　 　　 　　 アンテナショップアンテナショップアンテナショップアンテナショップのののの展開等展開等展開等展開等

○○○○ ○○○○

◆◆◆◆１１１１次産業者次産業者次産業者次産業者とととと工業会等工業会等工業会等工業会等とのとのとのとの
　 　 　 　 連携強化連携強化連携強化連携強化
　　　　★★★★１１１１次産業次産業次産業次産業のののの生産現場生産現場生産現場生産現場のののの省省省省
　　 　　 　　 　　 力化力化力化力化にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組のののの推進推進推進推進

○○○○ ○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

１１１１．．．．地域経済地域経済地域経済地域経済をををを牽引牽引牽引牽引するするするする工業工業工業工業のののの活活活活
性化性化性化性化
　（　（　（　（２２２２））））1111次産業次産業次産業次産業とのとのとのとの連携連携連携連携
       （       （       （       （１１１１．．．．５５５５次産業次産業次産業次産業のののの推進推進推進推進））））
　　　　　　　　　　　　・・・・１１１１．．．．５５５５次産品次産品次産品次産品のののの販売促進販売促進販売促進販売促進
　　　　
　　　　　＜　　　　　＜　　　　　＜　　　　　＜生産生産生産生産・・・・加工分野加工分野加工分野加工分野＞＞＞＞

◆◆◆◆新新新新たなたなたなたな地域資源地域資源地域資源地域資源のののの活活活活
　　　　用用用用のののの取組取組取組取組がががが少少少少ないないないない
　　　　・・・・地域団体商標登録地域団体商標登録地域団体商標登録地域団体商標登録
　　　　　　　　数数数数：：：：４４４４件件件件
　　　　　　　　全国全国全国全国：：：：４０６４０６４０６４０６件件件件
　　　　・・・・計画認定計画認定計画認定計画認定
　　　　　　　　　　　　本県本県本県本県　　　　１０１０１０１０件件件件
　　　　　　　　　　　　全国全国全国全国　　　　４５２４５２４５２４５２件件件件
　　　　　　　　　　　　本県本県本県本県のののの認定地域認定地域認定地域認定地域
　　　　　　　　　　　　資源数資源数資源数資源数　　　　２０４２０４２０４２０４

◆◆◆◆１１１１次産品次産品次産品次産品のののの生産者生産者生産者生産者はははは
　　　　生鮮生鮮生鮮生鮮でのでのでのでの有利販売有利販売有利販売有利販売をををを
　　　　志向志向志向志向するするするする傾向傾向傾向傾向

◆◆◆◆企画企画企画企画のののの弱弱弱弱さなどからさなどからさなどからさなどから
　　　　市場市場市場市場ニーズニーズニーズニーズにににに合合合合ったったったった
　　　　商品商品商品商品のののの提供力提供力提供力提供力がががが弱弱弱弱いいいい

◆◆◆◆食品企業食品企業食品企業食品企業のののの出荷額出荷額出荷額出荷額のののの
　　　　低迷低迷低迷低迷
　　　　・・・・零細企業零細企業零細企業零細企業がががが多多多多くくくく企業企業企業企業
   体力   体力   体力   体力がががが弱弱弱弱いいいい

◆◆◆◆地域産品地域産品地域産品地域産品をををを活用活用活用活用したしたしたした
　　　　商品商品商品商品のののの開発支援開発支援開発支援開発支援

◆◆◆◆流通側流通側流通側流通側ととととタイアップタイアップタイアップタイアップしししし
　　　　たたたた商談会商談会商談会商談会のののの開催開催開催開催

◆◆◆◆有名小売店有名小売店有名小売店有名小売店のののの協力協力協力協力にににに
　　　　よるよるよるよる商品商品商品商品ブラッシュアッブラッシュアッブラッシュアッブラッシュアッ
　　　　ププププ

◆◆◆◆法令等法令等法令等法令等のののの規制規制規制規制やややや基準基準基準基準
　　　　などのなどのなどのなどの情報提供情報提供情報提供情報提供

◆◆◆◆見本市見本市見本市見本市などへのなどへのなどへのなどへの出展出展出展出展
　　　　補助補助補助補助

◆◆◆◆モニターモニターモニターモニター制度制度制度制度によるによるによるによる消消消消
　　　　費者情報費者情報費者情報費者情報のののの収集提供収集提供収集提供収集提供

◆◆◆◆アンテナショップアンテナショップアンテナショップアンテナショップでのでのでのでの
　　　　試験販売試験販売試験販売試験販売などなどなどなどニーズニーズニーズニーズ
　　　　調査支援調査支援調査支援調査支援

◆◆◆◆原材料原材料原材料原材料のののの安定確保安定確保安定確保安定確保、、、、
　　　　品質品質品質品質ののののバラツキバラツキバラツキバラツキ

◆◆◆◆優位性優位性優位性優位性をををを発揮発揮発揮発揮するするするする素材素材素材素材
やややや技術技術技術技術のののの優位優位優位優位

◆◆◆◆物流方法物流方法物流方法物流方法やややや所要時間所要時間所要時間所要時間
　　　　をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした品質品質品質品質・・・・衛生衛生衛生衛生
　　　　安全性安全性安全性安全性のののの確保確保確保確保

◆◆◆◆マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング力力力力（（（（差差差差
　　　　別化別化別化別化・・・・ターゲットターゲットターゲットターゲット・・・・価格価格価格価格））））
　　　　のののの強化強化強化強化

◆◆◆◆パッケージパッケージパッケージパッケージ形態形態形態形態ややややデザデザデザデザ
　　　　インインインイン開発能力開発能力開発能力開発能力

◆◆◆◆消費者消費者消費者消費者ニーズニーズニーズニーズにににに関関関関すすすす
　　　　るるるる情報収集情報収集情報収集情報収集

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
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【　【　【　【　商工業分野商工業分野商工業分野商工業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆新新新新アンテナショップアンテナショップアンテナショップアンテナショップのののの
　　　　来店者数来店者数来店者数来店者数
　 　 　 　 HHHH23232323：：：：100100100100万人万人万人万人（（（（年間年間年間年間））））

◆◆◆◆新新新新アンテナショップアンテナショップアンテナショップアンテナショップのののの
　　　　来店者数来店者数来店者数来店者数
　 　 　 　 HHHH29292929：：：：100100100100万人万人万人万人（（（（年間年間年間年間））））

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆「「「「おいしさおいしさおいしさおいしさ」「」「」「」「高品質高品質高品質高品質」「」「」「」「安安安安
　　　　全全全全・・・・安心安心安心安心」」」」などをなどをなどをなどをキーワーキーワーキーワーキーワー
　　　　ドドドドにしたにしたにしたにした高知県高知県高知県高知県ブランドブランドブランドブランドのののの
　　　　確立確立確立確立

◆◆◆◆農商工連携農商工連携農商工連携農商工連携ファンドファンドファンドファンドのののの
　　　　認定件数認定件数認定件数認定件数
　 　 　 　 HHHH23232323： ： ： ： 12121212件件件件（（（（累計累計累計累計））））

◆◆◆◆生産生産生産生産、、、、加工加工加工加工からからからから流通流通流通流通、、、、販販販販
　　　　売売売売をををを、、、、関係者関係者関係者関係者がががが力力力力をををを合合合合わわわわ
　　　　せてせてせてせて取取取取りりりり組組組組むむむむ、、、、県内県内県内県内ネットネットネットネット
　　　　ワークワークワークワーク、、、、産業間産業間産業間産業間のののの連携連携連携連携にににに
　　　　よるよるよるよる販売販売販売販売のののの促進促進促進促進

◆◆◆◆農商工連携農商工連携農商工連携農商工連携ファンドファンドファンドファンドのののの
　　　　認定件数認定件数認定件数認定件数
　　　　HHHH29292929： ： ： ： 30303030件件件件（（（（累計累計累計累計））））

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

県外販路獲得を目指す事業者の育成

専門家：事業者への助言（既存商品のブラッシュアップ）
県地産地消・外商課：県産品ブランド課：専門家リストの作成、専門家を活用した商品
相談会、セミナーの開催

意見交換会の実施 意見交換の場づくり

県新産業推進課：企業
等ネットワーク構築支援
事業の創設

県商工政策課：一次産
業と工業団体との意見
交換会の実施

総合的に情報を発信するアンテナショップの展開等（機能整備）

県地産地消・外商課：地産外商推進協議会の運営
地産外商推進協議会：新アンテナショップへの商品提
案、県内生産者・事業者への首都圏消費者情報の
フィードバック

地産外商推進協議会：新
アンテナショップの運営方
法、販売企画や品揃え等
の基本方針を協議
県地産地消・外商課：地
産外商推進協議会の運
営

県計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金による支援県産品ブランド課：地域
が一体となって取り組む
県産品のブランド化構想
の策定やマーケティング
の実践に対する支援

マーケットインのものづくり

県地産地消・外商課：土佐のいい物おいしい物発見コンクールの開催、コンクール
入賞商品のアンテナショップでの情報発信

県工業振興課：
・テーマ別研究会設置・運営
・研究会発事業化支援補助制度の創設

食品等テーマごとの研究会方式による企業支援

地域資源活用共有会議：商工業者や生産者等を中心に構成し、地域資源や地場
産品の発掘、商品化を協議（県内７ブロックに設置）
商工会等：事務局を設置
県産業振興推進地域本部が対応

地域資源活用共有会議の設置

意見交換の場から出され
た課題解決支援（研究開
発等）

工業会等の技術力を生か
した事業化の展開

Ｐ２８２
別図（商工１１）の

上図参照

Ｐ２８２
別図（商工１１）の

下図参照

Ｐ２８３
別図（商工１２）参照

県工業技術センター：
　・食品企業への商品開発等の支援
　・技術指導アドバイザーの派遣

食品加工特別技術支援員等の配置

Ｐ２９２
別図（商工２１）参照

Ｐ２７６
別図（商工５）参照

Ｐ２７２
別図（商工１）参照
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．外貨外貨外貨外貨をををを稼稼稼稼ぐぐぐぐ商工業商工業商工業商工業】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆流通販売機能流通販売機能流通販売機能流通販売機能のののの強化強化強化強化
　　　　◎◎◎◎商談会等商談会等商談会等商談会等のののの開催開催開催開催
　　　　

　　　　★★★★全国的全国的全国的全国的ななななフェアフェアフェアフェアへのへのへのへの県県県県としとしとしとし
　　 　　 　　 　　 てのてのてのての出展出展出展出展
　　　　
　　　　

○○○○

　　　　

　　　　★★★★ｅｅｅｅコマースコマースコマースコマースによるによるによるによるビジネスビジネスビジネスビジネス
　　 　　 　　 　　 のののの拡大拡大拡大拡大

　　◎◎◎◎専門家専門家専門家専門家やややや海外事務所海外事務所海外事務所海外事務所をををを
     活用     活用     活用     活用したしたしたした貿易貿易貿易貿易のののの振興振興振興振興

◆◆◆◆マーケットインマーケットインマーケットインマーケットインのものづくりのものづくりのものづくりのものづくり
　　　　★★★★総合的総合的総合的総合的にににに情報情報情報情報をををを発信発信発信発信するするするする
　　 　　 　　 　　 アンテナショップアンテナショップアンテナショップアンテナショップのののの展開等展開等展開等展開等
　　 （　　 （　　 （　　 （再掲再掲再掲再掲））））

○○○○ ○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

１１１１．．．．地域経済地域経済地域経済地域経済をををを牽引牽引牽引牽引するするするする工業工業工業工業のののの活活活活
性化性化性化性化
　（　（　（　（２２２２））））1111次産業次産業次産業次産業とのとのとのとの連携連携連携連携
       （       （       （       （１１１１．．．．５５５５次産業次産業次産業次産業のののの推進推進推進推進））））
　　　　　　　　　　　　・・・・１１１１．．．．５５５５次産品次産品次産品次産品のののの販売促進販売促進販売促進販売促進
　　　　
　　　　　＜　　　　　＜　　　　　＜　　　　　＜流通流通流通流通・・・・販売分野販売分野販売分野販売分野＞＞＞＞

◆◆◆◆新新新新たなたなたなたな地域資源地域資源地域資源地域資源のののの活活活活
　　　　用用用用のののの取組取組取組取組がががが少少少少ないないないない
　　　　・・・・地域団体商標登録地域団体商標登録地域団体商標登録地域団体商標登録
　　　　　　　　数数数数：：：：４４４４件件件件
　　　　　　　　全国全国全国全国：：：：４０６４０６４０６４０６件件件件
　　　　・・・・計画認定計画認定計画認定計画認定
　　　　　　　　　　　　本県本県本県本県　　　　１０１０１０１０件件件件
　　　　　　　　　　　　全国全国全国全国　　　　４５２４５２４５２４５２件件件件
　　　　　　　　　　　　本県本県本県本県のののの認定地域認定地域認定地域認定地域
　　　　　　　　　　　　資源数資源数資源数資源数　　　　２０４２０４２０４２０４

◆◆◆◆１１１１次産品次産品次産品次産品のののの生産者生産者生産者生産者はははは
　　　　生鮮生鮮生鮮生鮮でのでのでのでの有利販売有利販売有利販売有利販売をををを
　　　　志向志向志向志向するするするする傾向傾向傾向傾向

◆◆◆◆企画企画企画企画のののの弱弱弱弱さなどからさなどからさなどからさなどから
　　　　市場市場市場市場ニーズニーズニーズニーズにににに合合合合ったったったった
　　　　商品商品商品商品のののの提供力提供力提供力提供力がががが弱弱弱弱いいいい

◆◆◆◆食品企業食品企業食品企業食品企業のののの出荷額出荷額出荷額出荷額のののの
　　　　低迷低迷低迷低迷
　　　　・・・・零細企業零細企業零細企業零細企業がががが多多多多くくくく企業企業企業企業
   体力   体力   体力   体力がががが弱弱弱弱いいいい

◆◆◆◆商工会商工会商工会商工会などをなどをなどをなどを通通通通じたじたじたじた経経経経
　　　　営指導営指導営指導営指導、、、、企業体質企業体質企業体質企業体質のののの強強強強
　　　　化化化化

◆◆◆◆商品計画機構商品計画機構商品計画機構商品計画機構やややや企業企業企業企業
　　　　コーディネータコーディネータコーディネータコーディネータによるによるによるによる販販販販
　　　　路開拓支援路開拓支援路開拓支援路開拓支援

◆◆◆◆ＩＴＩＴＩＴＩＴ技術講習会技術講習会技術講習会技術講習会のののの開催開催開催開催

◆◆◆◆海外事務所海外事務所海外事務所海外事務所でのでのでのでの営業営業営業営業
　　　　サポートサポートサポートサポート

◆◆◆◆販売販売販売販売エリアエリアエリアエリア拡大拡大拡大拡大にににに向向向向
　　　　けたけたけたけた生産生産生産生産・・・・物流物流物流物流チャンチャンチャンチャン
　　　　ネルネルネルネルのののの充実充実充実充実

◆◆◆◆無店舗販売無店舗販売無店舗販売無店舗販売ののののノウハノウハノウハノウハ
　　　　ウウウウのののの獲得獲得獲得獲得（（（（eeeeコマースコマースコマースコマース））））

◆◆◆◆海外海外海外海外へのへのへのへのアプローチアプローチアプローチアプローチ

◆◆◆◆営業活動力営業活動力営業活動力営業活動力のののの強化強化強化強化
・・・・専門家専門家専門家専門家のののの活用活用活用活用

◆◆◆◆県産品県産品県産品県産品をををを扱扱扱扱うううう流通流通流通流通
　　　　のののの確保確保確保確保
・・・・全国的全国的全国的全国的なななな流通業者流通業者流通業者流通業者とととと
　　　　のののの取引確保取引確保取引確保取引確保

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

Ｐ２８３
別図（商工１２）参照
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【　【　【　【　商工業分野商工業分野商工業分野商工業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆新新新新アンテナショップアンテナショップアンテナショップアンテナショップのののの
　　　　来店者数来店者数来店者数来店者数
　 　 　 　 HHHH23232323：：：：100100100100万人万人万人万人（（（（年間年間年間年間））））

◆◆◆◆新新新新アンテナショップアンテナショップアンテナショップアンテナショップのののの
　　　　来店者数来店者数来店者数来店者数
　 　 　 　 HHHH29292929：：：：100100100100万人万人万人万人（（（（年間年間年間年間））））

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆「「「「おいしさおいしさおいしさおいしさ」「」「」「」「高品質高品質高品質高品質」「」「」「」「安安安安
　　　　全全全全・・・・安心安心安心安心」」」」などをなどをなどをなどをキーワーキーワーキーワーキーワー
　　　　ドドドドにしたにしたにしたにした高知県高知県高知県高知県ブランドブランドブランドブランドのののの
　　　　確立確立確立確立

◆◆◆◆生産生産生産生産、、、、加工加工加工加工からからからから流通流通流通流通、、、、販販販販
　　　　売売売売をををを、、、、関係者関係者関係者関係者がががが力力力力をををを合合合合わわわわ
　　　　せてせてせてせて取取取取りりりり組組組組むむむむ、、、、県内県内県内県内ネットネットネットネット
　　　　ワークワークワークワーク、、、、産業間産業間産業間産業間のののの連携連携連携連携にににに
　　　　よるよるよるよる販売販売販売販売のののの促進促進促進促進

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

県産品ブランド課：基
本計画の策定、物件調
査

県地産地消・外
商課：アンテナ
ショップ設置に向
けた取組（物件
確定・賃貸借契
約締結、施設運
営者決定、店舗
内装工事　等）

県地産地消・外商課：施設運営業務
想定する機能：①販路開拓業務②観光情報発信機能
③物販機能④飲食機能⑤ふるさと情報の発信機能

県地産
地消・
外商
課：アン
テナ
ショップ
オープ
ン

総合的に情報を発信するアンテナショップの展開等（施設整備）

県内事業者：セミナーの受講、展示会への商品出品、人員派遣
県地産地消・外商課：スーパーマーケットトレードショーへの出展、出展商品の募集、出展
効果を高めるためのセミナーの開催

県内事業者：展示会へ
の商品出品、人員派遣
県地産地消・外商課：「’
０９食博覧会・大阪」へ
の出展、出展商品の募
集
大阪事務所、観光コンベ
ンション協会：観光情報
の発信

全国的なフェアへの県としての出展

商談会の開催等

専門店：バイヤーによる商品へのアドバイス、商品改良の実施、売り出しイベントの実施
県地産地消・外商課：複数の専門店のバイヤーを招いた商談会の開催、売り出しイベント
の実施

ｅ-コマースを展開する
県内商業者の支援

県経営支援課：インター
ネットショッピングモール
業者等と連携した県内商
業者の情報発信を行うサ
イトの構築（「まち楽 高
知」など）

県経営支援課：「ｅ-コマー
スセミナー開催事業」によ
るセミナーの実施

セミナー等を通じた商業者
のＩＴ活用技術の向上

H22年度以降は参加する商業者の知識・技術習得レベ
ルに応じてレベルの高い内容のものも検討

Ｐ２８４
別図（商工１３）参照

Ｐ２８５
別図（商工１４）参照

Ｐ２８６
別図（商工１５）参照

Ｐ２８７～２９０
別図（商工１６～１９）参照

県地産地消・外商課
・輸出向け商談会の開催
・海外商談会の開催
・上海アンテナショップ開設
・東南アジア市場調査
・国際弁護士・弁理士相談
・商社等の活用促進

食品系にターゲットを絞り、商社機能を活用した国内輸出商談会及
び海外商談会の開催。上海へのアンテナショップ等の開設
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．外貨外貨外貨外貨をををを稼稼稼稼ぐぐぐぐ商工業商工業商工業商工業】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆消費者消費者消費者消費者ニーズニーズニーズニーズにににに応応応応じたじたじたじた商業商業商業商業
   の   の   の   の展開展開展開展開・・・・促進促進促進促進
　　　　◎◎◎◎商業者商業者商業者商業者のののの経営革新経営革新経営革新経営革新へのへのへのへの取取取取
　　 　　 　　 　　 組組組組のののの推進推進推進推進

○○○○

　　　　

◆◆◆◆ネットネットネットネット市場市場市場市場へのへのへのへの出店支援出店支援出店支援出店支援
　　　　★★★★インターネットインターネットインターネットインターネットをををを活用活用活用活用したしたしたした
　　 　　 　　 　　 eeeeコマースコマースコマースコマースのののの展開展開展開展開をををを支援支援支援支援
　　　　★★★★セミナーセミナーセミナーセミナー等等等等をををを通通通通じたじたじたじた商業者商業者商業者商業者
　　 　　 　　 　　 ののののＩＴＩＴＩＴＩＴ活用技術活用技術活用技術活用技術のののの向上向上向上向上

○○○○

◆◆◆◆アンテナショップアンテナショップアンテナショップアンテナショップやややや産直産直産直産直
   ショップ   ショップ   ショップ   ショップのののの出店支援出店支援出店支援出店支援
　　　　★★★★中心商店街中心商店街中心商店街中心商店街のののの空空空空きききき店舗店舗店舗店舗
　　 　　 　　 　　 のののの活用活用活用活用

○○○○

◆◆◆◆高齢者高齢者高齢者高齢者のののの買物等買物等買物等買物等のののの利便性利便性利便性利便性のののの
   確保   確保   確保   確保
　　　　○○○○移動販売移動販売移動販売移動販売・・・・宅配宅配宅配宅配などへのなどへのなどへのなどへの
　　 　　 　　 　　 支援支援支援支援

○○○○

＜＜＜＜商店街商店街商店街商店街のののの振興振興振興振興＞＞＞＞ ◆◆◆◆郊外大型店郊外大型店郊外大型店郊外大型店へのへのへのへの消費消費消費消費
のののの流出流出流出流出
（（（（消費者消費者消費者消費者ニーズニーズニーズニーズのののの変化変化変化変化へへへへ
のののの対応対応対応対応のののの遅遅遅遅れれれれ））））

◆◆◆◆中心商店街中心商店街中心商店街中心商店街のののの衰退傾衰退傾衰退傾衰退傾
向向向向にににに歯止歯止歯止歯止めがかからないめがかからないめがかからないめがかからない
状況状況状況状況

◆◆◆◆商業者商業者商業者商業者のののの意欲減退意欲減退意欲減退意欲減退

◆◆◆◆国国国国のののの間接補助金間接補助金間接補助金間接補助金、、、、高度高度高度高度
化融資化融資化融資化融資によるによるによるによるアーケーアーケーアーケーアーケー
ドドドド、、、、カラーカラーカラーカラー舗装舗装舗装舗装などのなどのなどのなどのハーハーハーハー
ドドドド整備整備整備整備

◆◆◆◆中山間地域等商業振中山間地域等商業振中山間地域等商業振中山間地域等商業振
興総合支援事業興総合支援事業興総合支援事業興総合支援事業によるによるによるによる街街街街
路灯路灯路灯路灯などのなどのなどのなどの小規模小規模小規模小規模ななななハーハーハーハー
ドドドド整備整備整備整備やややや商店街活性化商店街活性化商店街活性化商店街活性化のののの
為為為為ののののソフトソフトソフトソフト事業事業事業事業のののの支援支援支援支援

◆◆◆◆商店街商店街商店街商店街のののの取組取組取組取組がががが共同共同共同共同
施設整備施設整備施設整備施設整備などなどなどなどハードハードハードハード事業事業事業事業
にににに偏偏偏偏りりりり、、、、消費者消費者消費者消費者ニーズニーズニーズニーズへへへへ
のののの対応対応対応対応がががが遅遅遅遅れれれれ、、、、大規模量大規模量大規模量大規模量
販店販店販店販店にににに顧客顧客顧客顧客がががが流流流流れたれたれたれた

◆◆◆◆ソフトソフトソフトソフト事業事業事業事業もももも商工会等商工会等商工会等商工会等
やややや商業者商業者商業者商業者がががが企画企画企画企画したものしたものしたものしたもの
でででで、、、、必必必必ずしもずしもずしもずしも地域住民地域住民地域住民地域住民のののの
ニーズニーズニーズニーズなどをなどをなどをなどを満満満満たすものたすものたすものたすもの
でなかったでなかったでなかったでなかった

◆◆◆◆消費者消費者消費者消費者ニーズニーズニーズニーズにににに応応応応じたじたじたじた商業商業商業商業
   の   の   の   の展開展開展開展開・・・・促進促進促進促進（（（（再掲再掲再掲再掲））））
　　　　◎◎◎◎商業者商業者商業者商業者のののの経営革新経営革新経営革新経営革新へのへのへのへの取取取取
　　 　　 　　 　　 組組組組のののの推進推進推進推進

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

２２２２．．．．地域経済地域経済地域経済地域経済にににに貢献貢献貢献貢献するするするする商業商業商業商業のののの
活性化活性化活性化活性化

　　　　　　　　・・・・商業振興商業振興商業振興商業振興

◆◆◆◆小売小売小売小売りりりり販売額販売額販売額販売額はははは平成平成平成平成9999
年年年年からからからから、、、、事業所数事業所数事業所数事業所数、、、、従業従業従業従業
者数者数者数者数はははは平成平成平成平成11111111年年年年からからからから減減減減
少少少少がががが続続続続いているいているいているいている

◆◆◆◆卸売卸売卸売卸売りりりり業売上高業売上高業売上高業売上高、、、、事業事業事業事業
所数所数所数所数、、、、従業員数従業員数従業員数従業員数はははは平成平成平成平成11111111
年年年年ををををピークピークピークピークにににに減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向

◆◆◆◆高知市勤労世帯高知市勤労世帯高知市勤労世帯高知市勤労世帯のののの可可可可
処分所得処分所得処分所得処分所得はははは平成平成平成平成13131313年以年以年以年以
降減少傾向降減少傾向降減少傾向降減少傾向

◆◆◆◆商工会等商工会等商工会等商工会等をををを通通通通じたじたじたじた小規小規小規小規
模企業者模企業者模企業者模企業者のののの経営改善指経営改善指経営改善指経営改善指
導導導導

◆◆◆◆経営者経営者経営者経営者のののの経営力向上経営力向上経営力向上経営力向上
等等等等へのへのへのへの支援支援支援支援・・・・経営革新塾経営革新塾経営革新塾経営革新塾
やややや各種各種各種各種セミナーセミナーセミナーセミナーのののの開催開催開催開催

◆◆◆◆過疎化過疎化過疎化過疎化・・・・高齢化高齢化高齢化高齢化によるによるによるによる
消費購買力消費購買力消費購買力消費購買力のののの低下低下低下低下

◆◆◆◆消費行動消費行動消費行動消費行動のののの広域化広域化広域化広域化にににに
よるよるよるよる地元離地元離地元離地元離れれれれ

◆◆◆◆新商品新商品新商品新商品のののの開発開発開発開発やややや新新新新たたたた
なななな販売手法販売手法販売手法販売手法のののの導入導入導入導入などなどなどなど域域域域
外外外外へのへのへのへの販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大のののの推進推進推進推進

◆◆◆◆潜在的潜在的潜在的潜在的なななな地域資源地域資源地域資源地域資源などのなどのなどのなどの活活活活
   用   用   用   用によるによるによるによる商材開発商材開発商材開発商材開発
　　　　★★★★地域資源活用共有会議地域資源活用共有会議地域資源活用共有会議地域資源活用共有会議
　　 　　 　　 　　 のののの設置設置設置設置

○○○○

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
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【　【　【　【　商工業分野商工業分野商工業分野商工業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆活性化活性化活性化活性化にににに前向前向前向前向きにきにきにきに取取取取りりりり組組組組
むむむむ商店街商店街商店街商店街ではではではでは、、、、個個個個々々々々のののの商商商商
店店店店のののの魅力魅力魅力魅力がががが向上向上向上向上しししし、、、、売上売上売上売上がががが
増加増加増加増加

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆地域資源地域資源地域資源地域資源をををを活活活活かしたかしたかしたかした商商商商
品品品品のののの販売販売販売販売ルートルートルートルートのののの拡大拡大拡大拡大

◆◆◆◆消費者消費者消費者消費者ニーズニーズニーズニーズにににに対応対応対応対応してしてしてして
魅力向上魅力向上魅力向上魅力向上にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ商店商店商店商店
のののの増加増加増加増加

◆◆◆◆電子商取引電子商取引電子商取引電子商取引のののの普及率普及率普及率普及率
　　（　　（　　（　　（BtoCBtoCBtoCBtoC））））
　　　　　　　　HHHH18181818：　：　：　：　7777....5555％％％％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　　　　　HHHH23232323： ： ： ： 11111111....3333％％％％

◆◆◆◆外貨獲得外貨獲得外貨獲得外貨獲得にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ商商商商
業者業者業者業者やややや消費者消費者消費者消費者にににに支持支持支持支持されされされされ
るるるる商業者商業者商業者商業者がががが増加増加増加増加しししし、、、、地域商地域商地域商地域商
業業業業がががが活性化活性化活性化活性化

◆◆◆◆電子商取引電子商取引電子商取引電子商取引のののの普及率普及率普及率普及率
　　（　　（　　（　　（BtoCBtoCBtoCBtoC））））
　　　　　　　　HHHH29292929： ： ： ： 14141414....5555％％％％

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

重点指導事業の充実

商工会等：経営革新
等に取り組む意欲あ
る商業者に対し、重点
的な指導支援を実施

県経営支援課：連合
会等と連携し、商工会
等に対し、指導助言を
実施

県経営支援課：小規模事
業経営支援事業費補助
金制度の拡充
商工会連合会等が実施
する経営指導員の資質向
上を図る研修会を支援

研修会の実施

e-コマースを展開する県
内商業者の支援

県経営支援課：インター
ネットショッピングモール
業者等と連携した県内商
業者の情報発信を行うサ
イトの構築（「まち楽高知」
など）

セミナー等を通じた商業
者のＩＴ活用技術の向上

県経営支援課：「e-コマー
スセミナー開催事業」によ
る啓発セミナーの実施

H22年度以降は参加する商業者の知識・技術習得レベ
ルに応じてレベルの高い内容のものも検討

空き店舗を活用した出
店支援

県経営支援課：商店街に
ぎわい再生推進事業費補
助金制度の創設
空き店舗を活用した出店
に対し支援

中山間地域での移動販
売等の支援

重点指導事業の充実

商工会等：経営革新等
に取り組む意欲ある商
業者に対し、重点的な
指導支援を実施

県経営支援課：連合会
等と連携し、商工会等に
対し、指導助言を実施

研修会の実施

県経営支援課：小規模事
業経営支援事業費補助
金制度の拡充
商工会連合会等が実施
する経営指導員の資質
向上を図る研修会を支援

県地域づくり支援課：中山
間地域生活支援総合事
業費補助金制度
移動販売等に使用する車
両などの整備
地域内で生活物資を確保
するための店舗の整備

Ｐ２９１
別図（商工２０）参照

Ｐ２９２
別図（商工２１）参照

Ｐ２９３
別図（商工２２）参照

地域資源活用共有会議：
商工業者や生産者等を中
心に構成し、地域資源や
地場産品の発掘、商品化
を協議
（県内７ブロックに設置）

地域資源活用共有会議
の設置

県地産地消・外商課：産業
振興推進アドバイザー事
業による地域資源活用共
有会議へのアドバイザー
の派遣

地域資源発掘アドバイ
ザーの設置
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【１１１１．．．．外貨外貨外貨外貨をををを稼稼稼稼ぐぐぐぐ商工業商工業商工業商工業】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

＜＜＜＜商店街商店街商店街商店街のののの振興振興振興振興＞＞＞＞

　　　　

　　　　 ◆◆◆◆商店街商店街商店街商店街のののの機能向上支援機能向上支援機能向上支援機能向上支援
　　　　★★★★空店舗活用空店舗活用空店舗活用空店舗活用によるによるによるによる新規新規新規新規
　　 　　 　　 　　 出店者出店者出店者出店者へのへのへのへの支援支援支援支援
　　　　★★★★御用聞御用聞御用聞御用聞きききき、、、、宅配宅配宅配宅配サービスサービスサービスサービス
　　 　　 　　 　　 などへのなどへのなどへのなどへの支援支援支援支援

○○○○

◆◆◆◆商店街商店街商店街商店街とととと産地産地産地産地・・・・生産者生産者生産者生産者をををを結結結結
   ぶ   ぶ   ぶ   ぶネットワークネットワークネットワークネットワークづくりづくりづくりづくり
　　　　◎◎◎◎商店街商店街商店街商店街とととと産地産地産地産地とのとのとのとの情報情報情報情報
　　 　　 　　 　　 共有共有共有共有
　　（　　（　　（　　（産直店産直店産直店産直店・・・・産直市等産直市等産直市等産直市等のののの実施実施実施実施）））） ○○○○

◆◆◆◆商店街商店街商店街商店街のののの環境対応環境対応環境対応環境対応へのへのへのへの支援支援支援支援
　　　　○○○○リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル活動活動活動活動、、、、エコポイエコポイエコポイエコポイ
　　 　　 　　 　　 ントントントント導入導入導入導入へのへのへのへの支援支援支援支援

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

◆◆◆◆郊外大型店郊外大型店郊外大型店郊外大型店へのへのへのへの消費消費消費消費
のののの流出流出流出流出
（（（（消費者消費者消費者消費者ニーズニーズニーズニーズのののの変化変化変化変化へへへへ
のののの対応対応対応対応のののの遅遅遅遅れれれれ））））

◆◆◆◆中心商店街中心商店街中心商店街中心商店街のののの衰退傾衰退傾衰退傾衰退傾
向向向向にににに歯止歯止歯止歯止めがかからないめがかからないめがかからないめがかからない
状況状況状況状況

　　　　高知市中心商店街高知市中心商店街高知市中心商店街高知市中心商店街のののの
　　　　例例例例ではではではでは、、、、商品販売額商品販売額商品販売額商品販売額
　　　　約約約約40404040％％％％減減減減
　（Ｈ　（Ｈ　（Ｈ　（Ｈ6666→→→→19191919））））
　　　　休日歩行者通行量休日歩行者通行量休日歩行者通行量休日歩行者通行量
　　　　約約約約60606060％％％％減減減減
　（Ｈ　（Ｈ　（Ｈ　（Ｈ10101010→→→→ＨＨＨＨ19191919））））
　　　　空店舗率約空店舗率約空店舗率約空店舗率約12121212％％％％
　（Ｈ　（Ｈ　（Ｈ　（Ｈ10101010→→→→ＨＨＨＨ19191919でででで
　　　　　　　　８８８８ポイントポイントポイントポイント増増増増））））

◆◆◆◆商業者商業者商業者商業者のののの意欲減退意欲減退意欲減退意欲減退
　　　　→→→→後継者後継者後継者後継者のののの不在不在不在不在、、、、
　　　　売上売上売上売上のののの減少減少減少減少、、、、商店街商店街商店街商店街
　　　　のののの将来将来将来将来へのへのへのへの不安不安不安不安などなどなどなど

◆◆◆◆国国国国のののの間接補助金間接補助金間接補助金間接補助金、、、、高度高度高度高度
化融資化融資化融資化融資によるによるによるによるアーケーアーケーアーケーアーケー
ドドドド、、、、カラーカラーカラーカラー舗装舗装舗装舗装などのなどのなどのなどのハーハーハーハー
ドドドド整備整備整備整備

◆◆◆◆中山間地域等商業振中山間地域等商業振中山間地域等商業振中山間地域等商業振
興総合支援事業興総合支援事業興総合支援事業興総合支援事業によるによるによるによる街街街街
路灯路灯路灯路灯などのなどのなどのなどの小規模小規模小規模小規模ななななハーハーハーハー
ドドドド整備整備整備整備やややや商店街活性化商店街活性化商店街活性化商店街活性化のののの
為為為為ののののソフトソフトソフトソフト事業事業事業事業のののの支援支援支援支援

◆◆◆◆商店街商店街商店街商店街のののの取組取組取組取組がががが共同共同共同共同
施設整備施設整備施設整備施設整備などなどなどなどハードハードハードハード事業事業事業事業
にににに偏偏偏偏りりりり、、、、消費者消費者消費者消費者ニーズニーズニーズニーズへへへへ
のののの対応対応対応対応がががが遅遅遅遅れれれれ、、、、大規模量大規模量大規模量大規模量
販店販店販店販店にににに顧客顧客顧客顧客がががが流流流流れたれたれたれた

◆◆◆◆ソフトソフトソフトソフト事業事業事業事業もももも商工会等商工会等商工会等商工会等
やややや商業者商業者商業者商業者がががが企画企画企画企画したものしたものしたものしたもの
でででで、、、、必必必必ずしもずしもずしもずしも地域住民地域住民地域住民地域住民のののの
ニーズニーズニーズニーズなどをなどをなどをなどを満満満満たすものたすものたすものたすもの
でなかったでなかったでなかったでなかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
　　　　快適快適快適快適でででで楽楽楽楽しくしくしくしく買物買物買物買物がががが
　　　　できるできるできるできる商店街商店街商店街商店街のののの環境環境環境環境
　　　　づくりづくりづくりづくり

◆◆◆◆中心商店街中心商店街中心商店街中心商店街のののの活性化活性化活性化活性化
　　　　○○○○中心市街地活性化基本中心市街地活性化基本中心市街地活性化基本中心市街地活性化基本
　　 　　 　　 　　 計画計画計画計画（（（（コンパクトシティコンパクトシティコンパクトシティコンパクトシティ））））
　　 　　 　　 　　 へのへのへのへの支援支援支援支援
　　　　○○○○市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる
　　 　　 　　 　　 支援支援支援支援

○○○○

◆◆◆◆観光観光観光観光とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる地域商地域商地域商地域商
   業   業   業   業のののの活性化活性化活性化活性化
　　　　★★★★観光客観光客観光客観光客をををを呼呼呼呼びびびび込込込込むためのむためのむためのむための
　　 　　 　　 　　 ルートマップルートマップルートマップルートマップ作作作作りやりやりやりや商品商品商品商品
　　 　　 　　 　　 開発開発開発開発
　　　　★★★★空空空空きききき店舗店舗店舗店舗をををを活用活用活用活用したしたしたした観光観光観光観光
　　 　　 　　 　　 案内拠点案内拠点案内拠点案内拠点をををを整備整備整備整備 ○○○○

２２２２．．．．地域経済地域経済地域経済地域経済にににに貢献貢献貢献貢献するするするする商業商業商業商業のののの
活性化活性化活性化活性化

◆◆◆◆人人人人をををを呼呼呼呼びびびび込込込込むむむむ賑賑賑賑わいのわいのわいのわいの仕組仕組仕組仕組
   みづくり   みづくり   みづくり   みづくり
　　　　◎◎◎◎商業者商業者商業者商業者とととと地域住民地域住民地域住民地域住民がががが一緒一緒一緒一緒
　　 　　 　　 　　 にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ商店街活性化商店街活性化商店街活性化商店街活性化
　　 　　 　　 　　 イベントイベントイベントイベントのののの開催開催開催開催

○○○○ ○○○○

264



【　【　【　【　商工業分野商工業分野商工業分野商工業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆活性化活性化活性化活性化にににに前向前向前向前向きにきにきにきに取取取取りりりり組組組組
むむむむ商店街商店街商店街商店街ではではではでは、、、、個個個個々々々々のののの商商商商
店店店店のののの魅力魅力魅力魅力がががが向上向上向上向上しししし、、、、売上売上売上売上がががが
増加増加増加増加

◆◆◆◆高知市中心商店街高知市中心商店街高知市中心商店街高知市中心商店街のののの
　　　　空空空空きききき店舗率店舗率店舗率店舗率
　　　　　　　　HHHH20202020：：：：15151515....3333％％％％
　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 ↓↓↓↓
　　　　　　　　増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向にににに歯止歯止歯止歯止めをめをめをめを
　　　　　　　　かけるかけるかけるかける

◆◆◆◆高知市商店街高知市商店街高知市商店街高知市商店街のののの歩行者歩行者歩行者歩行者
　　　　通行量通行量通行量通行量
　　　　　　　　HHHH20202020：：：：休日休日休日休日56565656,,,,341341341341人人人人
　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 ↓↓↓↓
　　　　　　　　減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向にににに歯止歯止歯止歯止めをめをめをめを
　　　　　　　　かけるかけるかけるかける

◆◆◆◆外貨獲得外貨獲得外貨獲得外貨獲得にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ商商商商
業者業者業者業者やややや消費者消費者消費者消費者にににに支持支持支持支持されされされされ
るるるる商業者商業者商業者商業者がががが増加増加増加増加しししし、、、、地域商地域商地域商地域商
業業業業がががが活性化活性化活性化活性化

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

商工団体と住民団体の協
働

県経営支援課：こうち商業
振興支援事業費補助金制
度
商工団体と住民団体が協
働で取り組む商業の活性
化事業を支援

空き店舗を活用した出店
支援

県経営支援課：商店街に
ぎわい再生推進事業費補
助金制度の創設
・商店街への新規出店等
への支援
・コミュニティ・ビジネスへ
の支援

商店街と生産者とのネッ
トワークづくり

県経営支援課：関係機関
（団体等）とのネットワーク
づくりにより産直店・産直
市への出店を支援

地域資源活用共有会議
との連携

活性化基本計画認定済
又は策定中の市町村との
連携

県経営支援課：こうち商業振
興支援事業費補助金制度に
より支援

空き店舗を活用した出店支援

県経営支援課：商店街にぎ
わい再生推進事業費補助金
制度の創設　空き店舗を活
用し、商店街に人を呼び込
むための商店街観光施設整
備を支援

県経営支援課：地域資源活
用共有会議との連携により、
産直店・産直市への出店を
支援

商工団体と住民団体の協働

商工団体と住民団体の
協働

県経営支援課:こうち商業
振興支援事業費補助金
制度により商店街の活性
化につながるエコ・リサイ
クル活動を支援

県経営支援課：計画認定済
又は策定中の市町村との
連携による支援

市町村との連携

県経営支援課：中心商店街
の活性化に取り組む市町村
との連携による支援

Ｐ２９４
別図（商工２３）参照

Ｐ２９３
別図（商工２２）参照

Ｐ２９２
別図（商工２１）参照

Ｐ２９４
別図（商工２３）参照

Ｐ２９４
別図（商工２３）参照

Ｐ２９３
別図（商工２２）参照
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【２２２２．．．．産業人材産業人材産業人材産業人材のののの育成育成育成育成】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆就業者就業者就業者就業者はははは減少減少減少減少しししし失業率失業率失業率失業率
もももも高高高高いいいい
　　　　((((国勢調査国勢調査国勢調査国勢調査7777年年年年→→→→17171717年年年年））））
・・・・人口人口人口人口816816816816千人千人千人千人→→→→796796796796千人千人千人千人
　（　（　（　（▲▲▲▲20202020千人千人千人千人））））
・・・・就業者就業者就業者就業者410410410410千人千人千人千人
　　　　→→→→370370370370千人千人千人千人（（（（▲▲▲▲40404040千人千人千人千人））））
・・・・失業率失業率失業率失業率((((17171717年年年年))))
　　　　県県県県7777....9999％、％、％、％、全国全国全国全国6666....0000％％％％
・・・・若年者若年者若年者若年者のののの失業率失業率失業率失業率((((17171717年年年年))))
　　　　県県県県11111111....7777％、％、％、％、全国全国全国全国8888....5555％％％％

◆◆◆◆新規高卒者新規高卒者新規高卒者新規高卒者のののの就職促進就職促進就職促進就職促進
（（（（就職率就職率就職率就職率のののの向上向上向上向上））））

　　　　　　　　13131313年度年度年度年度：：：：69696969....9999%%%%
　　　　　　　　→→→→19191919年度年度年度年度：：：：88888888....0000%%%%

◆◆◆◆新規高卒者新規高卒者新規高卒者新規高卒者のののの県外流県外流県外流県外流
　　　　出出出出のののの増加増加増加増加

　　　　産業界産業界産業界産業界、、、、行政行政行政行政、、、、学校学校学校学校のののの連連連連
携携携携したしたしたした県内就職県内就職県内就職県内就職へのへのへのへの取組取組取組取組
がががが十分十分十分十分でないでないでないでない

◆◆◆◆新規高卒者新規高卒者新規高卒者新規高卒者のののの県内就職促進県内就職促進県内就職促進県内就職促進
　　　　
　　　　◎◎◎◎企業実習企業実習企業実習企業実習やややや企業研修等企業研修等企業研修等企業研修等をををを
　　　　　　　　通通通通じたじたじたじた学校学校学校学校とととと産業界産業界産業界産業界、、、、企業企業企業企業
　　　　　　　　とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化

〇〇〇〇

　　　　

◆◆◆◆有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率はははは低低低低くくくく雇雇雇雇
用情勢用情勢用情勢用情勢はははは厳厳厳厳しいしいしいしい

　　　　19191919年度平均年度平均年度平均年度平均
　　　　　　　　県県県県0000....50505050倍倍倍倍　　　　全国全国全国全国1111....02020202倍倍倍倍

◆◆◆◆ジョブカフェジョブカフェジョブカフェジョブカフェこうちをこうちをこうちをこうちを中心中心中心中心
とするとするとするとする若年者若年者若年者若年者のののの就業促進就業促進就業促進就業促進

　　　　利用促進利用促進利用促進利用促進、、、、相談機能充相談機能充相談機能充相談機能充
実実実実とととと就職支援就職支援就職支援就職支援
　　　　19191919年度年度年度年度： ： ： ： 来所来所来所来所10101010,,,,561561561561人人人人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談相談相談相談4444,,,,072072072072人人人人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　就職就職就職就職385385385385人人人人

◆◆◆◆若年離職者若年離職者若年離職者若年離職者のののの就業支就業支就業支就業支
　　　　援援援援のののの強化強化強化強化

　　　　ジョブカフェジョブカフェジョブカフェジョブカフェのののの認知度認知度認知度認知度
がががが不足不足不足不足
　　　　国国国国、、、、県県県県、、、、市町村市町村市町村市町村やややや各支援各支援各支援各支援
機関機関機関機関のののの連携連携連携連携がががが弱弱弱弱いいいい

◆◆◆◆若年離職者若年離職者若年離職者若年離職者のののの就業促進就業促進就業促進就業促進
　　　　
　　　　◎◎◎◎ジョブカフェジョブカフェジョブカフェジョブカフェのののの機能強化機能強化機能強化機能強化とととと
　　　　　　　　自立支援機関自立支援機関自立支援機関自立支援機関やややや国国国国とのとのとのとの連携連携連携連携
　　　　　　　　によるによるによるによる就職促進就職促進就職促進就職促進

〇〇〇〇

◆◆◆◆ニートニートニートニート、、、、フリーターフリーターフリーターフリーターがががが多多多多くくくく
存在存在存在存在
　　　　ニートニートニートニート　　　　3333,,,,230230230230人人人人
　　（　　（　　（　　（17171717年国勢調査年国勢調査年国勢調査年国勢調査））））
　　　　ﾌﾘｰﾀｰﾌﾘｰﾀｰﾌﾘｰﾀｰﾌﾘｰﾀｰ12121212,,,,400400400400人人人人（（（（14141414年就年就年就年就
業構造基本調査業構造基本調査業構造基本調査業構造基本調査））））

　　　　◎◎◎◎市町村市町村市町村市町村がががが行行行行うううう地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型
　　 　　 　　 　　 のののの人材育成人材育成人材育成人材育成のののの取組取組取組取組をををを支援支援支援支援

〇〇〇〇

◆◆◆◆雇用情勢雇用情勢雇用情勢雇用情勢がががが厳厳厳厳しいしいしいしい中中中中、、、、
せっかくせっかくせっかくせっかく求人求人求人求人があってもがあってもがあってもがあっても就就就就
職職職職にににに結結結結びついていないびついていないびついていないびついていない雇雇雇雇
用用用用ののののミスマッチミスマッチミスマッチミスマッチもももも生生生生じていじていじていじてい
るるるる
　　　　
　　　　20202020年年年年4444月月月月
　　　　　　　　有効求人数有効求人数有効求人数有効求人数　　　　8888,,,,521521521521人人人人
　　　　　　　　→→→→就職件数就職件数就職件数就職件数　　　　1111,,,,371371371371人人人人

◆◆◆◆在職者訓練在職者訓練在職者訓練在職者訓練のののの支援支援支援支援
　　　　
　　　　認定職業訓練校認定職業訓練校認定職業訓練校認定職業訓練校へのへのへのへの助助助助
成成成成やややや高等技術学校高等技術学校高等技術学校高等技術学校でのでのでのでの在在在在
職者訓練職者訓練職者訓練職者訓練

◆◆◆◆企業在職者企業在職者企業在職者企業在職者のののの技術技術技術技術、、、、
　　　　技能技能技能技能のののの向上向上向上向上

　　　　中小零細企業中小零細企業中小零細企業中小零細企業ではではではでは施設施設施設施設
やややや資金面資金面資金面資金面でのでのでのでの制約制約制約制約があがあがあがあ
りりりり、、、、質的質的質的質的････量的量的量的量的にににに訓練訓練訓練訓練がががが十十十十
分分分分できていないできていないできていないできていない

◆◆◆◆在職者訓練在職者訓練在職者訓練在職者訓練のののの充実充実充実充実
　　　　
　　　　◎◎◎◎利用者拡大利用者拡大利用者拡大利用者拡大のためののためののためののための事業事業事業事業
　　　　　　　　主団体主団体主団体主団体へのへのへのへの助成充実助成充実助成充実助成充実

〇〇〇〇

◆◆◆◆若年者若年者若年者若年者のののの県外流出県外流出県外流出県外流出がががが増増増増
加加加加
　　　　
　　　　新規高卒者新規高卒者新規高卒者新規高卒者のののの就職率就職率就職率就職率はははは
向上向上向上向上するなかでするなかでするなかでするなかで、、、、県外就県外就県外就県外就
職者職者職者職者はははは増加増加増加増加しししし20202020年年年年3333月月月月にににに
はははは52525252％％％％とととと半数半数半数半数をををを超過超過超過超過
　　　　　　　　15151515年年年年3333月月月月：：：：24242424....8888％％％％
　　　　→→→→20202020年年年年3333月月月月：：：：52525252....0000％％％％

　　　　◎◎◎◎高等技術学校高等技術学校高等技術学校高等技術学校をををを活用活用活用活用したしたしたした
　　　　　　　　計画的計画的計画的計画的なななな在職者訓練在職者訓練在職者訓練在職者訓練のののの
　　　　　　　　実施実施実施実施

〇〇〇〇

　　　　◎◎◎◎機械機械機械機械・・・・金属金属金属金属、、、、食品加工企業食品加工企業食品加工企業食品加工企業
　　 　　 　　 　　 等等等等にににに対対対対するするするする技術人材技術人材技術人材技術人材のののの育育育育
     成     成     成     成

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

１１１１．．．．県内産業界県内産業界県内産業界県内産業界がががが求求求求めるめるめるめる人材人材人材人材のののの
　　　　育成育成育成育成とととと確保確保確保確保
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・産業人材産業人材産業人材産業人材のののの育成育成育成育成とととと確保確保確保確保

266



【　【　【　【　商工業分野商工業分野商工業分野商工業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆技能検定受検者数技能検定受検者数技能検定受検者数技能検定受検者数
　　　　HHHH20202020：：：：885885885885人人人人（（（（年間年間年間年間））））
　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  ↓↓↓↓
　　　　HHHH23232323：：：：950950950950人人人人（（（（年間年間年間年間））））

◆◆◆◆技能検定受検者数技能検定受検者数技能検定受検者数技能検定受検者数
　  　  　  　  HHHH29292929： ： ： ： 1111,,,,000000000000人人人人（（（（年間年間年間年間））））

◆◆◆◆技術研修受講者数技術研修受講者数技術研修受講者数技術研修受講者数
　　　　　　　　HHHH20202020：：：：
　 　　 　　 　　 　9999コース コース コース コース 75757575人人人人（（（（年間年間年間年間））））
         ↓         ↓         ↓         ↓
 　H 　H 　H 　H21212121～～～～HHHH23232323：：：：
　 　 　 　 14141414コース コース コース コース 400400400400人人人人（（（（年間年間年間年間））））

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆産業界産業界産業界産業界、、、、行政行政行政行政、、、、教育界教育界教育界教育界のののの
連携連携連携連携のののの強化強化強化強化によりによりによりにより企業企業企業企業がががが求求求求
めるめるめるめる人材供給人材供給人材供給人材供給がががが進展進展進展進展

◆◆◆◆高校生高校生高校生高校生のののの県内就職割合県内就職割合県内就職割合県内就職割合
　　　　HHHH20202020：：：：48484848....0000％％％％
　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  ↓↓↓↓
　　　　HHHH23232323：：：：60606060....0000％％％％

◆◆◆◆ジョブカフェジョブカフェジョブカフェジョブカフェこうちこうちこうちこうち利用利用利用利用
　　　　者者者者のののの就職者数就職者数就職者数就職者数
　　　　HHHH19191919：：：：385385385385人人人人（（（（年間年間年間年間））））
　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  ↓↓↓↓
　　　　HHHH23232323：：：：800800800800人人人人（（（（年間年間年間年間））））

◆◆◆◆新新新新パッケージパッケージパッケージパッケージ事業実施事業実施事業実施事業実施
　　　　市町村数市町村数市町村数市町村数
　　　　HHHH20202020：　：　：　：　8888（（（（累計累計累計累計））））
　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  ↓↓↓↓
　　　　HHHH23232323： ： ： ： 15151515（（（（累計累計累計累計））））

◆◆◆◆産業界産業界産業界産業界、、、、行政行政行政行政、、、、教育界教育界教育界教育界のののの
連携連携連携連携のしくみのしくみのしくみのしくみ、、、、人材供給体人材供給体人材供給体人材供給体
制制制制のののの確立確立確立確立によりによりによりにより、、、、企業企業企業企業がががが求求求求
めるめるめるめる多様多様多様多様なななな人材人材人材人材をををを確保確保確保確保

◆◆◆◆高校生高校生高校生高校生のののの県内就職割合県内就職割合県内就職割合県内就職割合
　  　  　  　  HHHH29292929： ： ： ： 75757575....0000％％％％

◆◆◆◆ジョブカフェジョブカフェジョブカフェジョブカフェこうちこうちこうちこうち利用利用利用利用
　　　　者者者者のののの就職者数就職者数就職者数就職者数
　　　　　　　　HHHH29292929： ： ： ： 800800800800人人人人（（（（年間年間年間年間））））

担い手人材育成事業の
創設

産業界：指導者の派遣、
実習受入れ等

県雇用労働政策課（高等
学校課）：地域産業担い
手人材育成事業の実施
（10校）

県雇用労働政策課（高等
学校課）：対象校の拡大と
事業の充実(10校→23校）

ジョブカフェの機能強化

県全域への普及

県雇用労働政策課（生涯
学習課）：ジョブカフェと若
者サポートステーションと
の連携

県雇用労働政策課：幡多
地域へジョブカフェこうち
のサテライト設置

担い手人材育成事業の
充実

若者自立支援機関との
連携

県雇用労働政策課：国の
制度を活用した取組の県
全域への普及

在職者訓練の実施

高等技術学校：在職者訓
練の実施

市町村の人材育成の
支援

市町村：新パッケージ事
業による人材育成、就業
促進

県雇用労働政策課：市町
村の人材育成の支援

事業主団体への助成充実

事業主団体：在職者訓
練の充実
県雇用労働政策課：認
定職業訓練費補助金の
拡充

高等技術学校：年間計画
に基づく在職者訓練の実
施による受講者の拡大

在職者訓練の充実

Ｐ２９５
別図（商工２４）参照

Ｐ２９６
別図（商工２５）参照

事業主団体への助成

事業主団体：在職者訓
練の実施
県雇用労働政策課：認
定職業訓練費補助金

機械・金属、食品加工企業等に対する技術人材の育成

県工業技術センター：
　・専門的技術研修の実施
　・食品加工特別技術支援員の配置
　・技術指導アドバイザーの派遣

Ｐ２７６
別図（商工５）参照

県工業技術センター：
　・専門的技術研修の実施
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【２２２２．．．．産業人材産業人材産業人材産業人材のののの育成育成育成育成】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

◆◆◆◆ＵＵＵＵ・・・・ＩＩＩＩターンターンターンターン就職情報就職情報就職情報就職情報のののの
提供提供提供提供とととと無料職業紹介無料職業紹介無料職業紹介無料職業紹介のののの実実実実
施施施施
　　　　
　　　　求職者求職者求職者求職者とととと求人企業双方求人企業双方求人企業双方求人企業双方
へのへのへのへの情報提供情報提供情報提供情報提供とととと無料職業無料職業無料職業無料職業
紹介紹介紹介紹介（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ20202020～）～）～）～）

◆◆◆◆人材人材人材人材のののの確保確保確保確保

　　　　県内県内県内県内ではではではでは専門的専門的専門的専門的ななななスキスキスキスキ
ルルルルをををを持持持持ちちちち、、、、企業企業企業企業のののの即戦力即戦力即戦力即戦力
となるとなるとなるとなる人材人材人材人材がががが不足不足不足不足しているしているしているしている

◆◆◆◆専門的専門的専門的専門的ななななスキルスキルスキルスキルをををを持持持持ったったったった中中中中
   核人材   核人材   核人材   核人材のののの確保確保確保確保

　　　　◎◎◎◎大学大学大学大学とととと企業企業企業企業のののの連携強化連携強化連携強化連携強化

〇〇〇〇

　　　　

　　　　◎◎◎◎県県県県ののののＵＵＵＵ・・・・ＩＩＩＩターンターンターンターン無料職業紹無料職業紹無料職業紹無料職業紹
　　 　　 　　 　　 介機能介機能介機能介機能のののの強化強化強化強化

〇〇〇〇

◆◆◆◆就職支援情報就職支援情報就職支援情報就職支援情報

　　　　国国国国、、、、県県県県、、、、民間等民間等民間等民間等がががが支援情支援情支援情支援情
報報報報をそれぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれ発信発信発信発信していしていしていしてい
るがるがるがるが、、、、県民県民県民県民にはにはにはには、、、、窓口窓口窓口窓口がががが
多多多多くくくく情報情報情報情報がががが十分活用十分活用十分活用十分活用されされされされ
ていないていないていないていない

◆◆◆◆求人求職情報求人求職情報求人求職情報求人求職情報のののの利便性利便性利便性利便性のののの向向向向
   上   上   上   上
　　　　★★★★専用専用専用専用ポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイトのののの設置設置設置設置
　　 　　 　　 　　 とととと関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとのリンクリンクリンクリンク強化強化強化強化
　　 　　 　　 　　 によるによるによるによる情報情報情報情報のののの円滑円滑円滑円滑なななな提供提供提供提供

〇〇〇〇

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

１１１１．．．．県内産業界県内産業界県内産業界県内産業界がががが求求求求めるめるめるめる人材人材人材人材のののの
　　　　育成育成育成育成とととと確保確保確保確保
　　　　
          ・          ・          ・          ・産業人材産業人材産業人材産業人材のののの育成育成育成育成とととと確保確保確保確保

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向
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【　【　【　【　商工業分野商工業分野商工業分野商工業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））

◆◆◆◆産業界産業界産業界産業界、、、、行政行政行政行政、、、、教育界教育界教育界教育界のののの
連携連携連携連携のののの強化強化強化強化によりによりによりにより企業企業企業企業がががが求求求求
めるめるめるめる人材供給人材供給人材供給人材供給がががが進展進展進展進展

◆◆◆◆産業界産業界産業界産業界、、、、行政行政行政行政、、、、教育界教育界教育界教育界のののの
連携連携連携連携のしくみのしくみのしくみのしくみ、、、、人材供給体人材供給体人材供給体人材供給体
制制制制のののの確立確立確立確立によりによりによりにより、、、、企業企業企業企業がががが求求求求
めるめるめるめる多様多様多様多様なななな人材人材人材人材をををを確保確保確保確保

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１ ＨＨＨＨ２２２２２２２２ ＨＨＨＨ２３２３２３２３

大学、企業との連携強化

県雇用労働政策課：イ
ンターンシップの促進

大学、企業との連携

県雇用労働政策課：イ
ンターンシップの促進と
大学と企業の交流促進
の支援

無料職業紹介の開始

県雇用労働政策課：ＵＩ
ターン無料職業紹介の
開始、相談会の実施

無料職業紹介の機能強化

県外事務所：ＵＩターン無
料職業紹介の開始、相
談会の実施、登録企業・
人材の拡充

就職情報の利便性の向上

県雇用労働政策課：「高
知しごとネット」の開設

Ｐ２９７
別図（商工２６）参照
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戦略戦略戦略戦略のののの柱柱柱柱【【【【３３３３．．．．就労就労就労就労のののの場場場場づくりづくりづくりづくり】】】】
取組方針取組方針取組方針取組方針 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組 課題課題課題課題

施策施策施策施策 （（（（今今今今までまでまでまで何何何何にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか））））
（（（（今今今今までなぜまでなぜまでなぜまでなぜ上手上手上手上手くくくく進進進進まなかったまなかったまなかったまなかった、、、、

できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか）））） 1111 2222 3333

○○○○

　　　　

◆◆◆◆個別経営指導個別経営指導個別経営指導個別経営指導のののの充実充実充実充実

　　　　★★★★経営専門家派遣事業経営専門家派遣事業経営専門家派遣事業経営専門家派遣事業のののの
　　 　　 　　 　　 実施実施実施実施

　　　　★★★★ビジネスプランビジネスプランビジネスプランビジネスプラン作成作成作成作成アドアドアドアド
　　 　　 　　 　　 バイザーバイザーバイザーバイザーのののの派遣派遣派遣派遣　　　　等等等等 ○○○○

◆◆◆◆　　　　進出支援措置進出支援措置進出支援措置進出支援措置のののの充実充実充実充実

　　　　★★★★職員資格取得促進職員資格取得促進職員資格取得促進職員資格取得促進（（（（受受受受
　　 　　 　　 　　 講料講料講料講料、、、、検定受検料検定受検料検定受検料検定受検料のののの負負負負
　　 　　 　　 　　 担軽減担軽減担軽減担軽減））））

　　　　★★★★初期投資初期投資初期投資初期投資のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減
　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　等等等等

○○○○

◆◆◆◆情報提供情報提供情報提供情報提供のののの充実充実充実充実

　　　　◎◎◎◎新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出のののの手引手引手引手引きのきのきのきの
　　 　　 　　 　　 作成作成作成作成・・・・配布配布配布配布

　　　　★★★★研修研修研修研修、、、、セミナーセミナーセミナーセミナー、、、、見学会見学会見学会見学会
　　 　　 　　 　　 等等等等

○○○○

※※※※これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策の の の の ★★★★はははは新規事業新規事業新規事業新規事業
　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  　　　　　　　　 　　　　  ◎◎◎◎はははは拡充事業拡充事業拡充事業拡充事業
                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○                  　　　    ○はははは継続事業継続事業継続事業継続事業

現状現状現状現状 これからのこれからのこれからのこれからの対策対策対策対策
改革改革改革改革のののの方向方向方向方向

１１１１．．．．建設業建設業建設業建設業のののの新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出のののの実現実現実現実現

         ・         ・         ・         ・建設業建設業建設業建設業のののの新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出

◆◆◆◆　　　　市町村市町村市町村市町村のののの産業別総産業別総産業別総産業別総
　　　　　　　　生産生産生産生産にににに占占占占めるめるめるめる高高高高いいいい建建建建
　　　　　　　　設業設業設業設業のののの割合割合割合割合
　 （　 （　 （　 （HHHH17171717年度年度年度年度）　）　）　）　建設業建設業建設業建設業
    が    が    が    が上位上位上位上位5555位位位位までにまでにまでにまでに入入入入
    る    る    る    る市町村市町村市町村市町村
　　　　　　　　　　　　15151515市町村市町村市町村市町村（（（（42424242....9999％）％）％）％）

◆◆◆◆公共事業費公共事業費公共事業費公共事業費のののの減少減少減少減少
　　　　とともにとともにとともにとともに就業者就業者就業者就業者もももも大大大大
　　　　きくきくきくきく減少減少減少減少

◆◆◆◆多多多多いいいい企業倒産企業倒産企業倒産企業倒産
　　（　　（　　（　　（HHHH18181818年度年度年度年度））））104104104104件件件件
 　 ( 　 ( 　 ( 　 (うちうちうちうち建設業建設業建設業建設業41414141件件件件
　　（　　（　　（　　（39393939....4444％）％）％）％）))))
　　（　　（　　（　　（HHHH19191919年度年度年度年度） ） ） ） 84848484件件件件
 　（ 　（ 　（ 　（うちうちうちうち建設業建設業建設業建設業36363636件件件件
　　（　　（　　（　　（42424242....9999％））％））％））％））

◆◆◆◆建設業者建設業者建設業者建設業者はははは、、、、近年近年近年近年
　 　 　 　 のののの公共事業費公共事業費公共事業費公共事業費のののの急急急急
　 　 　 　 激激激激なななな減少減少減少減少でででで厳厳厳厳しいしいしいしい経経経経
　 　 　 　 営環境営環境営環境営環境

◆◆◆◆新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出のののの検討検討検討検討、、、、
   実施   実施   実施   実施にににに踏踏踏踏みみみみ出出出出せなせなせなせな
　 　 　 　 いいいい建設業者建設業者建設業者建設業者がががが多数多数多数多数
　 　 　 　 存在存在存在存在

◆◆◆◆新分野進出説明会新分野進出説明会新分野進出説明会新分野進出説明会
   の   の   の   の実施実施実施実施
　 　 　 　 ・・・・ＨＨＨＨ16161616年度年度年度年度からからからから県内県内県内県内ブブブブ
　　　　　　　　ロックロックロックロック毎毎毎毎にににに実施実施実施実施
　 　 　 　 ・・・・延延延延べべべべ参加企業参加企業参加企業参加企業490490490490
　　　　　　　　社社社社、、、、
　　　　　　　　相談企業相談企業相談企業相談企業67676767社社社社
　　（Ｈ　　（Ｈ　　（Ｈ　　（Ｈ19191919年度年度年度年度））））
   　97   　97   　97   　97社参加社参加社参加社参加（（（（うちうちうちうち個別個別個別個別
　　 　　 　　 　　 相談相談相談相談12121212社社社社））））
　　（Ｈ　　（Ｈ　　（Ｈ　　（Ｈ20202020年度年度年度年度））））
     63     63     63     63社参加社参加社参加社参加（（（（うちうちうちうち個別個別個別個別
　　 　　 　　 　　 相談相談相談相談16161616社社社社））））

◆◆◆◆新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出のののの支援支援支援支援
   H   H   H   H16161616年度年度年度年度からからからから新新新新たなたなたなたな
　　　　事業展開事業展開事業展開事業展開にににに挑挑挑挑むむむむ企業企業企業企業
　　　　をををを支援支援支援支援
　 　 　 　 ・・・・頑張頑張頑張頑張るるるる企業総合支企業総合支企業総合支企業総合支
　　　　　　　　援事業 援事業 援事業 援事業 12121212社社社社（（（（HHHH17171717～～～～
　　　　　　　　HHHH19191919認定認定認定認定））））
　 　 　 　 ・・・・ファンドファンドファンドファンド事業事業事業事業（（（（建設建設建設建設
    業経営革新支援事    業経営革新支援事    業経営革新支援事    業経営革新支援事
    業    業    業    業））））3333社社社社　（　（　（　（HHHH19191919～）～）～）～）
　 　 　 　 ・・・・HHHH19191919年度年度年度年度からからからから県県県県にににに相相相相
　　　　　　　　談窓口設置談窓口設置談窓口設置談窓口設置

◆◆◆◆建設業者建設業者建設業者建設業者
　　　　・・・・様様様様々々々々なななな経験経験経験経験やややや技能技能技能技能、、、、
   技術   技術   技術   技術をををを持持持持つつつつ職員職員職員職員、、、、工工工工
   程管理能力   程管理能力   程管理能力   程管理能力、、、、重機等重機等重機等重機等
   建設機械   建設機械   建設機械   建設機械をををを使使使使ったったったった計計計計
   画的   画的   画的   画的なななな作業能力作業能力作業能力作業能力などなどなどなど、、、、
　 　 　 　 そのそのそのその持持持持つつつつ能力能力能力能力をををを十分十分十分十分
   活   活   活   活かしきれていないかしきれていないかしきれていないかしきれていない
　　　　・・・・依然依然依然依然としてとしてとしてとして根強根強根強根強いいいい災災災災
    害等公共事業    害等公共事業    害等公共事業    害等公共事業へのへのへのへの
    期待    期待    期待    期待
　　　　・・・・地域地域地域地域のののの中小零細企中小零細企中小零細企中小零細企
    業    業    業    業ではではではでは、、、、資金面資金面資金面資金面でででで
    の    の    の    の余力余力余力余力がないがないがないがない
　　　　・・・・建設業建設業建設業建設業がががが受注型産受注型産受注型産受注型産
    業    業    業    業であったためであったためであったためであったため進進進進
    出分野    出分野    出分野    出分野のののの選択選択選択選択やややや地地地地
    域連携    域連携    域連携    域連携、、、、マーケティマーケティマーケティマーケティ
    ング    ング    ング    ング等等等等ののののノウハウノウハウノウハウノウハウ
    や    や    や    や情報情報情報情報がががが不足不足不足不足

◆◆◆◆進出進出進出進出がががが期待期待期待期待されるされるされるされる
　 　 　 　 分野分野分野分野
　　　　・・・・農業農業農業農業、、、、林業林業林業林業、、、、福祉福祉福祉福祉・・・・
   介護   介護   介護   介護などのなどのなどのなどの多多多多くのくのくのくの分分分分
   野   野   野   野でででで参入参入参入参入がががが期待期待期待期待されされされされ
   ているが   ているが   ているが   ているが、、、、分野特有分野特有分野特有分野特有
   の   の   の   の課題課題課題課題もももも多多多多くくくく、、、、企業企業企業企業
   単独   単独   単独   単独ではではではでは円滑円滑円滑円滑なななな進進進進
   出   出   出   出やややや事業拡大事業拡大事業拡大事業拡大はははは容容容容
　 　 　 　 易易易易ではなくではなくではなくではなく、、、、支援者支援者支援者支援者
   、   、   、   、協力者協力者協力者協力者がががが不足不足不足不足

◆◆◆◆県県県県のののの支援策支援策支援策支援策
　　　　・・・・説明会説明会説明会説明会でのでのでのでの制度説制度説制度説制度説
   明   明   明   明にににに留留留留まりまりまりまり、、、、経営者経営者経営者経営者
   の   の   の   の経営革新経営革新経営革新経営革新のののの意識意識意識意識
   改革   改革   改革   改革やややや進出進出進出進出をををを促促促促すすすす
   支援   支援   支援   支援までまでまでまで至至至至っていなっていなっていなっていな
   い   い   い   い
　　　　・・・・身近身近身近身近なななな進出事例進出事例進出事例進出事例がががが
   進出拡大   進出拡大   進出拡大   進出拡大にににに活活活活かしきかしきかしきかしき
   れていない   れていない   れていない   れていない
　　　　・・・・個別相談個別相談個別相談個別相談やややや支援決支援決支援決支援決
    定企業    定企業    定企業    定企業ののののフォローフォローフォローフォローにににに
    課題    課題    課題    課題

◆◆◆◆地域支援体制地域支援体制地域支援体制地域支援体制
　　　　・・・・地域地域地域地域でででで円滑円滑円滑円滑なななな事業事業事業事業
    展開    展開    展開    展開をををを図図図図るためにるためにるためにるために
    は    は    は    は、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの関関関関
    係機関    係機関    係機関    係機関によるによるによるによる支援支援支援支援
    だけでなく    だけでなく    だけでなく    だけでなく、、、、市町村市町村市町村市町村
    を    を    を    を巻巻巻巻きききき込込込込んだんだんだんだ総合総合総合総合
　　　　　　　　的支援的支援的支援的支援がががが欠欠欠欠かせかせかせかせ
    ない    ない    ない    ない

◆◆◆◆地域毎地域毎地域毎地域毎のののの新分野進出支援新分野進出支援新分野進出支援新分野進出支援
　 　 　 　 体制体制体制体制のののの構築構築構築構築

　　　　★★★★現場現場現場現場においてにおいてにおいてにおいて、、、、ハンズオハンズオハンズオハンズオ
　　 　　 　　 　　 ンンンンでのでのでのでの支援活動支援活動支援活動支援活動をををを強化強化強化強化すすすす
　　 　　 　　 　　 るためのるためのるためのるための県県県県のののの人的支援体人的支援体人的支援体人的支援体
　　 　　 　　 　　 制制制制をををを整備整備整備整備

　　　　★★★★市町村単位市町村単位市町村単位市町村単位にににに「「「「建設業支建設業支建設業支建設業支
　　 　　 　　 　　 援協議会援協議会援協議会援協議会（（（（仮称仮称仮称仮称）」）」）」）」をををを設置設置設置設置

Ｐ２９８
別図（商工２７）参照

Ｐ２９８
別図（商工２７）参照

Ｐ２９８
別図（商工２７）参照

（（（（HHHH12121212年度年度年度年度））））
  1  1  1  1,,,,700700700700億円億円億円億円
  47  47  47  47,,,,313313313313人人人人
（（（（HHHH17171717年度年度年度年度））））
  978  978  978  978億円億円億円億円
  38  38  38  38,,,,073073073073人人人人
（（（（HHHH17171717----HHHH12121212))))
 ▲ ▲ ▲ ▲722722722722億円億円億円億円
 ▲ ▲ ▲ ▲9999,,,,240240240240人人人人
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【　【　【　【　商工業分野商工業分野商工業分野商工業分野　】　】　】　】

短期的短期的短期的短期的なななな視点視点視点視点（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年度末年度末年度末年度末）））） 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点（（（（概概概概ねねねね１０１０１０１０年先年先年先年先））））
ＨＨＨＨ２２２２２２２２

◆◆◆◆支援体制支援体制支援体制支援体制のののの構築構築構築構築とととと進進進進
　 　 　 　 出出出出をををを促進促進促進促進するするするする環境環境環境環境づくづくづくづく
　 　 　 　 りによるりによるりによるりによる新分野進出事新分野進出事新分野進出事新分野進出事
　 　 　 　 例例例例のののの拡大拡大拡大拡大

◆◆◆◆建設業建設業建設業建設業のののの新分野進出数新分野進出数新分野進出数新分野進出数
　 　 　 　 HHHH20202020：  ：  ：  ：  75757575社社社社（（（（累計累計累計累計））））
　    　　　　    　　　　    　　　　    　　　↓↓↓↓
　 　 　 　 HHHH23232323： ： ： ： 108108108108社社社社（（（（累計累計累計累計））））

ＨＨＨＨ２３２３２３２３ＨＨＨＨ２０２０２０２０ ＨＨＨＨ２１２１２１２１

※※※※改革改革改革改革のののの方向方向方向方向　 　 　 　 １１１１　　　　足下足下足下足下をををを固固固固めめめめ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある県外市場県外市場県外市場県外市場にににに打打打打ってってってって出出出出るるるる（（（（地産地消地産地消地産地消地産地消のののの徹底徹底徹底徹底、、、、地産外商地産外商地産外商地産外商のののの推進推進推進推進、、、、海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓海外販路開拓へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦））））
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　２２２２　　　　産業間連携産業間連携産業間連携産業間連携のののの強化強化強化強化（（（（高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化のののの推進推進推進推進、、、、すそすそすそすそ野野野野がががが広広広広いいいい観光産業観光産業観光産業観光産業のののの戦略的展開戦略的展開戦略的展開戦略的展開））））
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ３３３３　　　　足腰足腰足腰足腰をををを強強強強めめめめ、、、、新分野新分野新分野新分野へへへへ挑戦挑戦挑戦挑戦（（（（生産地生産地生産地生産地のののの足腰足腰足腰足腰のののの強化強化強化強化とととと担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり、、、、新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出））））

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

◆◆◆◆建設業建設業建設業建設業のののの新分野進出新分野進出新分野進出新分野進出
　 　 　 　 拡大拡大拡大拡大によるによるによるによる地域産業地域産業地域産業地域産業
　 　 　 　 のののの活性化活性化活性化活性化とととと働働働働くくくく場場場場のののの確確確確
　 　 　 　 保保保保

◆◆◆◆建設業建設業建設業建設業のののの新分野進出数新分野進出数新分野進出数新分野進出数
　  　  　  　  HHHH29292929： ： ： ： 253253253253社社社社（（（（累計累計累計累計))))

手引きの配布や進出事例の紹介等、情報提供の充実

職員資格取得の促進

産業振興センター、商工会連合会、商工会議所、中小企業団体中央会：国の地域力連携拠点事業の活用により、専門
家等の派遣（5回まで無料）

産業振興センター：経営革新支援事業の人材育成事業で対応する

県商工政策課：手引きの作成・配布、研修・セミナー・見学会等の開催を通じた身近な進
出事例の紹介等

アンケート調査、市町村と
の調整

県雇用労働政策課：建
設業者の新分野進出
に関するアンケート、建
設業支援協議会（仮
称）の設置に向けて、
市町村との協議

県職員によるハンズオンでの支援活動

県職員：地域におけるハンズオンでの支援活動の実施

建設業支援協議会（仮称）の設置

市町村等の関係機関：「建設業支援協議会（仮称）」を順次設置し、地域内でのマッチン
グ等の支援

初期投資の負担軽減

県計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金による支援

産業振興センター：こうち産業振興基金の経営革新支援事業・建設業経営革新事業
での支援

経営専門家、ビジネスプランアドバイザーの派遣
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○ ソフトとハードの両面を支援（補助金）（新規）
１件あたり上限10,000千円として次の経費を補助（上限内で併用可）
・ ソフト：商品開発、販路開拓、人材育成 → 補助率 2/3（ 3,000千円以内）
・ ハード：生産設備導入に要する経費 → 補助率 1/10（10,000千円以内）

環 境

福 祉 食 品

天然素材

テーマ別研究会
（テーマごとに立ち上げ：食品、環境、福祉 …）

○ 異業種交流の実施
生産機械、衛生設備、デザイン業種などとの交流を図り、
活動の幅を拡大

研究会の活動（食品の例）

○ 活動運営プランの発表、セミナーの開催
専門の外部講師を招へいして市場情報などを情報提供
テーマ例：柑橘系の素材を用いた商品開発と消費者が

選ぶ商品とは

テーマごとの研究会方式による企業支援の枠組み

事業体
企業・団体・生産者の参画

具体テーマ例：果実

事業体
企業等…

事業体
企業等…

○ マーケット調査、個別相談会の実施
これまでの活動により、深化した市場動向等を探るため、
民間調査会社等への委託調査を実施するための調査
項目等の選定や個別相談会を開催

○ 素材生産者とのマッチング相談会の開催
将来の原料確保に向けた素材生産者とのマッチング
相談会の開催（例：文旦振興協議会（仮称）との交流）

具体的なテーマごとに企業等が結び付き、
事業化に向けたプランづくりを実施

意
欲
・
取
組
の
促
進

（
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
管
理

）
県（事務局）

・ 事業化に向けたテーマの絞込み
・ 企業等の結び付き（事業体）

○事業化プランの検討
商品ｺﾝｾﾌﾟﾄ、資金計画、販売ﾀｰｹﾞｯﾄ、
市場分析、価格、販売・ＰＲ方法、生産～
販売方法のﾌﾛｰ、体制、課題の洗い出し…

補助金など財政支援措置等の充実

○ こうち産業振興基金等の特別枠の創設
通常分を次のように拡充し特別枠を創設
・ 補助率 1/2 → 2/3
・ 上限 2,000千円 → 3,000千円

研究会リーダー
事業体での取組

研究会テーマ

事
業
化
の
取
組
【
生
産
・
販
売
・
開
発

】

○ 事業化プラン発表会
事業体による事業化プランの発表会を開催

○企業等プレイヤーの公募
・企業・団体等への参加呼びかけ

・プレーヤーの意向・熟度の把握

↓

研究会の設置

・ インターネット活用販路開拓事業（新）
・ ものづくり商談会事業（新）
・ ベンチャー育成支援事業（拡充）
・ 専門家派遣事業

・ 企業立地促進法の設備投資
・ 地域資源活用法
・ 農商工連携法
・ 労働局の各種助成金など国の支援策

事業化プランの策定

○研究会設置準備

・研究会リーダー、専門家の選定・内定
・リーダー等内定者と運営プラン協議

研究会発

事業化に向け、企業の力を引き出す支援

支
援

研究会発の取組に対する総合的な支援

単年度で集中的に支援

状況に応じて複数年度にまたがる支援

○ その他研究会発事業に投入できる支援事業（関連施策）

ハンズオンチームによる支援

県が実施

専門家
（企画・販促、生産技術等）

別図（商工１）
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総合的支援体制総合的支援体制総合的支援体制総合的支援体制ののののイメージイメージイメージイメージ図図図図

中核企業等育成中核企業等育成中核企業等育成中核企業等育成
支援会議支援会議支援会議支援会議のののの設置設置設置設置

〈構成メンバー〉

・県

・産業振興センター

・商工会議所

・商工会連合会

・中小企業団体中央会

・金融機関

○県内に本社機能を置く企業

○成長が見込まれる分野やニッチ分野で事業を展開している企業

○独自の技術を強みとして製品の開発力を独自に持っている企業

以上のような、特性や強みを持つ企業を対象にその育成を図る。

小規模事業者が連携して、技術・ノウハウの「強み」を有効に
組み合わせたり、不足している部分を補わせることによって

○新商品の開発又は生産

○新サービスの開発又は提供

○商品の新たな生産又は販売方式

などの取組を行なう事業者を積極的に支援。

小規模事業者の連携小規模事業者の連携

○県内製造業の約半分を小規模

　事業者が占め、地域製造業の牽

　引役となる大規模事業者が少な

　い。

　・事業者数の割合　

　　従業員数

　　　４～９人　　　→　　４７％

　　　１００人以上　→　　　３％

　・製造品出荷額の割合

　　　 ４～９人　　　→　　 ６％

　　　１００人以上　→　　４９％

○平成18年度地場製造業の規模

　年商100億円以上 ４社（0.3％）

　年商 50億円以上 ９社（0.7％）

　年商 30億円以上２５社（1.9％）

　年商 10億円以上７２社（5.4％）

＊（　）内は県内事業所数のう

　ち、県内地場メーカーの当該

　年商の割合

現　状

中核企業の育成中核企業の育成

活動活動活動活動のののの内容内容内容内容
・企業情報の収集

　　　　　↓

・育成方針の検討

　　　　　↓

・専門家の派遣

・各種制度の紹介・斡旋

・新たな販路開拓

・ビジネスマッチング

取組の考え方

全全全全てのてのてのての産業産業産業産業

支援機関支援機関支援機関支援機関がががが

総力総力総力総力をををを挙挙挙挙げてげてげてげて

情報の提供

県県県県のののの支援支援支援支援チームチームチームチーム

によるによるによるによる企業訪問企業訪問企業訪問企業訪問

・対象企業の実態把握　　　　　　　　　　　　 ・専任の支援チームによる定期的な訪問

・密接な連携による迅速な対応支援　　　　・県単独の支援措置の検討

　　　　中核企業中核企業中核企業中核企業のののの育成育成育成育成

　　　　小規模事業者小規模事業者小規模事業者小規模事業者のののの連携連携連携連携

　　　　中核企業中核企業中核企業中核企業のののの育成育成育成育成

　　　　小規模事業者小規模事業者小規模事業者小規模事業者のののの連携連携連携連携

別図（商工２）
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情報収集・発掘検討会議

事前調査

支援会議で審査・支援企業決定

支援方針の決定

支援開始

定期的検証

中核企業等育成支援会議

修正

県の専任チームによる定期的な企業訪問
・訪問企業 ３０社程度（毎年度５社程度を入れ替え）

情報の提供

キックオフミーティング
（支援会議の進め方の意思統一）支

援
対
象
企
業
の
絞
込
み

支
援
の
実
施

○現状
県内製造業の約半分を小規模な

製造業者が占め、地域製造業の牽
引となる大規模事業者が少ない

○現状
県内製造業の約半分を小規模な

製造業者が占め、地域製造業の牽
引となる大規模事業者が少ない

○課題
・販路の拡大
・生産コストの削減
○内容（金融機関との連携）
・県外企業とのビジネスマッチン
グ事業による販路の拡大
・現場に密着した生産性向上対
策の実施
（生産性 規模別全国比約60％～
70％）

・対象を絞った経営に必要な実践
的なセミナーの開催

○課題
・生産工程で不足している加

工技術の取得
・加工技術、生産工程の高度
化、基盤製造技術の向上等
○内容
・溶接や鋳造工程で不足してい
る技術の取得や向上に絞った
技術者養成

各種制度、事業の紹介、斡旋

市場調査、信用力調査、
アドバイザーなどの活用

全ての産業支援機関が
総力を挙げて

中核企業の育成
小規模事業者の連携

県、産業振興センター、商工会議所、
商工会連合会、中小企業団体中央会、
金融機関
（意思決定の迅速化を図るため各機関
の実務責任者で構成）

構成

○県内に本社機能を置く企業

○成長が見込まれる分野やニッチ分野で事業を展開し
ている企業

○独自の技術を強みとして製品の開発力を独自に持っ
ている企業

以上のような、特性や強みを持つ企業を対象にその育
成を図る。

小規模事業者が連携して、技術・ノウハウの「強み」を有効に
組み合わせたり、不足している部分を補わせることによって

○新商品の開発又は生産

○新サービスの開発又は提供

○商品の新たな生産又は販売方式

などの取組を行なう事業者を積極的に支援。

中核企業の育成 小規模事業者の連携

取組の考え方

目的

支援会議の活動

ものづくり技術者養成
プロジェクト

経営力向上事業

別図（商工３）
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ものづくり企業の販路拡大に向けた支援体制の構築について

現在までの取組と課題

取組取組取組取組のののの拡大拡大拡大拡大とととと再構築再構築再構築再構築　　　　　　　　

○高知よさこいファクトリーの
　創設・運営（H13～）

インターネットを活用した営業活動

●商談会等の開催
　・信用力付与→県がバックアップする商談会
　　　　　　　　の開催　
　・連携受注の仕掛け→高知県ブースの設置

●企業データベースの作成
　・受注企業名簿を改編し、商談会や営業に活用
●産業振興センターの専門調査員
　・大手製造業等の訪問による発注開拓

商談会等による受注拡大

●高知県製造業の受発注ポータルサイト構築
　・高知県が前面に立った信用力の付与
　・検索エンジンの上位に表示(SEO)させる仕組みの提供

　・インターネット営業、インターネット協業の促進
　・県内製造業のデータベース機能を持たすため、ポー
　　タルサイトへの参加を促進　当初150社

●県ホームページからの企業情報発信
　・県内のユニークな企業のパブリシティを支援

●既存受発注サイトの有効活用

インターネットを活用した受注拡大

●新規・拡充の取組
○既存の取組

　県、産業振興センター、工業技術セン
ター、県工業会、よさこいfactoryが連携し

て、インターネットを県全体で活用するト
ータル的な支援と受発注商談会との有機的
な連携を促進。
＊公正に幅広く参画できる仕組みづくり

●受注拡大検討委員会の設置

「インターネット受注」と「商談会」を
販路拡大ための両輪として推進

営業力の強化　（受注拡大）

高知県

産振ｾﾝﾀｰ
工技ｾﾝﾀｰ

工業会、よさこい
factory

受注拡大
検討委員会

インターネット営業
の促進

商談会の開催
商談会とネットの
相乗効果ビジネスマッチング

支援

○受注企業名簿（H17）の作成

○産業振興センターの専門調査員
　による発注開拓
○高知県工業会の共同受注部会に
　よる受注開拓
○個別企業への商談会等への参加
支援

リアルな場での営業活動

高知県製造業高知県製造業高知県製造業高知県製造業
ののののポータルサポータルサポータルサポータルサ
イトイトイトイト運営運営運営運営

○県内企業の情報発信力が弱い
○新規受注先開拓等のための営業
　力に欠ける
○小規模な企業が多く、複数社に
　よる連携した受注確保が困難

課　　　題

販路開拓
の取組

商談会参加

企業訪問

展示会参加 機械金属
機械金属

木製品
木製品

製紙
製紙

食品
食品

ア パ レ ル
ア パ レ ル

情報発信

情報発信や商談会への参加など、受注拡大への取組は、個別企業が独
自に取り組んでいる。

現現現現　　　　状状状状

受注拡大のための商談会、情報発信の総合的支援

受注拡大検討委員会の設置

別図（商工４）
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いまからは県外へ売らんといかんの～
それにゃ～強みになる技術力が必要やな
商品化まで、もうちっくとながやけんど

経営者

産業技術人材の育成
　産業を振興するため、企業の「技術人材」の育成や、商品開発を支援するとともに、地域の
方々が食品加工を行うお手伝いをします。
　そのために、工業技術センターを始めとする県の試験研究機関が、外部の専門家も活用して
全力で支援します。

果物や野菜を加工品にして
売りたいがじゃけんど？

農家・生産組合

○○○○特定特定特定特定のののの課題課題課題課題にににに対対対対してしてしてして集中的集中的集中的集中的にににに支援支援支援支援
○○○○企業技術者企業技術者企業技術者企業技術者のののの育成育成育成育成によりによりによりにより、、、、企業企業企業企業のののの技術力技術力技術力技術力
　　　　のののの強化強化強化強化をををを図図図図るるるる
○○○○新製品新製品新製品新製品（（（（商品商品商品商品））））のののの開発開発開発開発をををを促進促進促進促進

○○○○食品加工特別技術支援員食品加工特別技術支援員食品加工特別技術支援員食品加工特別技術支援員によるによるによるによる支援強支援強支援強支援強
化化化化
　・商品の開発支援
　・食品加工に関する技術研修
　・食品加工に関する技術相談
　

○○○○人材育成研修人材育成研修人材育成研修人材育成研修のののの充実充実充実充実　
　Ｈ２０：９コース
　→Ｈ２１：１４コース　４００名
　・地域食品加工者育成のための
　　技術支援
　・電子機器ノイズ対策技術研修　　
　　・熱処理研修会　　　　　　　等

○○○○食品加工食品加工食品加工食品加工、、、、機械機械機械機械・・・・金属加工分野等金属加工分野等金属加工分野等金属加工分野等のののの
　　　　技術相談技術相談技術相談技術相談、、、、巡回指導巡回指導巡回指導巡回指導のののの強化強化強化強化

○○○○産業技術人材育成事業産業技術人材育成事業産業技術人材育成事業産業技術人材育成事業
　　　　製造技術や品質管理の研修によ
り、産業の担い手となる製造技術
者を養成します。
　　　　　　　　研修１４コース

○○○○食品加工特別技術支援員食品加工特別技術支援員食品加工特別技術支援員食品加工特別技術支援員
　外部人材を登用し、研修、技術
相談、商品開発の支援を進めます。

○○○○技術指導技術指導技術指導技術指導ｱﾄｱﾄｱﾄｱﾄﾞ゙゙゙ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｲｻｲｻｲｻｲｻﾞ゙゙゙ｰーーーによるによるによるによる
　　　　企業活動支援事業企業活動支援事業企業活動支援事業企業活動支援事業
　食品加工、機械、金属加工など
の専門分野の技術指導アドバイザー
を企業へ派遣し、企業技術者の育
成、企業の技術力の強化、新製品
（商品）の開発を促進します。

おまかせおまかせおまかせおまかせ下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！
技術力を育てる研修や講習を
充実します。
新しい商品開発を応援します

別図（商工５）
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鍛鍛鍛鍛造造造造 ＡＡＡＡ 社社社社　　　　 熱処理熱処理熱処理熱処理（（（（無無無無））））

熱処理以降熱処理以降熱処理以降熱処理以降のののの工程工程工程工程
全全全全てててて県外生産県外生産県外生産県外生産

熱処理会社立地熱処理会社立地熱処理会社立地熱処理会社立地 県内県内県内県内でででで生産生産生産生産（（（（５５５５社社社社））））⇒⇒⇒⇒拡大拡大拡大拡大

親企業親企業親企業親企業のののの
四国調達室四国調達室四国調達室四国調達室

売上保証売上保証売上保証売上保証

親親親親　　　　企企企企　　　　業業業業　　　　

素素素素
形形形形
材材材材
企企企企
業業業業

これまでこれまでこれまでこれまで

増設増設増設増設
後後後後

今後今後今後今後のののの展開展開展開展開

従
来

核的核的核的核的なななな企業企業企業企業A1

生生生生　　　　産産産産　　　　工工工工　　　　程程程程部部部部
品品品品
資資資資
材材材材

アルミアルミアルミアルミ鋳込鋳込鋳込鋳込

a１１１１社社社社 熱処理熱処理熱処理熱処理

b１１１１社社社社

d１１１１社社社社

C１１１１社社社社

e１１１１社社社社

成型成型成型成型

メッキメッキメッキメッキ

f１１１１社社社社

核的企業核的企業核的企業核的企業A2

自動車部品電子部品等自動車部品電子部品等自動車部品電子部品等自動車部品電子部品等
生産技術力生産技術力生産技術力生産技術力のののの高高高高いいいい業界業界業界業界

誘致担当誘致担当誘致担当誘致担当：：：：A１１１１、、、、A2グループグループグループグループ＋＋＋＋立地課立地課立地課立地課

発注等発注等発注等発注等でのでのでのでの協力協力協力協力

皆皆皆皆でででで協力協力協力協力すればすればすればすれば出来出来出来出来るるるる。。。。
ついでについでについでについでに品質保証体制品質保証体制品質保証体制品質保証体制
等生産技術等生産技術等生産技術等生産技術のののの向上向上向上向上もももも

先先先先ずはずはずはずは、、、、SCM等等等等のののの取組取組取組取組がががが進進進進んだんだんだんだ業界業界業界業界のののの交流会交流会交流会交流会からからからから

不足不足不足不足するするするする業種業種業種業種をををを誘致誘致誘致誘致しようしようしようしよう

ＴＴＴＴ社社社社：：：：コストコストコストコスト1／／／／4
ＭＭＭＭ社社社社：：：：生産時間生産時間生産時間生産時間1／／／／2
ＳＳＳＳ社社社社：：：：生産面積生産面積生産面積生産面積2／／／／3

ＳＣＭ（ＳＣＭ（ＳＣＭ（ＳＣＭ（サプライチェーンマネジメントサプライチェーンマネジメントサプライチェーンマネジメントサプライチェーンマネジメント））））推進推進推進推進イメージイメージイメージイメージ

中小企業中小企業中小企業中小企業のののの
育成育成育成育成にににに貢献貢献貢献貢献

中核企業中核企業中核企業中核企業
等育成支等育成支等育成支等育成支
援援援援会議設会議設会議設会議設
　　　　置置置置事業事業事業事業（（（（工工工工
　　　　業振興課業振興課業振興課業振興課））））
とととと連携連携連携連携

連携

副次効果

別図（商工６）
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Ｈ２１年度当初予算協議資料

コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ製作製作製作製作ののののモデルモデルモデルモデル事業事業事業事業

　

・・・・まんがまんがまんがまんが甲子園甲子園甲子園甲子園（（（（県県県県、、、、実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会））））
・・・・まんさいまんさいまんさいまんさい（（（（高知市高知市高知市高知市、、、、実行委員会等実行委員会等実行委員会等実行委員会等））））
・・・・黒潮黒潮黒潮黒潮マンガマンガマンガマンガ大賞大賞大賞大賞、、、、高新高新高新高新まんがまんがまんがまんが道場道場道場道場
　（　（　（　（高知新聞社高知新聞社高知新聞社高知新聞社））））
・・・・４４４４コマコマコマコマまんがまんがまんがまんが大賞大賞大賞大賞（（（（高知市等高知市等高知市等高知市等））））
・・・・エンジンエンジンエンジンエンジン０１０１０１０１　（　（　（　（高知市高知市高知市高知市、、、、準備委員会準備委員会準備委員会準備委員会））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…etc…etc…etc…etc

　１２１２１２１２月月月月～～～～３３３３月月月月

「高知まんが・コンテンツビジ
ネス塾」開催（５回）

まんがを代表とする地域コン
テンツを活用したビジネスモ
デルの構築のノウハウを学
ぶ

コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ活用型地域振興事業活用型地域振興事業活用型地域振興事業活用型地域振興事業

　

地域地域地域地域コンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムのののの結成結成結成結成

・地域プロデューサの決定
・参画企業の選定
・大学等との連携

　　　　　コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ産業振興産業振興産業振興産業振興のののの今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（案案案案））））

ＨＨＨＨ２１２１２１２１事業採択事業採択事業採択事業採択

ＨＨＨＨ２１２１２１２１年度年度年度年度

　　　　
事業の可能性を検討するワーキン
ググループ（まんが甲子園関係者、
クリエイター、企業、県、高知市等）
を設置（月１回開催）し、具体的な事
業化の展開を検討
【活動内容】
○首都圏等イベント視察
○先進地取組調査
○コンテンツビジネスの展開検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…ｅｔｃ

県県県県
単単単単
独独独独
のののの
事事事事
業業業業

ＨＨＨＨ２１２１２１２１事業事業事業事業
予算化予算化予算化予算化 まんが家やデザイナー等、県内ク

リエイターの実態を調査し、ＤＢシ
ステムや見本市事業に反映

・ＤＢシステム構築
・試験的見本市の開催

　　　　　　　　クリエイタークリエイタークリエイタークリエイター実態調査実態調査実態調査実態調査

ＤＢシステム構築や見本市事業開
催に向けた事業検討

事業検討事業検討事業検討事業検討のののの継続継続継続継続（（（（研究会研究会研究会研究会））））

コンテンツビジネスコンテンツビジネスコンテンツビジネスコンテンツビジネス推進組織推進組織推進組織推進組織のののの設置設置設置設置

　　　　　　　　　　　　　　　　事業予算化事業予算化事業予算化事業予算化
・ＤＢシステム構築
・試験的見本市の開催

ＤＢＤＢＤＢＤＢシステムシステムシステムシステム構築構築構築構築、、、、見本市準備見本市準備見本市準備見本市準備

コンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムコンソーシアムへのへのへのへの参加参加参加参加､､､､支援支援支援支援

ＨＨＨＨ２０２０２０２０年度年度年度年度 ＨＨＨＨ２２２２２２２２年度以降年度以降年度以降年度以降

　　　　

コンテンツ産業の展開

・地域発コンテンツの完成
・地域発コンテンツの発信、売込
・地域での新たなコンテンツ制作
・外部資金の獲得

・ＤＢシステム運営（ビジネスマッチ
ングの促進）
・見本市の開催
・クリエイターの人材育成

ＤＢＤＢＤＢＤＢシステムシステムシステムシステム運営運営運営運営、、、、見本市開催見本市開催見本市開催見本市開催

推進組織推進組織推進組織推進組織へのへのへのへの参画参画参画参画（（（（実行委員実行委員実行委員実行委員
会会会会メンバーメンバーメンバーメンバー等等等等）、）、）、）、連携連携連携連携

・文化的文化的文化的文化的イベントイベントイベントイベントとととと連携連携連携連携したしたしたしたクリエイクリエイクリエイクリエイ
ターターターター見本市開催見本市開催見本市開催見本市開催（（（（集客力集客力集客力集客力アップアップアップアップ））））
・・・・クリエイタークリエイタークリエイタークリエイター人材人材人材人材のののの育成育成育成育成

・人材（原作等）　の供給
・地域文化のPR

・見本市や文化イ
ベントへの参加

コンテンツビジネスコンテンツビジネスコンテンツビジネスコンテンツビジネス検討検討検討検討チームチームチームチーム
のののの設置設置設置設置((((7777月月月月～）～）～）～）

国国国国
のののの
事事事事
業業業業

文文文文
化化化化
事事事事
業業業業

協力企業等協力企業等協力企業等協力企業等

　　　　連携連携連携連携、、、、交流交流交流交流

２月～３月
H21年度事業
の企画、提案
（産業振興セ
ンター）

原作原作原作原作、、、、人材人材人材人材
のののの提供提供提供提供

イベントへの参加、
コンテンツ提供

　　　　

　　具体的事業具体的事業具体的事業具体的事業のののの展開展開展開展開

・地域発コンテンツの制作
・大都市圏プロデューサとの連
携
・次年度国費等導入検討

推進組織推進組織推進組織推進組織へのへのへのへの参画参画参画参画、、、、連携連携連携連携

別図（商工７）
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健康福祉産業の創出に向けた取り組み健康福祉産業健康福祉産業健康福祉産業健康福祉産業のののの創出創出創出創出にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組

健康・衛生製品

・抗菌剤（竹）

企業企業企業企業がががが中心中心中心中心のののの具体的具体的具体的具体的ななななテーマテーマテーマテーマごとのごとのごとのごとのグループグループグループグループ化化化化

○○○○意見交換意見交換意見交換意見交換やややや現地調査現地調査現地調査現地調査によるによるによるによる健康福祉現場健康福祉現場健康福祉現場健康福祉現場ののののニーズニーズニーズニーズとととと企業企業企業企業ののののマッチングマッチングマッチングマッチング

○○○○マーケットマーケットマーケットマーケット調査調査調査調査やややや専門家専門家専門家専門家ののののアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスによるによるによるによる市場情報市場情報市場情報市場情報のののの提供提供提供提供

…etc

企業企業企業企業
　福祉機器ﾒｰｶｰ
　食品ﾒｰｶｰ　等

サービスサービスサービスサービス提供機関提供機関提供機関提供機関【【【【団体等団体等団体等団体等】】】】
　医師会、老人福祉施設協議会
　理学療法士会　等

○事業計画の策定
　・スケジュール、資金計画
　・グループ企業や関係先との役割分担
○事業化の意思決定
○工業技術センターなど支援機関の選定　

○研究会からの事業化の取組に対する重点的
　な財政支援
○研究開発資金の獲得支援
○公設試の検査機器等の活用
○販路拡大の支援
○事業化までの各段階に応じた、専門アドバイ
　ザーの支援

事業化事業化事業化事業化にににに向向向向けけけけ、、、、企業企業企業企業のののの力力力力をををを引引引引きききき出出出出すすすす支援措置支援措置支援措置支援措置

健康福祉産業研究会健康福祉産業研究会健康福祉産業研究会健康福祉産業研究会

新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出
○○○○販売販売販売販売のののの拡大拡大拡大拡大
○○○○新製品新製品新製品新製品、、、、新新新新ササササ
　　　　ービスービスービスービスのののの提供提供提供提供
○○○○新規分野新規分野新規分野新規分野へのへのへのへの
　　　　進出進出進出進出

新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出
○○○○販売販売販売販売のののの拡大拡大拡大拡大
○○○○新製品新製品新製品新製品、、、、新新新新ササササ
　　　　ービスービスービスービスのののの提供提供提供提供
○○○○新規分野新規分野新規分野新規分野へのへのへのへの
　　　　進出進出進出進出

事業化の熟度が高いもの
は、直ちに販路拡大の支援
を行うなど、事業化までの各
段階に応じてスピーディに企
業を支援

・多数の競合する商品や
　製品の氾濫
・企業間の開発競争の激化

【背景】
・高齢化の進展
・健康志向の高まり
・食の安全への関心…　etc

コーディネータ

企業企業企業企業グループグループグループグループのののの活動活動活動活動

県（事務局）

市場情報
の把握

コーディネー
ターを中心に
企画段階での
徹底したテー
マの絞込み

特色ある新産業
創出に向けて

支援機関

　速やかな事業化の展開へ

別図（商工８）
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福祉保健所

協
議

市町村市町村市町村市町村　　　　　　　　市町村社協市町村社協市町村社協市町村社協　　　　住民住民住民住民
　　ＮＰＯ　　　　ＮＰＯ　　　　ＮＰＯ　　　　ＮＰＯ　　自治会自治会自治会自治会　　　　　　　　事業者事業者事業者事業者　　　　などなどなどなど

・実態把握
・企画支援
・取組支援

地域づくり
支援課

高齢者
福祉課

障害保健
福祉課

地域福祉
政策課

連携・協働

●●●●共生型共生型共生型共生型
　　・高齢者、障害者、子ども、子育て中の母親など誰でも
●●●●多機能多機能多機能多機能
　　・機能例
　　　①集う…サロン、デイサービス、放課後の児童の居場所
　　　②泊まる…緊急時の宿泊
　　　③預かる…緊急時の一時預かり
　　　④訪ねる…配食サービス、見守り、買い物代行
　　　⑤働く…生活訓練、就労支援
       ⑥送る…送迎サービス、外出支援
●●●●運営体制運営体制運営体制運営体制
　　・住民参画による地域に開かれた持続可能な運営体制
●●●●スタッフスタッフスタッフスタッフ体制体制体制体制（（（（想定想定想定想定）
　　・コーディネーター１名、生活支援員１名、ボランティア（必
　　　要人数）、離職者等３人程度
●●●●利用者数利用者数利用者数利用者数
　　・２０名程度

　

あったかふれあいあったかふれあいあったかふれあいあったかふれあい
センターセンターセンターセンターののののイメージイメージイメージイメージ

ふるさとふるさとふるさとふるさと雇用再生雇用再生雇用再生雇用再生あったかふれあいあったかふれあいあったかふれあいあったかふれあいセンターセンターセンターセンター事業費補助金事業費補助金事業費補助金事業費補助金

取組の進め方

 人・情報・補助金
の活用推進

　高齢者高齢者高齢者高齢者やややや子子子子どもどもどもども、、、、障害者障害者障害者障害者などなどなどなど誰誰誰誰もがもがもがもが集集集集
いいいい、、、、健康健康健康健康づくりやづくりやづくりやづくりや介護予防介護予防介護予防介護予防、、、、生活支援生活支援生活支援生活支援
のののの拠点拠点拠点拠点となるとなるとなるとなる場場場場をををを、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな補助金補助金補助金補助金
等等等等をををを活用活用活用活用しししし、、、、住民住民住民住民、、、、事業者事業者事業者事業者、、、、専門家専門家専門家専門家、、、、
行政行政行政行政のののの協働協働協働協働によってによってによってによって増増増増やしていくやしていくやしていくやしていく。。。。

目　　的

身近身近身近身近なななな
集集集集いのいのいのいの場場場場

集落主体の小規模な地域の集い

の場は、「「「「集落維持集落維持集落維持集落維持・・・・再生推進再生推進再生推進再生推進
事業事業事業事業」」」」等を活用

地域福祉政策課、福祉保健所が当初か
ら関わり、「あったかふれあいセンター」

の持続可能持続可能持続可能持続可能なななな運営体制運営体制運営体制運営体制づくりを支援

あったかあったかあったかあったか
ふれあいふれあいふれあいふれあいセンターセンターセンターセンター

制度事業所
型拠点

支支支支ええええ合合合合いいいい型型型型
拠点拠点拠点拠点

３年後（平成24年度以降）の姿

ふるさとふるさとふるさとふるさと雇用再生特別交付金雇用再生特別交付金雇用再生特別交付金雇用再生特別交付金をををを活用活用活用活用
したしたしたした住民主体住民主体住民主体住民主体のののの支支支支ええええ合合合合いのいのいのいの拠点拠点拠点拠点づくりづくりづくりづくり

イラスト図

身近身近身近身近なななな

拠点拠点拠点拠点

身近な拠点は、各種補助金各種補助金各種補助金各種補助金・・・・助成助成助成助成
金金金金を活用
●国補助金：地域介護・福祉空間整備等交付金等
●県補助金：住宅等改造支援事業費補助金等
●民間助成金：日本財団、福祉医療機構等

多多多多
様様様様
なななな
拠拠拠拠
点点点点
づづづづ
くくくく
りりりり

地域住民地域住民地域住民地域住民のののの参画参画参画参画によるによるによるによる運営体制運営体制運営体制運営体制

【【【【高齢者高齢者高齢者高齢者】】】】

【【【【若者若者若者若者】】】】

【【【【子子子子どもどもどもども・・・・親親親親】】】】

　【　【　【　【障害者障害者障害者障害者】】】】

地域住民地域住民地域住民地域住民のののの交流交流交流交流のののの場場場場・・・・支支支支ええええ合合合合いのいのいのいの拠点拠点拠点拠点

市町村社協市町村社協市町村社協市町村社協

民生民生民生民生・・・・児童委員児童委員児童委員児童委員 自治会自治会自治会自治会
ボランティアボランティアボランティアボランティア

休日や緊急時の
託児など

生活訓練の場
日中活動の場

閉じこもりや虚弱
な人の活動の場

心に悩みを抱える
人の活動の場

核核核核となるとなるとなるとなる拠点拠点拠点拠点

別図（商工９）
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○研究会から出た取組への支援の
方向性の検討や取組状況の評価等
を行い、事業化に向けた取組への
アドバイス等を行う。

新たな事業の創出に向けた支援体制

新産業の創出

○販売の拡大
○新製品、新サー
ビスの提供

○新規分野への
進出

■チームは県に置く（事務局：新産業推進課）
○チームリーダー【民間人材】
○サブリーダー【民間人材】
○チーム員：県（商工労働部関係課、工業技術
センター）、産業振興センター

○各取組ごとに必要な専門ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ設置

体 制 活動内容

テーマ別研究会テーマ別研究会

企 業 ユーザ機関

研究会リーダー

支援機関

企業が中心の具体的なテーマごとのグループ化

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
企業・専門家他

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
企業・・・・・

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
企業・・・・・

県（事務局）

事業化プラン
の決定

専門家

□グループでの活動
・事業計画の検討
・事業化の意思決定

など

事業化の熟度が高いもの
は、直ちに販路拡大の支援
を行うなど、事業化までの各
段階に応じてスピーディに企
業を支援

■研究会の活動
・市場情報等情報提供
のための講演会

・マーケット調査
・ニーズ、シーズ
のマッチング

・企業間の交流
など

研究会に参加

事業化への取組【開発・生産・販売】

支 援

研究会から出た
取組

○研究会からの事業化の取組に
対する重点的な財政支援

○研究開発資金の獲得支援
○公設試の検査機器等の活用
○販路拡大の支援

など

事業化に向け、企業の力を引き出す支援

【新事業創出支援チーム】 【支援機関・県】

連携
支
援
体
制

別図（商工１０）
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県産品魅力向上事業

相談マッチングのイメージ

商品の段階 商品構想 商品企画 商品開発 商品戦略 販売

対応する専門
分野

市場調査・
消費者調査

商品企画・フード
コーディネーター

専門技術・
設備機械（ア
ウトソーシン
グ）・品質管理

デザイン・
マーケ
ティング

流通

１ 期待される効果

・販売会の実施による、販路拡大のきっかけ作り

・応募商品のＰＲによる、県産品への認知向上

・入賞商品のＰＲによる、県産品への認知向上

・応募商品、入賞商品に対する消費者評価

・商談会、見本市等、別事業への誘導

２ 事業イメージ図

商品評価

３ 事業の実施周期について

費用対効果の点から、事業の実施を平成１７年度以降は２年に１度と設定している。
【理由】：隔年実施であれば、事業者の新商品開発への意欲を保つことが可能であり、
かつ、コンクール自体の存在感を保つことが可能であるため。

事業者

入賞商品

消費者

産業振興計画

商品相談会開催事業

優位商品発掘・PR事業

・入賞商品への信用力付与

・優良商品の発掘

・新商品作りへの意欲喚起

・応募商品のＰＲ効果

・審査コメントのフィードバックによる商品改良

事業者Ａ
相談内容：商品開発

事業者Ｃ
相談内容：販
路拡大

事業者Ｂ
相談内容：商品
改良事業者の段

階に応じた
マッチングの
実施

【期待される効果】

自社の生産・販売活
動に必要な専門家
の機能を自発的に
活用し、商品作りや
販路拡大に活用す
る事業者の増加

事業者

消費者

応募商品

優位商品発掘コンクール

【審査会】

・応募商品に
対する評価

【ホームページ】

・事業告知
・応募商品紹介
・入賞商品紹介

【入賞商品ＰＲ】

・ＰＲイベント
・販売会

応募
評価フィードバック
（審査評価及び消費者評価）

ＰＲ

入賞商品

【別事業に誘導】

・県産品総合サイト
・商談会事業
・見本市事業

等

別図（商工１１）
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アンテナショップ推進事業

◎ 都心へ新しいアンテナショップを設置し、物販だけでなく、生産者団体とも連携した
外食や中食、卸・小売業者等への県産品の売り込み拠点とする

1. 首都圏における新アンテナショップ設置の目的

(１) 備える機能
①販路開拓機能（卸売事業の展開） ②観光情報発信機能 ③物販機能
④飲食機能 ⑤ふるさと情報の発信機能

これらの機能により、高知県産品の認知度向上やイメージアップを図る。

BtoB取引拡大や、eコマース、一般市場での販売拡大、観光客増大につなげる。

(２) 立地条件

集客力のある立地場所を確保することが最も重要。

〈想定要件〉

①主要駅に近く、間口が比較的広いこと。

②複数階を可とするが、路面階に一定の面積を確保。

③延面積は、理想としては４５０㎡（１３５坪）程度、最低限として２００㎡（６０坪）程度。

④ そのうち、物販は原則として路面階とし、１５０㎡～１００㎡（４５坪～３０坪）程度。

⑤アンテナショップの備える機能のうち物販以外については、賃貸物件に応じて再検討。

２. 新アンテナショップの概要

首都圏における新アンテナショップの考え方（案）

※連携して地産外商を進めるための地元組織（地産外商推進協議会）とは

地産外商の取組に関する情報を共有したうえで、

①産業間で連携した取組

②アンテナショップなどの地産外商を進めるためのツールの活用策

③地産外商を担う官民協働型組織のあり方

について協議し、各産業界での企画・実践に資する組織。

生産者等 新アンテナショップ

連携して地産外
商を進めるための
地元組織 （地産
外商推進協議会）
・事務局：県

・市町村

・生産者団体

・流通専門家

・学識経験者 など

首都圏マーケット高知県内

消費者情報

豊富で魅力的な商品
消費者に評価される商品

出店品目イメージ

○生鮮食品：野菜、果物、畜産品

○加工食品：水産加工品、酒類、菓子

○工芸品：木工芸品、陶器 など

・アンテナショップで収集した消費者の評
価に基づいた商品改善のアドバイス

・地域資源の発掘、商品化 など

・民間のノウハウ活用したＭＤ（商品戦略）の導入
・良好な高知をイメージした商品選定による県産品の支持顧
客の拡大

・消費動向を熟知した民間企業等を活用した積極的な営業

・定期的なイベント開催等による継続的な県産品ＰＲ

・商品の磨き上げのための支援 など

連携の仕組みづくり

店 舗
（ショーウィンドウ機
能）

販 路 開 拓 機 能

外 食

アンテナショップ

販路開拓イメージ

中 食 卸 小 売
（百貨店、量販店）

改良

定 番 商 品

試 作 品

改 良 品

通 常 販 売

消費者評価

改良

試 食 等
（ 店 頭 催 事 ）

試 験 販 売
（ 期 間 限 定 ）

アンテナショップでの販売形態

消費者評価

・
ホ
ー

ム
ユ
ー

ス
調
査

・
専
門
家
に
よ
る
市
場
調
査

生産者団体、流通専門家、
学識経験者、市町村など 県

活用

物販による商品の磨き上げイメージ

別図（商工１２）
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専門小売店連携商品発掘事業のイメージ

県産品情報の提供
ブランド形成ノウハウの提供

〈生産者団体〉
〈県内卸売企業〉
●流通販売の支援

<専門小売店>
高級スーパー、百貨店、コンビニ等

（例：紀ノ国屋 、高島屋、ローソン）

●商談会参加による商品吟味・事業者への
アドバイス
●新しい定番商品発掘
●商品売り出し・消費者へのＰＲ協力

<高知県>
各部連携

●生産者の意欲喚起
●小売店と提携した効果的な
高知県産品売り出し戦略の策
定
●⑤広報等で、優良事例紹介

<生産者・事業者>

●商談会参加による営業力
の強化
●新しい販路開拓
●小売店と共同での商品開
発の実施

産地密着型の商品発掘
商品開発の②アドバイス

④事業報告会 （事例発表)

連
携
事
業

商
品
力

強
化

③売り出しイベント(ﾃ
ｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ)

連
携

①商談会

①へのエントリー

営
業
力

強
化

別図（商工１３）
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見本市等
出展支援
事業

各業界団体

企画
出展事業者の

募集 実施 フィードバック

生産者・事業者

農業 水産業林業 商工業 観光

地産外商推進協議会

高

知

県

事業者選定

見本市等出展支援事業の実施スキーム

＜参考＞
高知県地産外商推進協議会
設置要綱（抜粋）

（目的）
第２条 本協議会の設置目的
は、次のとおりとする。
（１） 地産外商の取り組みに
関する情報を共有したうえで、
各産業分野間の連携、また官
民協働による具体的な地産外
商の実践方法について協議
するとともに、その内容を関連
業界及び行政の間で共有し
て、それぞれにおける企画・
実践に資する。

協
議

助
言

協
力
依
頼

連携
出展

公募

応募

出展の働
きかけ

商品ブラッシュ
アップ
販路拡大
生産拡大
所得の向上

別図（商工１４）

285 



大阪事務所
コーディネート

イベント来場者

生産者

メーカー

メーカー

「‘０９食博覧会・大阪」出展支援事業フロー

物販

物販

物販

販促物配
付、紹介

観光情報発信

連携

観光コンベン
ション協会

よさこいイベ
ントの実施

生産者等 通販商品等

大阪での通年の販路開拓活動と戦略的に連携させ
て、一過性のものとならないようフォローする

（例） ・「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」参加
・企業コーディネーターの活動 ｅｔｃ

別図（商工１５）
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★貿易振興のための県内企業の
掘り起こし

★勉強会のコーディネート
★商社とのマッチング
★海外視察の企画

★県内企業のニーズ把握
★国内商談会・海外商談会への参加
★海外企業とのマッチング
★他商社とのマッチング
★分野別・国別の海外マーケット調査

◎県内企業の海外展開の統括
★現地エージェントによる調査
★商社との連携による新規市場開拓
★海外商談会の企画
◎分野別・国別の海外マーケット調査

企業

地産外商戦略（海外展開）の推進に向けた新たな枠組み

第１ステップ

掘り起こし段階（貿易情報提供・相談受付）

第２ステップ

国内でのﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ段階
第３ステップ

海外でのﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ段階

企業

企業

企業
分野別勉強会分野別勉強会

食品 農林
水産物

工業
製品

国別勉強会国別勉強会

ベトナム インド 中国 その他

企業

企業

企業

企業

企業

企業

Ａ
パ
タ
ー
ン

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

国内商談会国内商談会

海外
展開

◆各企業のステージに応じた、きめ細やかな海外展開（ビジネスマッチング）へのサポート
◆抜本的な体制強化による「強力なセールス活動」の推進（商社機能の活用、コーディネーターの配置）

ｱﾝﾃﾅｱﾝﾃﾅ
ｼｮｯﾌﾟｼｮｯﾌﾟ

上
海
へ
の
常
設
売
場
の
開
設

（四
国
四
県
連
携
事
業
）

海
外
へ
の
販
路
の
拡
大

海
外
へ
の
販
路
の
拡
大

～
外
貨
の
獲
得
～

～
外
貨
の
獲
得
～

海外商談会海外商談会

国内
海外

別図（商工１６）

独自
ルート

海外商談会
参加

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ活用
海外商談会参加

商談会参加（国内・海外）
ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ活用

一貫した県の相談・支援体制の構築 （県内での勉強会段階から国内外でのビジネスマッチングまでをサポート）

コーディネーターコーディネーター 委託先商社（輸出・輸入）委託先商社（輸出・輸入） 海外事務所海外事務所

他商社との
マッチング

企業・商社との
マッチング

★新規 ◎拡充

その他
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県内企業の輸出拡大に向けた具体的な取組

◆県内企業の輸出拡大を短期的かつ効果的に実現するため、新たに以下の取組を実施
［国内向け］ 貿易関連の活動経験を持つコーディネーター（商社ＯＢ等）を設置し、県内企業の掘り起こしと勉強会のコーディネートを行う
［海外向け］ 商社と貿易支援の委託協定を締結し、商社の持つ優れたネットワーク力を活用した強力なセールス活動を行い販路を開拓する

◆海外事務所を活用した取引では、輸入に対して輸出が極端に少ない現状であり、輸出額を増やすことが最大の課題
◆また、国内における支援活動も十分ではなく、海外ネットワークと国内ネットワークの連携体制を構築することが急務

対 応 策

現状・課題

食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ

農産品ｸﾞﾙｰﾌﾟ

林業製品ｸﾞﾙｰﾌﾟ

工業製品ﾙｰﾌﾟ

企業
企業

企業

水産品ｸﾞﾙｰﾌﾟ

分野別
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

分野別勉強会の開催

企業企業企業 企業企業 企業企業

県内企業の掘り起こし

ベトナム

インド

中国

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

企業
企業

企業

その他

国別
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

国別勉強会の開催

初期
段階

第１
ｽﾃｯﾌﾟ

海外ルートを持つ国内商社との
輸出促進商談会 （県内開催）

国内商談会の開催
第２
ｽﾃｯﾌﾟ

海外への展開へ

掘り起こし

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

商社とのマッチング

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

ニーズ把握・マッチング

ニーズ把握

委

託

先

商

社

第３
ｽﾃｯﾌﾟ

海
外
商
談
会
の
開
催

ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
の
開
設

海
外
事
務
所

県

ジェトロ貿易協会

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟの構築

企業

セミナーの開催、
輸出促進勉強会 ほか

海外企業・
他商社との
マッチング

国内編

顧
問
国
際
弁
護
士

・弁
理
士

別図（商工１７）
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県内企業の輸出拡大に向けた具体的な取組

海外編

分野別
勉強会

企業

現地エージェントによる調査

分野別・国別の海外マーケット調査
（食品系の情報収集・市場開拓）

海外市場調査

ジェトロ等からの情報提供

国 別
勉強会

企業

アンテナショップの開設
（テストマーケティング）

食 品

農産品 林業製品

工業製品

水産加工品

商社機能を活用した
海外流通ルートの確立

海外商談会の開催

現地エージェントによる
個別項目調査

海外への展開
の検討・実践

成約取引に向けた
ビジネス展開

海

外

事

務

所

（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
上
海
）

委

託

先

商

社

顧
問
国
際
弁
護
士
・
弁
理
士

マッチング

現地視察（研究会単位・個別企業）

県内企業の
海外展開の

統括

具体的な展開例

食品分野での展開例（上海事務所）

食品分野での展開例（シンガポール事務所）

・21年8月～2月開催
・国慶節や春節商戦等にギャラリー
やデパート等でイベントを開催

久光百貨店
四国アンテナショップ

（ﾔﾏﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｷﾞｬﾗﾘｰ）

ヤオハン

天 家

伊勢丹

21年2月：プレ四国フェア
・売れ筋商品の把握
・現地ｻﾌﾟﾗｲﾔｰとの商談

21年8月：四国フェア
・知事トップセールスの実施
・伊勢丹との包括協力協定
・現地ｻﾌﾟﾗｲﾔｰとの商談

シンガポール伊勢丹
ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ
市場

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
ＮＴＵＣ

･21年6月～12月開催

イオン・
ﾏﾚｰｼｱ

四国産品常設売場
（ＣｉｔｙＳｈｏｐ 2店舗）

別図（商工１８）
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成 約

海外展開の推進に向けた支援策の位置づけ

ビジネス展開

掘 り 起 こ し

国

内

海

外コ ーデ ィネ ーター
の 配置

輸出促進商談会
の開催（県内） 商 社 への 委 託

（連 携 ・協 力 ）

海外アンテナショップ等の
開設（四国４県連携事業）

海外商談会の開催

現地視察の実施

顧問国際弁護士・
弁理士の設置

海外市場調査

海外展示会への
出展支援

【コーディネーター：４名】
①分野別担当 （２名…食品系・１次産業系）

・それぞれの分野で活動経験を持つ商社ＯＢ等を想定し、県内掘り起こしを担う
・内外での商談会・委託関係を結ぶ商社との窓口となり、県の方針に従って、現場での指示・連携の業務を担う

②地域（国）別担当（２名）
・英語・中国語の語学力を有し、活動経験のある商社ＯＢ等を想定
・シンガポール・上海の海外事務所から受ける要望や指示の窓口として、両事務所のテーマや個別課題を県内において展開・解決する
・分野別コーディネーターと連携するとともに、食品系・一次産業系以外をテーマとした活動を展開する

【事務局員：１名】
４名のコーディネーターの活動を円滑に行うため経理等を行うとともに、プロジェクトチームの一員として方針・活動計画の立案・実行に参画

セミナーの開催

支援体制イメージ ～（社）高知県貿易協会への委託～

分野別勉強会の開催・
地域（国）別勉強会の開催

現地ｴｰｼﾞｪﾝﾄによる
個別項目調査

別図（商工１９）
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① e-コマースポータルサイトの立ち上げ

消費者

楽天 Yahoo!Japan 県産業振興推進部

（まち楽 高知）
（Yahoo!ショッピング、
Yahoo!商品検索等で
連携できるよう調整中）

（高知県ポータルサイト）

商業者

② e-コマースに進出

講師は楽天・Yahoo等からの派遣を軸に検討中

e-コマースに参入及びe-コマースポータルサイトに参加するために必要な知識を得てもらうため
のセミナーを実施

○楽天、Yahooショッピング、県企画部と協力し、高知県内商業者が販売する県産品を告知する
サイトの立ち上げやプロモーションの実施

「e-コマースセミナー開催事業」

○e-コマースやITに関する知識を商業者に得てもらい出店を促進するためe-コマースセミナーを
開催

e-コマースポータルサイト

ｅ-コマースセミナー

別図（商工２０）
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地域資源活用共有会議

１．事業内容
地域の資源や地場産品の情報共有、商品化のための協議会を地域の商工業者や生産者等を中心とする

組織により開催し、その事業実施主体となる生産者や加工業者を見出していく。
この会議の開催に要する経費を商工会等（事務局設置）に補助する。

・情報提供

・アドバイス
・セミナー、勉強会の講師

生産者、加工業者
等の地域の実施
主体

生産担当部署、デザ
イナー等の外部専門
家、工業技術センター
等の技術者等

生産担当部署、工業
振興課、外部又は工
業技術ｾﾝﾀｰ等の技
術者、加工企業等

販売担当部署、産業
振興センター、パッ
ケージデザイン等の
専門家等

新商品を
作りたい

販路を
広げたい

加工品を
作りたい

実
行
支
援

実
行
支
援

実行支援
チーム

(プラン別)

地域支援企
画員・
出先機関

地域産業振興監

実
行
支
援

現地でのコーディネート役

地域アクションプランの実行支援

県
オブザーバーとして参加

地域支援
企画員等 市町村 商工業者 生産者 道の駅等

の関係者

☆フレキシブルな民間組織
☆インキュベーター機能
協議内容

○情報収集、交換
（地域資源･生産者･加工業者･販売業者等の情報）

○商品化を目指す地域資源の特定
○商品化を目指す生産者、加工業者等の発掘
○既存商品の発掘･改良
○戦略の検討
○マッチング

商工会・商工会議所

事務局

地域資源活用共有会議

テーマごとに参加
外部アド
バイザー

別図（商工２１）

産業振興推進地域本部
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商店街にぎわい再生推進事業
〈空き店舗の有効活用〉

①・② 民間事業者等
③ 商工団体等

商店街への出店補助

商
工
団
体
等

民
間
事
業
者
等
へ
の
経
営
指
導

市
町
村

家
賃
等
の
一
部
を
補
助

県

①新規創業
補助対象経費：改装費
補助率：２/３以内
（上限：1,500千円）

②事業拡大
補助対象経費：改装費
補助率：１/２以内
（上限：1,000千円）

③観光情報発信基地・コミュ
ニティ施設等
補助対象経費：改装費
補助率２/３以内
（上限：1,500千円）

※①②とも産直ショップ、ア
ンテナショップの設置も対象
とする

別図（商工２２）
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こうち商業振興支援事業

商業者と住民団体等との協働による新たな視点か
らの商業振興への取組を支援

県

・補助率 ２/３ 以内
・上限 1,000千円

商店街組合
商工会

商工会議所
パートナー

自治会、町内会、
学校、ＰＴＡ、
老人クラブ、Ｎ
ＰＯ 等

住民団体

消費者を商店街に
呼び戻し商店街の
衰退に歯止めをか
ける取組

オブザーバー
市町村

実行委員会

商店街イベント

別図（商工２３）

294



専門高校１０校を対象にして連携事業を実施（H21.2.16現在）
①生徒の企業実習（デュアルシステム）事業 （実施校5校 実施生徒50名 連携企業23社）
②企業技術者等による技術指導事業 （実施校6校 実施生徒279名 連携企業13社）
③産業教育担当教員の企業研修事業 （実施校3校 実施教員7名 連携企業5社）
④企業と学校との共同研究事業 （実施校6校 実施生徒70名 連携企業8社）

【現状】 将来の地域産業を支える担い手の育成と、若年労働力の確保を目的に、専門高校と産業界、行政による連携
体制を構築し、人材の育成に取り組むため、Ｈ２０年度に創設

地域産業担い手人材育成事業（拡充）

産 業 界 専 門 高 校

・高知県経営者協会
・(社)高知県工業会
・県内企業

・工業高校
・農業高校
・水産高校
・商業高校

行 政 ・国（高知労働局）
・県（教育委員会・商工労働部）

※事務局（商工労働部）
担い手育成人材コーディネーターの配置

連 携

支援

【提案】 ・実施校の拡大 （10校 → 23校）
・（新）受入れ企業との意見交換会の開催
・（新）事例集の作成

【課題】 ・産業界、学校、行政の連携強化による仕組みの構築
・横への広がり

別図（商工２４）
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就職支援相談センター事業費
若年者のための就職支援のワンストップサービスセンター「ジョブカフェこうち」のサテライトを幡多地域に新設し、機能強化を

図るとともに、しごと体験講習等の充実により、若年者の就職を促進する。

■ジョブカフェこうち本部■
○実施方法

民間団体に委託して実施する
○委託内容

①センター管理・運営
キャリアコンサルタントによる就職相談など

【拡充】 ・キャリアコンサルタント１名増員
・企業サポーターの活用
・ホームページの充実

②学校出張相談
高等学校や若者サポートステーション等への
出張相談など

③セミナー事業
就活応援セミナー、合同面接会など

④しごと体験雇用支援事業
【拡充】若年者しごと体験１０日間コースの拡大

１００人枠→２００人枠

※利用率が低い５日間コースは廃止

年齢制限の拡大
「３４歳以下」→「３９歳以下」

【新規】■幡多サテライト■
○実施方法

民間団体に本部と一括して委託し実施する

○委託内容
・サテライトの管理・運営
・キャリアコンサルタントによる就職相談など
・しごと体験講習や各種訓練の受付
・研修や職業訓練その他就業に関する情報提供
・幡多地域の学校との連携

○組織体制
キャリアコンサルタント１名
アテンダント１名

○開設日及び時間（予定）
週３日（火・木・土）
午前１１時～午後７時

○場所
四万十市内

別図（商工２５）

296



現 状

県内の職業紹介事業所については、官・民、無料・有料を含め、７０ ※ 県庁ホームページ内の〝一つのポータルサイト〟の中に
ヶ所程度あるが、情報の一元的集約化が図られていない。 官民の就職支援の情報を一括掲載 （ ワンクリックで検索 ）

ネット情報で検索

課 題 （しごと情報ネット等）

個人情報登録後、検索

県内就職を希望する求職者は多様な求人情報を効果的に収集する （就職ナビ等）

ことができない。 職業紹介所へ出向く

（ハローワーク等）

県の関係機関

対 応 （ジョブカフェこうち等）

国の関係機関

インターネットを活用して、求人情報の一元的集約化を図る。 （ハローワーク等）

その他の機関

（シルバーセンター等）

効 果 公共職業訓練校

（高知高等技術学校等）

一つのサイトで県内の求人情報を把握できるようになる。

求職者側は、従来よりも数多くの選択肢の中から仕事を選べるように その他

なる。

雇用のミスマッチの解消につながる。 ジョブカフェこうち

就職に関するイベント情報等を入手することで就職の機会が増える。

就職の相談
をしたい方
へ

ポータルサイトのイメージ図

民間の専門学校

新着情報（就職に関するイベント情報等）

就職に役立
つ資格等を
取りたい方
へ

県の関係機
関リンク

若者サポートステーショ
ン等

ポータルサイト「高知しごとネット」

高知しごと
ネット

仕事を探し
たい方へ

別図（商工２６）
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○建設業の新分野進出 概念図

助成金・融資
研修・人材育成
（各種の事業を活用）

進出事例見学会
経営多角化セミナー

所得の向上と働く場の確保

新分野進出の手引き
経営相談

新分野進出の実現
（農業、林業、サービス業、福祉・介護等）

◆建設業新分野進出体制構築事業費

建設業支援協議会（仮称）
県内１０地区

＜構成：市町村、商工団体、農林水産団体、建設業団
体、農林水産土木等の県出先機関＞

<既存施策>
新分野支援説明会・個別相談会

(主に支援制度の説明)
県商工労働部ほか関係各課等

（Ｈ16～）

事業実行段階

事業構想段階

意識形成段階

段階別支援施策

手続

ノウハウ

資格

情報

初期投資

進出しようとする
分野での様々な課題

経営力

地域毎での
具体の相談

地域の実態に応じた
アドバイス ・ 支援

活用

建設業者

－ 新分野進出 －

・多様な技能・技術・能力が活かされていない

・進出分野の選択、マーケティング等のノウ
ハウや情報が不足

・中小零細企業では資金面での余力がない

新分野進出への躊躇

など

■新分野進出に関するニーズ
○建設業の新分野進出に関するアンケート
結果（１６２８社対象 ５４０社回答・平成２０年
１０－１１月実施）
・新分野への進出希望 ９％（ ４８社）
・決めかねている ２７％（１４５社）

→３６％（１９３社）が新分野進出を希
望か、検討中

課題

◆建設業新分野進出情報提供事業費

◆建設業新分野進出情報提供事業費

農業

林業

水産業

福祉介護

・不足情報
の提供
・課題情報

建設業団体
建設事業者検討

・市町村
・農林水産土木等の県出先機関
・地域支援企画員

各業界団体 新分野進出
への検討

別図（商工２７）
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分野 見込まれるニーズ 具体的な展開 克服すべき課題 今後の対応策 備 考

○安全な原材料を使用した食品
○ 地場の１次産品を使った加工食品

の開発・製造（1.5次産業の推進）

○原材料の安定確保
（時期・量・コスト・集荷体制の整備）

○生産者と商工業者とのマッチング

○商品企画等の専門人材の確保

○生産者や関係団体と連携した原材料の確保対策
・地域資源活用共有会議（仮称）の創設【再掲】

○原料ストック用の冷凍設備や、ペースト・乾燥・粉末化のための
原料の前処理設備の整備や企業立地

○地場産品フェアの開催（商談会・マッチングによる地域資源の
活用促進）

○情報収集、専門家助言を活用
・有力販売先等と連携した商品ブラッシュアップ
・販売戦略を立てた商品づくり

○企業立地の促進

・首都圏での高知県の青果の価格は他県の
2.4倍

・全国生鮮品の6割は業務加工用
（非消用）

・食品小売り業界の仕入れニーズ
1位：安全性のこだわり 82％
2位：原材料のこだわり 37％
3位：おもしろさ・話題性＆有名ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 29％

［H17中小企業総合研究機構ｱﾝｹｰﾄ]

・果汁飲料マーケットが40％成長
［富士経済H20予測］

○天然素材にこだわった商品
○竹やアロエ、木材、漆喰等の天然

素材を活用した商品開発

○適正素材の不足
（量・時期・品位）

○天然素材のコスト高

○１次産業者と製造技術者のマッチングの場の創設
・地域資源活用共有会議（仮称）の創設 【再掲】

○生産コストの低減
・生産性の向上、生産技術の高度化、生産管理システムの
効率化などの取組強化

○技術力の向上
・加工技術、生産工程の高度化

○企業立地の促進

・天然素材の販売量の増加
天然由来素材応用製品市場
2004年 1兆7844億円
2010年 2兆 62億円
［富士経済H20予測］

・エコ商品を約9割の主婦が選んで購入
[日経ＢＰ社が主婦を対象に行ったｱﾝｹｰﾄ結果]

○健康志向へ対応する食品
○ 産学官による地域資源を活用した

機能性食品の研究開発

○成分効果の実証

○新たな研究体制の構築

○「新しい産業こうち推進本部」の活用 【再掲】

○高知大（医学部・農学部）や工科大、公設試との連携強化
・健康食品の市場は拡大しつづけ、 約1兆1千億
円強の規模 ［富士経済調べ］

○災害に強い建設工法 新しい免震工法の開発

○システムの構築
○有効性の証明

○県内公共建築物への展開の検討

○「新しい産業こうち推進本部」の活用 【再掲】
・南海地震が２００７年から３０年以内に発生する確
率５０％

○個人の健康維持努力（自己管理）の
支援

○ 健康測定機器の研究開発

○ 健康増進器具の研究開発

○新たな研究体制の構築

○有効性の証明

○高知大（医学部）や工科大、公設試との連携強化

○「新しい産業こうち推進本部」の活用 【再掲】

・血圧計、体温計、体重計等の健康管理機器の国内
市場は2006年度633億円
・フィットネス機器やマッサージチェアなどの健康回
復機の国内市場は2006年度1,388億円
・健康食品（医薬品形状のもの）の国内市場は2005
年度7,039億円、2006年度6,892億円

○ペットビジネス産業
地域食材を使ったペットフードの開発

○生産体制、施設の整備

○市場での認知度向上

○「新しい産業こうち推進本部」の活用 【再掲】

○食品団地企業の取組の支援 ペット関連総市場は拡大基調。2007 年度は前年度
比2.5％増の1 兆955 億円

○環境に負荷をかけない製品や技術
○環境対応型機械・部材の研究開発
（圧入機、真空吸引車、地盤改良機等）

○生産効率の向上

○海外進出の促進

○中核企業としての位置づけと支援策の検討
・生産規模の拡大による生産効率の向上
・環境関連の新技術の導入による事業化

○環境関連の幅広い分野で国のプロジェクト導入の検討

○３Ｄ乾式転写技術の導入による新たな産業立地

○白金を活用した排ガスの触媒技術の事業化

○県外や国外を睨んだ販路拡大の仕組みづくり

・低騒音、環境配慮（性分解性油脂の利用、クリ
ーンな排ガス）の圧入機の売上増

○太陽光発電
○太陽光発電用部品(ｼﾘｺﾝｳｪﾊｰ)製造

○立地環境の整備 ○環境関連の幅広い分野で国のプロジェクト導入の検討【再掲】

○企業立地の促進

○太陽光発電と蓄電とのコラボ

・世界の太陽電池生産量2007年に前年比50.9%
の増加

○木質バイオマス
○木質バイオマス原料製造（1.5次）
○木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用機器の開発,製造

○適正素材の不足

○原材料輸送費の低減化

○１次産業者と製造技術者のマッチングの場の創設
・地域資源活用共有会議（仮称）の創設

○「新しい産業こうち推進本部」の活用

○原材料コスト削減のための合理的輸送システムの確立

○生産コスト削減のための規模拡大の推進

・拡大する全国の木質燃料の需要
（H18生産量約2万5千ﾄﾝ、対前年比16%増）

○省エネや水銀レスの次世代製品

○ FELを活用した次世代ランプの開発
（自動車用・野菜工場等の１次産業用）

○量産化に向けた生産体制の確立 ○「新しい産業こうち推進本部」の活用 【再掲】

○企業立地の促進

・光源･照明国内市場
2005年 7046億円
2010年 1兆186億円

・高知県発による研究開発の知財所有
・県外企業と県内企業による新会社の設立

○燃料電池
自動車向け燃料電池、部材の研究開発

○研究開発体制の整備

○燃料電池のインフラ整備

○「新しい産業こうち推進本部」の活用 【再掲】

○企業立地の促進
・経済産業省は燃料電池車を国内で2010年に5万
台、2020年には500万台に増やす目標を設定

○高品質な製造技術・省エネルギー技
術などを活かした１次産業

○ 生産者と工業関係者の連携による
省力化機械・装置の開発

○研究開発体制の構築

○コストの低減化

○１次産業者と工業会等の連携会議に よる具体的な研究開発の
促進及び基金による事業化の支援

○生産性の向上、生産技術の高度化、生産管理システムの効率
化などの取組強化

・2005年県内販売農家
60歳以上の構成比43.8% （2000年40.1%）
75歳以上の構成比17.7% （2000年13.0%）

○ 野菜工場による高付加価値野菜の生産

○生産コスト削減（次世代ランプの開発等）

○市場での認知度向上

○「新しい産業こうち推進本部」の活用 【再掲】

○1次産業者との開発体制の整備

食品小売り業界の仕入れニーズ
1位：安全性のこだわり 82％
2位：原材料のこだわり 37％
3位：おもしろさ・話題性＆有名ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 29％

［H17中小企業総合研究機構ｱﾝｹｰﾄ]

○高齢者向けの日用品
○歯科材料（歯科用地金）の研究開発
○大人の紙おむつの研究開発

○新素材や用途拡大の生産技術開発

○立地環境の整備

○国のプロジェクト導入の検討【再掲】

○歯科部材の生産拡大

○病院、介護施設等との連携強化

・歯科材料ﾒｰｶｰの出荷額の拡大

○高齢者の健康志向
○ 高齢者向け健康福祉･介護機器の開発

○医療機関等と連携した効果の実証

○コスト競争力の強化

○「新しい産業こうち推進本部」の活用 【再掲】
・産学連携による効果実証の取組、研究体制のマッチング

○量産化につなげる市場開拓、コストの低減

・高齢化率の将来推計【再掲】
H17： 25.9％
H22： 28.4％
H27： 32.3％
[国立社会保障・人口問題研究所の人口推計]

○携帯電話や薄型TVの新しい部材

○ 次世代ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ用の液晶・有機EL等の
部材(ZｎO－TFTや透明導電膜)の研究

○研究成果の事業化 ○「新しい産業こうち推進本部」の活用 【再掲】
・ディスプレイデバイス世界市場

2006年 10兆4609億円
2012年 13兆2493億円

・高知県発による研究開発の知財所有

○電子・デバイス部品の生産拡大

○設備の更新 ○立地企業の新たな事業展開への支援
・2007年 世界半導体市場は2556億ドルで6年連
続拡大 (米国半導体工業界発表値)

・液晶ディスプレイ世界市場の予測
2006年 8兆4874億円
2012年 11兆 867億円

○高機能の特殊紙の研究開発
（二次電池のセパレート）

○次世代電池等の部品生産

○まんが・アニメなどのコンテンツ

○ 高知の強みである「まんが」を生か
したコンテンツ産業の創出

○ブロードバンド環境の整備
○デザイン技術力の向上

○文化環境部（まんがを核とした産業振興及び地域・観光振興）
の取組と連携・情報交換しながら、WGに参加し、県内でのコン
テンツ産業振興の取組を検討

・世界のテレビアニメ市場の約６割が日本製

○情報サービス産業

○情報加工型産業

○ソフトウェア業の展開
（組み込みソフト技術、共同利用型ソフトの開発）

○大量退職する団塊の世代の能力の活用

○多種多様な受注を可能にするための
企業間連携

○情報処理技術者の育成と確保

○ソフトウェア業と他業種の連携強化

○情報処理推進機構等と連携し、ＩＴ人材の育成支援を行う

○工科大学との連携による新産業の推進

○県の著作権を活用した行政アプリケーションの他県展開（２県）

・組み込みソフトの市場規模
約3兆2700億円
（対前年比約20％増）
［2007年経済産業省調査］

・経済産業省ではSaaSの利用促進に向けた利用環
境整備施策を平成19年度から実施中

成長が期待される分野と具体的な対応策

先
端
技
術

情

報

・電気自動車等での燃料電池の需要増加

安
心
・
安
全

（
1
次
産
業
と
の
連
携

）

環

境

高
齢
化

（
人
口
減
少

）

○次世代電池の需要の拡大

○研究成果の事業化 ○「新しい産業こうち推進本部」の活用【再掲】

○企業立地の促進

安心･安全な社会への関心の高まり

新

新

新

新

【参考資料】

地球規模の問題（温暖化防止や食糧
問題への関心

エンターテイメント市場の拡大

新

新

地球規模の問題（温暖化防止や食糧
問題への関心

石油に代替するクリーンエネルギー

省エネルギーの実現

高機能家電製品への需要拡大

高齢者向けの商品・ｻｰﾋﾞｽの需要拡
大 新

生活の豊かさが実感できる社会の
実現

新

石油に代替するクリーンエネルギー
新

1次産業の技術革新
新

新

IT関連分野の進展や高度化

新

高齢者向けの商品の需要拡大

新
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「１．５次産業の推進」に関連する具体的な取り組み （商工労働部）

対 応 策 現 状 ・ 課 題 対 応 策

①
地産地消－１

（地域から地域内）

商工業者や生産者などを中心に
地域資源や地場産品の発掘、商品化

・地域外ニーズの把握が不十分
・配送可能エリアに限界がある

・商工会等による地域資源活用共有会議の設置
商品の販売促進

②
地産地消－２

（地域から高知都市圏）

・生産性の向上やコスト圧縮ための技術支援
→工業技術センターの技術指導

・生産者や関係団体と連携した原材料の確保対策
・加工業者の体質強化へ向けた対策（企業連携の促進）

・地域資源活用共有会議の設置

・個人の出荷体制に限界がある
・高知都市圏の消費者の情報不足
・産直販売や量販店インショップ間の競争激化

市内産直販売 店舗数 29軒 売上 16億7,200万円
・立地条件の良い場所の確保が困難 ・高知市内量販店での販売会の開催

・アンテナショップでの試験販売での商品力検討の支援
・アンテナショップでの出荷ノウハウ獲得の支援

・商工会等による地域資源活用共有会議の設置

③

地産外消－１

（地域から四国） ・ＪＡＳ、ＨＡＣＣＰによる認証の促進
・こうち産業振興基金の活用

・食品の生産施設（前処理設備等）の整備対策
・生産性の向上やコスト圧縮ための技術支援
・生産者や関係団体と連携した原材料の確保対策
・加工業者の体質強化へ向けた対策（企業連携の促進）

・県産品を扱える卸業者の確保
・高速道路のストロー効果で卸業者の弱体化
・営業のための経営資源が弱い
・ＰＯＳ端末の負担ができない
・ｅコマースの知識不足
・四国の消費者のニーズに関する情報不足

・消費地での競合品情報の収集提供
→流通相談会の開催

・経営革新、こうち農商工連携基金、こうち産業振興基金の活用
・ｅコマースの推進
・商業者と経営指導員のＩＴ技術の向上支援

（ＩＴセミナーの開催・ＩＴアドバイザー派遣など）

④

地産外消－２

（地域から関西・中京圏）

・大阪・名古屋事務所での消費者情報の収集提供

・生産技術の指導及び衛生検査
・菌検査等の公的証明必要性の啓発
・ＪＡＳ、ＨＡＣＣＰによる認証の促進
・食品の生産施設（前処理設備等）の整備対策
・生産性の向上やコスト圧縮ための技術支援
・生産者や関係団体と連携した原材料の確保対策
・加工業者の体質強化へ向けた対策（企業連携の促進）

・多様な流通形態が存在する
（大手流通業者・専門小売店、地域に縁故ある取引）

・関西・中京圏の消費者ニーズに関する情報不足

・営業のための経営資源が弱い
・ｅコマースの知識不足

・消費者ニーズ、流通業者ニーズに即した商品斡旋、情報提供
→各地域の物産業者の機能強化

（eコマースや商品提案、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ業など）

・消費地での競合品情報の収集提供
・ｅコマースの推進
・商業者と経営指導員のＩＴ技術の向上支援

⑤

地産外消－３

（地域から首都圏）

・絶対的な優位性を発揮する品位（素材や技術の優
位性）不足（類似の商品が全国から集められてい

る）
・物流コストに耐えられる商品開発が弱い
・情報の質や量が限定的（首都圏２店舗）
・首都圏の消費者ニーズに関する情報不足

・製品・品質にバラツキがある
・原材料が安定的に確保できない

・販売戦略を立てた商品づくり
→情報収集、専門家助言を活用

・物流コストを吸収できる付加価値の高い商品づくり

・各アンテナショップ等による売れ筋情報の提供
・地域資源発掘アドバイザーの設置（県外事務所）
・生産技術の指導及び衛生検査
・菌検査等の公的証明必要性の啓発
・ＪＡＳ、ＨＡＣＣＰによる認証の促進
・生産者や関係団体と連携した原材料の確保対策
・食品の生産施設（前処理設備等）の整備対策
・加工業者の体質強化へ向けた対策（企業連携の促進）

・大手流通業者との取引は僅少
・協力小売業者との商品ブラッシュアップ
・情報発信力が弱い
・首都圏の消費者ニーズに関する情報不足
・物流コストに耐えられる商品開発が弱い

・営業のための経営資源が弱い
・ｅコマースの知識不足

・量販店等の多様な流通ルートの確保
・物流コストを吸収できる付加価値の高い商品づくり

・消費地での競合品情報の収集提供
・地場産品フェアの開催（商談会・地域資源の活用）
・地域資源発掘アドバイザーの設置（県外事務所）
・地域資源発掘アドバイザーと情報共有会議の連携支援
・消費者ニーズ、流通業者ニーズに即した商品斡旋、情報提供
・ｅコマースの推進
・商業者と経営指導員のＩＴ技術の向上支援

⑥
地産外消－４

（地域から輸出）

・相手国の事情に合わせた商品づくり

・海外市場情報、人的ネットワークの不足
・海外の消費者ニーズに関する情報不足

・営業のための経営資源が弱い
・ｅコマースの知識不足

・商社等とのネットワークづくりの推進
・ジェトロ等との貿易セミナー開催
・ミッション派遣
・海外案件及びマーケット調査等の実施
・海外商談会の実施
・上海アンテナショップ及びCityShop常設売場の開設
・ｅコマースの推進

・生産直売による値頃感
・需要が不安定なため少量生産
・製品・品質にバラツキがある
・地域外からの来店客ニーズの把握が不十分

流 通 ・ 販 売

・海外マーケットの知識不足（ターゲットを定められない）
・販売チャネルがない
・貿易商習慣の違い
・海外の消費者ニーズに関する情報不足

・流通コストを吸収できる生産体制
・商品の競争力が弱い（パッケージ・価格・品質）
・原材料の周年安定的な確保
・消費者の情報不足
・高知都市圏の消費者のニーズに関する情報不足

・製品・品質にバラツキがある

・物流方法や所要時間を考慮した衛生安全性の確保
・適正表示や空間率などの規制の遵守
・安定生産のための周年確保
・地域特性が売りにならない
・類似商品の中での競争力の強化
・マーケティングの不足（差別化・ターゲット・価格・
パッケージ）

・四国の消費者のニーズに関する情報不足

・製品・品質にバラツキがある
・原材料が安定的に確保できない

・翌日販売になるため、在庫管理と見込生産が必要
・各地域（神戸・大阪・名古屋など）に応じたエリアマー
ケティングを活かしたものづくり

・都市部で評価されるパッケージ形態やデナイン開発
能力の不足

・価格競争の激化
・関西・中京圏の消費者ニーズに関する情報不足

・マーケティングの不足（差別化・ターゲット・価格・パッ
ケージ）

・製品・品質にバラツキがある
・原材料が安定的に確保できない

生 産 ・ 加 工

現 状 ・ 課 題
分 類

消費トレンドの
先導役を担う
巨大マーケット

広域的な都市が
形成する価格訴
求型（価格重視
型）マーケット

当日配送可能な
地方マーケット

①
の
段
階
か
ら
進
む
に
つ
れ
て
ハ
ー
ド
ル
は
段
段
と
高
く
な
る

（
生
産
性
の
向
上
・
高
付
加
価
値
化
な
ど
の
選
択

）

地域資源活用共有会議の設置
・販売力の強化
・販売希望商品の相談窓口の一元化
・道の駅等との商談会の開催

産直ショップの高知市出店
中心商店街への直販所の設置
（空き店舗対策、各部局の各種イベントとの連携）

ｅコマースによるビジネスの拡大

商談会・地域資源の活用

スーパートレードショーへ（ﾊﾞｲﾔｰ関係）への県としての出展
食の博覧会（一般消費者）への県としての出展
新たなアンテナショップの検討

ジェトロや商社等の貿易の専門家の活用
シンガポール、上海の海外事務所の活用

地域資源活用共有会議の設置

食品の生産施設（前処理設備等）の整備
企業誘致、一次産業側との連携

生産技術の指導及び衛生検査
→工業技術センターでの技術指導

菌検査等の公的証明必要性の啓発

流通商品開発支援の体制整備
各アンテナショップ等による売れ筋情報の提供
（直接面談・ポイント伝授など）

地域資源発掘アドバイザーの設置（県外事務所）

専門家を活用した商品ブラッシュアップ

ジェトロや商社等の貿易の専門家の活用
シンガポール、上海の海外事務所の活用

生産性を上げてコスト削減を図るの
か、
高付加価値化によりコストを吸収する
のか、いずれかの選択が迫られる。

再掲項目（明朝体文字）自
体
も段々とレベルが高くなる

【参考資料】
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Ⅱ 専門分野の成長戦略

５ 観光分野
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近隣地頼みの入込み

【基本方向】 ①県民参加による、自ら輝く状況づくり ②自然・歴史・文化を活かした“まち”の魅力づくり ③誘客効果のあるイベント等の振興 ④時代にあったセンスと統一感のあるＰＲ活動 ⑤首都圏や海外を睨んだ広域連携の推

１ 新規市場の開拓

一策 効果的な観光ＰＲ、プロモーション活動の展開
○アンテナショップやマスメディアを活用した観光と物産の一元的な
情報発信
○県、（財）高知県観光コンベンション協会、市町村、観光施設等の
情報共有の場づくり
○「龍馬伝」の放送を最大限に活かし、全県的な観光振興につなげる
ため「土佐・龍馬であい博」を開催
○よさこいネットの充実や観光・物産のポータルサイトなど、ウェブ
サイトを活用した情報発信

二策 県内の観光地を結ぶ交通手段の確保
○「ＭＹ遊バス」等周遊バスの運行体系の強化（「土佐・龍馬であい
博」に関連する周遊バスの運行も検討）
○「観光ガイドタクシー」を活用した周遊プラン（モデルコース）の
企画・実施
○優待レンタカー制度の導入について、四国観光立県推進協議会事業
での実施をリード
○公共交通を使ったモデルコースの設定や案内情報の充実

三策 四国４県での受入態勢の整備、ＰＲ活動の展開
○四国４県とＪＲ四国で構成する四国観光立県推進協議会を幅広い民
間参加の組織に強化
○首都圏でのＰＲ・プロモーション活動、旅行エージェント等と連携
したキャンペーン事業、東アジアを対象としたインバウンドフォーラ
ム等の実施
○二次交通対策として、優待レンタカー制度の導入について、四国観
光立県推進協議会事業での実施をリード（再掲）

２

四策 地域の自然・歴史・文化などを活かした県民参加によ
る体験型観光資源の発掘と磨き上げの推進
○「龍馬伝」の放送を最大限に活かし、全県的な観光振興につなげるため
「土佐・龍馬であい博」を開催（「花・人・土佐であい博」で芽出しした
地域資源の継続的な育成と支援も実施）（再掲）
○広域観光周遊ルートづくり
○まち歩き観光の拡充と情報発信
○地域産物を活用した魅力づくり
○教育旅行の受入態勢づくり
○滞在型・体験型観光推進の気運づくりのための研修、講演会等の実施
○旅行の動機づけとなるイベント等の企画

五策 観光振興に寄与する人材の育成と活用
○地域で観光をテーマに活動している人材のネットワークの場の設置
○観光ガイドのスキルアップのための研修の開催と有料ガイドへの移行
○「土佐・龍馬であい博」の企画・運営における民間アドバイザーの活用
○滞在型・体験型観光推進の気運づくりのための研修、講演会等の実施
（再掲）

六策 地域コーディネート組織の整備
○着地型旅行商品をめざした広域周遊ルートづくりや広域観光情報の発信
など、ワンストップサービスを担う地域コーディネート組織の立ち上げを
支援

七策 国際観光の推進
○国際観光推進会議(仮称)を設置し、官民一体となった国際観光推進のた
めの意識の醸成と戦略（海外からの観光客のニーズ調査、観光案内板等の
多言語化、宿泊施設等の従業員研修等）を策定・推進
○観光案内板、誘導標識、パンフレットの多言語化の推進

３

八策 産業間連携による新たな可能性への挑戦

「観光八策」の推進で、
４００万人観光の実現、１，０００億円産業へ

観 光 分 野 の 成 長 戦 略

滞在型観光への転換

産業間連携の推進

◆首都圏からの観光客
３６万人→６０万人

◆県内２泊以上の割合
２５％→３０％

◆宿泊施設の稼働率
３７％→全国並みの４５％

◆１人当たりの観光消費額
２３，７８０円→２５，０００円

◆全体の観光消費額
７２５億円→１，０００億円

○地域コーディネート組織の整備（再掲）
○「花・人・土佐であい博」で芽出しした地域資源の継続的
な育成と支援（再掲）
○「よさこいネット」からグリーンツーリズムや物産情報へ
導く仕組みの構築
○地域産物を体験メニューに組み入れる取組を支援（再掲）
○観光地で地場産品販売所や土産品店、レストランなどへ誘
導する観光ルートの設定を促進
○道の駅や直販所等での「観光と物産」の一元的な情報発信
を支援

○グリーンツーリズム、ブルーツーリズム、森林セラ
ピー、間伐体験などの体験メニューの充実と外部アドバ
イザーの活用やインストラクターの養成
○農林漁家民宿等の開設など受入態勢づくりへの支援
○全国的な展示会や見本市への出展支援、商談会等の開
催
○県内の先進地等への視察研修を活用した観光の商品化
○子ども農山漁村交流プロジェクトの推進
○生産者と実需者とのマッチングをさらに進めるシステ
ムづくり

一次産業分野

滞在型・体験型観光の推進

産業間連携の強化

足腰を強め、新分野に挑戦足下を固め、活力ある県外市場
へ打って出る

○「龍馬伝」とタイアップした商品の開発、販売
○首都圏のアンテナショップによる販路開拓・観光
情報発信拠点の整備
○高知の「食」をテーマにした魅力づくりや土産品
づくりへの支援と販売促進
○インターネットを活用したｅコマースの展開を支
援
○観光客を商店街に呼び込むためのルートマップづ
くりや商品開発を支援
○空き店舗を活用した観光案内の拠点整備を支援

商工業分野

産業振興計画に基づく地
域での取組を観光産業振
興事業費補助金等により

観光分野
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戦略の柱【 滞在型・体験型観光の推進 】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

改革の方向
現状 これからの対策

◆観光ＰＲ戦略の確立

◎観光と物産の一元的な情
報発信

★情報共有の場づくり

○ ○

◆（財）高知県観光コンベ
ンション協会において、情
報発信やプロモーションを
担っている

◆（財）高知県観光コンベ
ンション協会の「よさこい
ネット」のイベントカレン
ダーなど、各団体組織が
直接情報を書き入れて、
県内の情報をタイムリーに
一元化する仕組みを導入

◆全国各地のエージェント
へのアプローチや首都圏・
韓国等におけるプロモー
ションを展開

◆多様化する旅行形態や
観光ニーズに呼応し、ター
ゲットを明確にした観光情
報の発信が不十分

◆（財）高知県観光コンベ
ンション協会は賛助会員
制度で運営しており、未加
入会員の情報が十分に掲
載されていない

◆プロモーションを行う
ターゲットなどを戦略的に
明確にできていない

◆県、（財）高知県観光コ
ンベンション協会、民間組
織の課題の共有化とその
対処方法を統一化する場
がない

１．効果的な観光ＰＲ、プロモーショ
ン活動の展開

◆「龍馬伝」を活かしたＰＲ、プ
ロモーション活動の展開

★「土佐・龍馬であい博」の開
催

○ ○

◆時代の流れに沿ったウェブ
サイトの有効活用などへの
支援

◎ウェブサイトの有効活用を
支援

○ ○

Ｐ３２０
別図（観１）参照
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【 観光分野 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

目指すべき姿
Ｈ２１Ｈ２０

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

Ｈ２２ Ｈ２３

◆官民で本県観光の広報を
はじめとする振興策の検討
が行われる

◆官民による広報協力体制
が確立される

◆本県の観光や物産など情
報発信が一元化され、効果
的・効率的なプロモーション
が実現する

情報共有会議の設置

観光団体、市町村、（財）高知県観光コンベンション協会、県関係課等：ＰＲ戦略の検討と情
報共有のシステム化

（財）高知県観光コンベンション協会：観光ＰＲ戦略に基づく情報発信、プロモーション活動
県観光政策課：「本家よさこい・高知」を活用したＰＲ

観光と物産の一元的な情報発信（よさこいネットの充実、観光・物産ポータルサイ
トの活用）

県東京事務所：首都圏アンテナショップを核にした情報発
信、プロモーション活動

市町村、観光団体等：
ウェブサイトを有効活
用した観光と物産の一
元的な情報発信等
県観光振興課：観光ビ
ジョン実践支援事業費
補助金でウェブサイト
活用の取組を支援

市町村、観光団体等：ウェブサイトを有効活用した観光と物産の一元的な情報発信等
県観光政策課：観光産業振興事業費補助金でウェブサイト活用の取組を支援

ウェブサイトの有効活用を支援

「土佐・龍馬であい博」の開催

市町村、観光団体等：「土
佐・龍馬であい博」の地域
イベントの実施、サテライト
の運営
土佐・龍馬であい博推進
協議会：プレイベントや
オープニングイベントの開
催，首都圏をはじめとする
市場へのＰＲ、メイン会場
の運営

県観光振興課：土佐・龍
馬であい博推進協議会
の設置，旅行エージェン
トによるモニターツアー
の実施

市町村、観光団体等：
「土佐・龍馬であい博」
の地域イベントの実施、
サテライトの運営
土佐・龍馬であい博推
進協議会：メイン会場の
運営、ＰＲの展開
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戦略の柱【 滞在型・体験型観光の推進 】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆周遊バスの運行体系の強化

◎周遊バスの運行体系の強
化

○ ○

◆観光ガイドタクシーを活用し
た周遊観光の推進

◎観光ガイドタクシーの推進

○ ○

◆四国４県連携による優待レ
ンタカー制度の導入

◎四国４県連携による優待レ
ンタカー制度の導入

○ ○

◆公共交通機関の利用促進

◎公共交通を使ったモデル
コースの設定や案内情報
の充実

○ ○

◆四国観光の推進組織の体制
強化

◎組織の再編とＰＲ活動等の
拡充

○ ○

◆四国４県連携による優待レ
ンタカー制度の導入（再掲）

◎四国４県連携による優待レ
ンタカー制度の導入

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

３．四国４県での受入態勢の整
備、ＰＲ活動の展開

◆四国観光立県推進協議
会は、Ｈ５年に四国４県とＪ
Ｒ四国の５団体で設立さ
れ、アクションプランに基
づいて、情報発信事業や
誘致推進事業などに取り
組んでいる

◆他の地域においては、
九州観光推進機構などの
ように官民一体となった観
光振興組織が設立されて
おり、協議会においても、
さらに官民一体となった組
織再編のための勉強会を
開催し、新たな組織の早
期発足をめざしている

◆国のＶＪＣ事業などとタ
イアップしながら取組を進
めている

◆旅行エージェントや航空
会社とのタイアップによ
る、旅行商品造成事業や
四国周遊バスの運行によ
る誘客事業

◆ＨＰをはじめとする「癒し
の四国」情報発信事業

◆四国の認知度を向上さ
せるためのインバウンド
フォーラムを国とタイアップ
して開催

◆旅行者の利便性の向上
と、観光施設等の情報発
信のための「四国で得する
パスポート」を発行するな
どの事業を実施してきた

◆四国を一体として捉えた
広域観光ルートの設定や
ＰＲが不十分

◆広範に民間事業者を巻
き込んだ観光施策を展開
することができていない

◆事業はアクションプラン
に基づいて適切に実施し
てきたが、その基となる観
光戦略の再構築が必要で
ある

２．県内の観光地を結ぶ交通手段
の確保

◆県外観光客の61％が自
家用車、22％が観光バス
を利用しており、全体の８
割強が県内の移動手段を
持っている

◆公共交通機関を利用し
た、周遊ルートの作成など
はできていない

◆ＧＷや夏休み期間、週
末などにＭＹ遊バスを運行
している

◆四国観光立県推進協議
会が、JAL・ANAとタイアッ
プし、一定の期間四国周
遊バスを運行している

◆来県者の周遊性を確保
するための二次交通が不
十分

◆定期的な周遊バスは利
用者数との費用対効果か
ら、継続的な運行が困難
である

◆公共交通機関の運行便
数が少なく、効率的な周遊
ルートの作成が困難であ
る

改革の方向
現状 これからの対策
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【 観光分野 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆四国観光立県推進協議会
が組織再編され、官民一体
となった組織で運営される

◆国際観光推進の機運が高
まり、受入れのための課題
を克服する取組が進む

◆四国レベルで官民一体と
なった観光推進組織が確立
され、外国人観光客や首都
圏からの旅行者が増大する

目指すべき姿
Ｈ２１Ｈ２０

◆レンタカーや観光タクシー
を中心とした、二次交通制度
が定着する

◆公共交通機関や臨時バス
等による周遊観光体系が整
う

◆四国４県連携によるレンタ
カー利用促進のための、優
遇特典制度が導入されると
ともに、観光カーナビ情報が
充実され、誘客に寄与する

◆観光ガイドタクシー制度が
定着しつつあり、利用者が
徐々に増大する

◆イベント開催時には、官民
一体でＭＹ遊バスなど臨時
バスが運行される態勢が整
う

◆一定のエリアについては、
公共交通機関を利用した周
遊観光が行えるように、住民
生活と観光客に配慮した運
行体系が整う

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

Ｈ２２ Ｈ２３

四国４県連携による優待レンタカー制度の導入検討

四国観光立県推進協議
会：優待レンタカー制度の
導入について検討
県観光政策課：四国観光
立県推進協議会の事業と
して優待レンタカー制度を
高知県がリード

四国観光立県推進協議
会：大手旅行会社とのタ
イアップによる優待レン
タカーの実施

四国観光立県推進協議会：優待レンタカー制度の導入

（財）高知県観光コンベ
ンション協会：ＭＹ遊バ
ス、であい博号、四万十
川バスの運行

土佐・龍馬であい博推
進委員会：各地域にお
ける「土佐・龍馬であい
博」に関連する周遊バ
スの運行について検討
（財）高知県観光コンベ
ンション協会：ＭＹ遊バ
スの運行

（財）高知県観光コンベン
ション協会、バス事業者：
各地域のであい博周遊バ
スの運行
県観光政策課：（財）高知
県観光コンベンション協会
と「であい博」に関連する
周遊バスの運行状況の分
析と次年度以降の運行に
ついて検討

（財）高知県観光コンベ
ンション協会、バス事業
者：検討の結果に基づく
周遊バスの運行

周遊バスの運行

（財）高知県観光コンベ
ンション協会：観光ガイド
タクシーによる周遊プラ
ンの企画実施

四国観光立県推進協議
会：「駅から観タクン」制
度導入の検討
（財）高知県観光コンベン
ション協会：タクシー旅行
商品の導入，観光ガイド
タクシーの態勢強化と周
遊プランの実施

四国観光立県推進協議会：「駅から観タクン」制度の実施
（財）高知県観光コンベンション協会：タクシー旅行商品の
充実，観光ガイドタクシーの態勢強化と周遊プランの実施

観光ガイドタクシーの推進

（財）高知県観光コンベンション協会、県おもてなし課：公共交通を使った周遊モデルコー
スの設定と情報の提供

公共交通を使ったモデルコースの設定や案内情報の充実

四国観光立県推進協議
会：新組織の検討，これ
までの取組の総括

四国観光立県推進協議会：官民による新組織への移行，総括を踏まえた事業の構築と
展開（首都圏でのＰＲ、プロモーション活動、旅行エージェント等と連携したキャンペーン
事業、インバウンドフォーラムの開催など）

組織の再編とＰＲ活動等の拡充

四国４県連携による優待レンタカー制度の導入検討

四国観光立県推進協議
会：優待レンタカー制度の
導入について検討
県観光政策課：四国観光
立県推進協議会の事業と
して優待レンタカー制度を
高知県がリード

四国観光立県推進協議
会：大手旅行会社とのタ
イアップによる優待レン
タカーの実施

四国観光立県推進協議会：優待レンタカー制度の導入
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戦略の柱【 滞在型・体験型観光の推進 】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆「花・人・土佐であい博」事業
の継承と発展を支援

◎「花・人・土佐であい博」で
芽出しした地域の取組を支
援

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

改革の方向
現状 これからの対策

４．地域の自然・歴史・文化などを
活かした県民参加による体験型観
光資源の発掘と磨き上げの推進

◆高知県への県外観光客
数は３００万人強で推移し
ている

◆観光客の約３割は日帰
り客で、１泊２日を含める
と約75％を占める

◆体験型観光の一例であ
るエコツアーに行ったこと
がある割合は約3％、今
後、「ぜひ行ってみたい」、
「行ってみたい」を合わせ
ると50％超にのぼる

◆旅行雑誌の統計でも
「旅先のおいしいものを求
めて」や「未知のものにふ
れたくて」、「感動したい」
の割合が上昇している。な
お、高知県への宿泊旅行
目的では「おいしいものを
食べる」や「名所・旧跡の
観光」が上位になっている

◆「花・人・土佐であい博」
の実施により、地域のイベ
ントや体験メニューの発
掘、商品化を行っている

◆観光ビジョン実践支援
事業により、地域が観光を
推進するための事業を支
援している

◆（財）高知県観光コンベ
ンション協会が、着地型商
品の企画造成や販売を目
的として旅行業の免許を
取得した

◆地域独自の歴史や文化
などの魅力を観光商品と
して活かしきれていない

◆年代別・旅行形態別な
どのターゲットを明確にし
た商品開発や情報発信が
できていない

◆観光スポットを結ぶ広域
的な周遊ルートづくりが十
分でない

◆「龍馬伝」を契機とした新た
な観光戦略の展開

★「土佐・龍馬であい博」の開
催（再掲）

○ ○

◆広域観光周遊ルートづくりへ
の支援

◎広域周遊ルートの新たな
メニューづくり

★観光圏整備事業の導入

○観光案内板、誘導標識の
整備

○ ○

Ｐ３２０
別図（観１）参照

Ｐ３２１
別図（観２）参照

Ｐ３２２
別図（観３）参照
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【 観光分野 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

Ｈ２２Ｈ２０

◆県内各地の観光資源が多
彩となり、特長ある体験メ
ニューが勢揃いする

◆地域間・産業間連携によ
る、本県独自の新たな視点
での観光商品が造成される

Ｈ２３
目指すべき姿

Ｈ２１

◆滞在型・体験型観光を実
現するため、官民及び各地
域が連携して推進する態勢
が整う

◆2010年の「龍馬伝」の放
送を契機に、本県の入込み
客数が増える
（H19：305万人→400万人）

「花・人・土佐であい博」で芽出しした地域の取組を支援

県花・人・土佐であい博
推進課：であい博事業の
実施

市町村、観光団体等：旅行商品となる地域イベントの実施
県観光振興部：「龍馬伝」に合わせて実施する地域のイベント
を支援

市町村、観光団体等：地域アクションプランに基づく取組を実施
県観光政策課：観光産業振興事業費補助金で地域アクションプランの取組を支援

市町村、観光団体等：
観光案内板や誘導標識
等の設置
県おもてなし課：観光案
内板等整備事業費補助
金による設置支援

観光案内板、誘導標識等の整備

「土佐・龍馬であい博」の開催

市町村、観光団体等：「土
佐・龍馬であい博」の地域
イベントの実施、サテライ
トの運営
土佐・龍馬であい博推進
協議会：プレイベントや
オープニングイベントの開
催，首都圏をはじめとする
市場へのＰＲ、メイン会場
の運営

県観光振興課：土佐・龍
馬であい博推進協議会の
設置，旅行エージェントに
よるモニターツアーの実
施

市町村、観光団体等：
「土佐・龍馬であい博」の
地域イベントの実施、サ
テライトの運営
土佐・龍馬であい博推進
協議会：メイン会場の運
営、ＰＲの展開

市町村、観光団体、（財）高知県観光コンベンション協会等：モデルコースの設定とウェブ
サイト、パンフレット等を作成
県観光政策課：観光産業振興事業費補助金でルートづくりを支援

県観光振興課：観光ビ
ジョン実践支援事業費
補助金で広域パンフレッ
ト作成等を支援

広域周遊ルートの新たなメニューづくり

観光圏整備事業による広域周遊ルートづくり

幡多地域の観光団体、
市町村等：観光圏整備
事業の申請
県観光振興課：幡多地
域における観光圏整備
事業申請に向けた支援

幡多地域の観光団体、市町村等：観光圏整備事業による周遊ルートづくり
県観光政策課：観光圏整備事業費補助金で周遊ルートづくりの取組を支援

市町村、観光団体等：観光案内板や誘導標識等の設
置
県観光政策課：観光施設等緊急魅力向上事業費補助
金による設置支援
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戦略の柱【 滞在型・体験型観光の推進 】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆まち歩き観光などへの支援

◎まち歩き観光の拡充と情報
発信

○ ○

◆地域産物を活用した魅力づ
くりへの支援

◎農林漁家民宿、レストラン
等の充実強化

○ ○

◆滞在型・体験型観光推進の
気運づくり

◎気運づくりのための研修、
講演会等の実施

○ ○

◆旅行の動機づけとなるイベ
ント等の企画

★核となるイベント等の企画

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

４．地域の自然・歴史・文化などを
活かした県民参加による体験型観
光資源の発掘と磨き上げの推進

◆高知県への県外観光客
数は３００万人強で推移し
ている

◆観光客の約３割は日帰
り客で、１泊２日を含める
と約75％を占める

◆体験型観光の一例であ
るエコツアーに行ったこと
がある割合は約3％、今
後、「ぜひ行ってみたい」、
「行ってみたい」を合わせ
ると50％超にのぼる

◆旅行雑誌の統計でも
「旅先のおいしいものを求
めて」や「未知のものにふ
れたくて」、「感動したい」
の割合が上昇している。な
お、高知県への宿泊旅行
目的では「おいしいものを
食べる」や「名所・旧跡の
観光」が上位になっている

◆「花・人・土佐であい博」
の実施により、地域のイベ
ントや体験メニューの発
掘、商品化を行っている

◆観光ビジョン実践支援
事業により、地域が観光を
推進するための事業を支
援している

◆（財）高知県観光コンベ
ンション協会が、着地型商
品の企画造成や販売を目
的として旅行業の免許を
取得した

◆地域独自の歴史や文化
などの魅力を観光商品と
して活かしきれていない

◆年代別・旅行形態別な
どのターゲットを明確にし
た商品開発や情報発信が
できていない

◆観光スポットを結ぶ広域
的な周遊ルートづくりが十
分でない

◆教育旅行の受入態勢づくり
への支援

◎体験メニューの商品化

★子ども農山漁村交流プロ
ジェクトの推進

改革の方向
現状 これからの対策

○ ○
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【 観光分野 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２１ Ｈ２３

目指すべき姿

◆県内各地の観光資源が多
彩となり、特長ある体験メ
ニューが勢揃いする

◆地域間・産業間連携によ
る、本県独自の新たな視点
での観光商品が造成される

◆滞在型・体験型観光を実
現するため、官民及び各地
域が連携して推進する態勢
が整う

◆2010年の「龍馬伝」の放
送を契機に、本県の入込み
客数が増える
（H19：305万人→400万人）

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

Ｈ２２Ｈ２０

核となるイベント等の企画

観光団体、商工団体、市
町村、県等：官民一体と
なって季節ごとのイベン
トの検討

観光団体、商工団体、市町村、県等：新たなイベント等
の実施及び支援

（財）高知県観光コンベン
ション協会：会員との意見
交換会の開催
県観光振興課：市町村観
光主管課長等会議の開催
（市町村、観光協会、（財）
高知県観光コンベンション
協会、地域支援企画員）

（財）高知県観光コンベンション協会：会員との意見交換会
県観光政策課：観光主管課長等会議の内容を見直し、講演会などを実施，成長戦略
や地域アクションプランに基づく情報交換の実施

気運づくりのための研修、講演会等の実施

子ども農山漁村交流プロジェクトの推進

県観光振興課：観光ビ
ジョン実践支援事業費
補助金で教育旅行の受
入れを行っている幡多
広域観光協議会の取組
を支援

県観光政策課：観光産業振興事業費補助金で教育旅行の受入態勢づくりなどを支援

体験メニューの商品化

幡多広域観光協議会：プロジェクトのモデル地区として子どもの受入教育旅行商品の開発
県関係課：プロジェクト推進の支援と教育旅行誘致のための取組を支援，受け皿となる地域
の拡大の促進

（財）高知県観光コンベンション協会：観光と地域産物の一元的な情報発信
県関係課：農林漁家民宿、レストランの開業支援など
県観光政策課：観光産業振興事業費補助金で地域産物を観光に活かす取組などを支援

県観光振興課：観光ビ
ジョン実践支援事業費
補助金で地域産物を活
用した「食」の魅力づくり
などを支援

農林漁家民宿、レストラン等の充実強化

ガイド組織：研修会等の開催
市町村、観光団体：ウェブサイトやマップ等による情報発信、案内板の整備
県観光政策課：観光産業振興事業費補助金でガイド団体育成やマップづくりなどを支援
県おもてなし課：観光ガイド研修の実施

県観光振興課：観光ビ
ジョン実践支援事業費
補助金でガイド団体育
成やマップづくりなどを
支援

まち歩き観光の拡充と情報発信

県関係課：受け皿となる
地域の拡大の促進
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戦略の柱【 滞在型・体験型観光の推進 】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆地域で活動する人材のネット
ワークづくり

★ネットワークの場の設置

○ ○

◆ＰＲ戦略づくり等にあたって
の専門家（アドバイザー）の
活用

★専門家（アドバイザー）の
活用 ○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

改革の方向
現状 これからの対策

５．観光振興に寄与する人材の育
成と活用

◆ボランティア観光ガイド
の育成を行ってきた

◆平成１９年度末の県内
観光ガイド団体数は１５団
体である

◆観光ガイドの育成、スキ
ルアップをめざした研修会
を開催してきた

◆地域の観光をプロ
デュースし、リードする人
材が少ない

◆体験をサポートする観
光ガイドやインストラクター
などが不足している

◆高度な内容のガイドに
は有料化へ移行すること
も念頭におき、新しい雇用
の場づくりを推進する必要
がある

◆滞在型・体験型観光推進の
気運づくり（再掲）

◎気運づくりのための研修、
講演会等の実施

○ ○

◆観光ガイドの育成、充実

◎観光ガイドの育成、充実

○ ○
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【 観光分野 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

Ｈ２２Ｈ２０
目指すべき姿

Ｈ２１

◆「龍馬伝」を通じて、県民
の観光客をお迎えしようとす
る機運が高まる

◆ボランティアガイドをはじ
めとする「おもてなし」の組織
が育成され、官民がそれぞ
れの役割を果たす

◆「観光産業」を推進する地
域リーダーが生まれる

◆観光ガイド組織が、全市
町村に設立される

◆県民参加のおもてなしの
態勢が確立される

Ｈ２３

参加者：情報交換、ニュービジネスの検討等
県観光政策課：ネットワークの場づくり
県関係課：ニュービジネスの展開に向けた側面的な支援

ネットワークの場の設置

県観光振興課：観光ビジョ
ン実践支援事業費補助金
で観光ガイドのスキルアッ
プなどを支援
県おもてなし課：観光ガイ
ド研修の実施によるスキ
ルアップと交流の促進

ガイド組織：研修会等の開催、有料ガイドへの移行
県観光政策課：観光産業振興事業費補助金で観光ガイド育成の取組を支援
県おもてなし課：観光ガイド研修の実施によるスキルアップとネットワークの推進

観光ガイドの育成、充実

県観光部：「土佐・龍馬で
あい博」のためのアドバイ
ザーの招へい

専門家（アドバイザー）の活用

（財）高知県観光コンベン
ション協会：会員との意見
交換会の開催
県観光振興課：市町村観
光主管課長等会議の開
催（市町村、観光協会、
（財）高知県観光コンベン
ション協会、地域支援企
画員）

（財）高知県観光コンベンション協会：会員との意見交換会
県観光政策課：観光主管課長等会議の内容を見直し、講演会などを実施，成長戦略や地
域アクションプランに基づく情報交換の実施

気運づくりのための研修、講演会等の実施

県観光振興部：「土佐・龍馬であい博」のためのアドバイ
ザーの招へい
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戦略の柱【 滞在型・体験型観光の推進 】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

◆国際観光推進会議（仮称）の
設置

★国際観光推進会議（仮称）
の設置

◎観光案内板、誘導標識、パ
ンフレットの多言語化の推
進

○ ○

６．地域コーディネート組織の整備 ◆地域コーディネート組織の立
ち上げ支援

★地域コーディネート組織の
立ち上げ支援

○ ○

７．国際観光の推進

改革の方向
現状 これからの対策

◆本県での外国人観光客
のH１９年度述べ宿泊者数
は、17,190人で全国シェア
は0.08％、45位である

◆うち東アジア地域が
61.8％を占めており、韓国
は32.6%、台湾は18.4％を
占めている

◆訪日教育旅行の受け入
れ希望校が少なく、推進す
るための仕組みづくりが困
難

◆（財）高知県観光コンベ
ンション協会が、韓国を中
心としてプロモーション活
動を行ってきた

◆観光案内板整備の際に
は、多国語標記を行う取
組を推進してきた

◆韓国全羅南道庁に職員
を研修派遣し、現地情勢
の把握や交流を進めてき
た

◆本県への訪日教育旅行
の要請があった場合に
は、個別に受入れのため
の調整に努めた

◆国際観光に関する戦略
が構築されていない

◆直前キャンセルなど、生
活習慣の違いによるとまど
いが本県受入側施設にあ
る

◆観光関連業者全体とし
て、外国人観光客を積極
的に誘致しようとする姿勢
に至っていない

◆訪日教育旅行を受け入
れる学校を増加させる必
要がある

◆幡多広域観光協議会
が、教育旅行誘致などで
地域コーディネート機能を
発揮しているが、旅行業法
登録を持たない任意組織
であり、活動の制限がある

◆その他の地域において
は、その機能を持つ組織
がなく、情報の提供、問い
合わせなどに一元的に対
応できていない

◆観光ビジョン実践支援
事業により、幡多広域観
光協議会の取組を支援し
てきた

◆広域単位の取組をコー
ディネートするしっかりした
組織が未確立

◆現状において、幡多広
域観光協議会を除き、組
織を設立するための核と
なる組織が見当たらない

◆旅行手配の手数料収入
などで組織の運営経費を
まかなう見込みが立たな
いことなどにより、関係者
の合意形成が難しい
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【 観光分野 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２０

目指すべき姿
Ｈ２１ Ｈ２３

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

Ｈ２２

◆県域全体をエリアとする
（財）高知県観光コンベンショ
ン協会と、県内３ブロックの
広域観光組織が機能する

◆広域観光組織と各観光協
会や観光・宿泊施設が一体
化し、誘客と受入れの役割
分担が機能する

◆県内先進事例として、幡
多広域観光協議会が法人格
や旅行業法などの資格を取
得し、地域エージェントとして
誘客事業を実施

◆国際観光を推進するため
官民の協力態勢が確立され
る

◆本県として統一的な国際
観光推進の取組が、官民そ
れぞれの立場で展開される

◆外国からの誘客態勢が確
立され、本県への外国から
の入込み客が増加し、経済
効果を発揮する

幡多地域の観光団体、
市町村等：観光圏整備
事業の申請
県観光振興課：幡多地
域における観光圏整備
事業申請に向けた支援

幡多広域観光協議会：法人格の取得、旅行業登録、事務局体制の強化、着地型旅行商
品をめざした広域周遊ルートづくり
幡多地域の観光団体、市町村等：観光圏整備事業の実施
県観光政策課：地域コーディネート組織確立支援事業費補助金で地域コーディネート組
織の確立に向けた取組を支援及び人的支援

地域コーディネート組織の立ち上げ

市町村、県観光政策課：東部、中部地域で地域コー
ディネート組織の推進について検討

国際観光推進会議（仮称）の設置

県観光振興課：国際観光
推進会議（仮称）の設置、
海外マーケット情報等の講
演会、外国人観光客接客
研修の実施

国際観光推進会議（仮
称）：国際観光推進の
ための戦略の検討（海
外からの観光客のニー
ズ調査、標識・パンフ
レットの多言語化、宿
泊・観光施設従事者向
けの研修等）

国際観光推進会議（仮
称）：戦略に基づく取組
を推進
県観光政策課：観光産
業振興事業費補助金で
国際観光の推進を支援

観光案内板、誘導標識の多言語化の推進

（財）高知県観光コンベンション協会：英語、韓国語、簡体字中国語、繁体字中国語の４ヶ国語でのパンフレット作成

市町村、観光団体等：観
光案内板や誘導標識の
多言語化を実施
県おもてなし課：観光案
内板等整備事業費補助
金による設置支援

観光パンフレットの多言語化の推進

市町村、観光団体等：観光案内板や誘導標識の多言語
化を実施
県観光政策課：観光施設板等緊急魅力向上事業費補
助金による設置支援

県おもてなし課：県設置の観光案内板や誘導標識等の多言語化を実施
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戦略の柱【 滞在型・体験型観光の推進 】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

◆情報発信の展開

◎「よさこいネット」からグリー
ンツーリズムや物産情報
へ導く仕組みの構築

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

８．産業間連携による新たな可能
性への挑戦

（１）ニューツーリズムの
推進

改革の方向
現状

◆農林漁家民宿等はＨ１
８：２９軒 → Ｈ２０：４１軒と
増加傾向

◆教育旅行の受入（幡多
広域観光協議会）年間平
均約2,300人

◆単発的、個人的な取組
は実施されているが連携
が十分進んでいない

◆情報を一元的に管理し
提供していくための情報共
有の場がない

◆「花・人・土佐であい博」
を契機に、漁業体験やウ
オーキングツアー等の取
組が拡大してきている

◆農家レストランや農林漁
家民宿等の開業を支援し
ている

◆新たな体験プログラム
づくりやモニターツアーの
実施、安全管理の徹底な
ど、体験メニューの質の向
上を支援している

◆集落環境や交流施設整
備への支援、森林セラ
ピーロードの整備などを促
進している

◆「花・人・土佐であい博」
により、地域資源の掘り起
こしや受入態勢づくりを支
援している

◆（財）高知県観光コンベ
ンション協会が旅行業登
録を行い、市町村等の要
請に基づいてモニターツ
アーを主催している

これからの対策

◆体験型メニューの受入
れ容量が小さく、期間限定
などの制約があるため観
光商品になりにくい

◆テーマ性を持ったツアー
の造成など、旅行者ニー
ズに沿った受入態勢づくり
まで取組が進んでいない

◆ノウハウやマーケティン
グが不足しており観光商
品としての魅力に欠けて
いる

◆地域や産業間、同業
者、民間組織との連携が
不十分で、効果的な情報
発信ができていない

◆顧客の満足度を高める
意識や”業”として取り組
む意識が低い

◆旅行商品化するために
は安全性の確保や補償問
題などの解決が必要

◆中山間や漁村地域まで
の二次交通の整備が進ん
でいない

◆体験メニューの充実

◎「花・人・土佐であい博」で
芽出しした地域資源の継続
的育成と新たな資源発掘の
支援

★子ども農山漁村交流プロ
ジェクトの推進

○ ○

◆受入態勢づくりの充実

◎体験ツーリズムの拠点とな
る農林漁家民宿等の充実

◎アクセス道路や生活環境、
交流施設の改善など環境
整備を推進

◎外部アドバイザーの活用
やインストラクターの育成

★地域コーディネート組織を
強化・新設し、広域的なワ
ンストップ態勢を確立

○ ○
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【 観光分野 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）
Ｈ２３

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

Ｈ２２
目指すべき姿

◆地域資源を活かした体験
メニューや農林漁家民宿等
が拡大している

◆体験メニューや交通アクセ
スなど、ニューツーリズムに
関する情報を一元的に、か
つ、タイムリーに提供してい
る

Ｈ２０ Ｈ２１

◆地域資源を活かした体験
メニュー等が旅行商品として
定着し、滞在型の観光客を
通年で受け入れしている

◆年間を通じて安定した誘
客により、収入の確保につな
がっている

アクセス道路や生活環境、交流施設の改善など環境整備を推進

体験ツーリズムの拠点となる農林漁家民宿等の充実

県関係課：農林漁家民宿等の開業支援など

外部アドバイザーの活用やインストラクターの育成

県関係課：アクセス道路や生活環境、交流施設の改善など

市町村、観光団体等：外部アドバイザーの活用やインストラクターの育成
県観光政策課：観光産業振興事業費補助金でアドバイザー活用等の取組を支援

地域コーディネート組織を強化・新設し、広域的なワンストップ態勢を確立

市町村、観光団体等：地域コーディネート組織に結集して広域観光の取組を推進
県観光政策課：地域コーディネート組織確立支援事業費補助金で広域観光の推進を
支援

県観光振興課：地産地
消課などとの連携によ
る情報の共有，観光ビ
ジョン実践支援事業費
補助金で体験型観光の
受入態勢づくりの取組
を支援

市町村、観光団体等：グリーンツーリズムや物産情報の発信を強化
（財）高知県観光コンベンション協会：「よさこいネット」とのリンクなど情報の一元化の
推進

「よさこいネット」からグリーンツーリズムや物産情報へ導く仕組みの構築

県観光振興課：地産地
消課などとの連携によ
る情報の共有，観光ビ
ジョン実践支援事業費
補助金で体験型観光の
受入態勢づくりの取組
を支援

県観光振興課：地産地
消課などとの連携によ
る情報の共有，観光ビ
ジョン実践支援事業費
補助金で体験型観光の
受入態勢づくりの取組
を支援

市町村、観光団体等：地域イベントの実施と観光商品化に向けた取組
県観光振興部：地域イベントや継続できる観光商品化への取組等を支援

「花・人・土佐であい博」で芽出しした地域資源の継続的育成と新たな資源発掘の支
援

子ども農山漁村交流プロジェクトの推進

幡多広域観光協議会：プロジェクトのモデル地区として子どもの受入教育旅行商品の開発
県関係課：プロジェクト推進の支援と教育旅行誘致のための取組を支援，受け皿となる地域
の拡大の促進

県関係課：受け皿となる
地域の拡大の促進
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戦略の柱【 滞在型・体験型観光の推進 】
取組方針 これまでの取組 課題

施策 （今まで何に取り組んできたか）
（今までなぜ上手く進まなかった、

できなかったのか） 1 2 3

※これからの対策の ★は新規事業
◎は拡充事業
○は継続事業

○ ○

○

◆地域産物の情報発信を促進

★アンテナショップの役割を
見直し、観光物産情報の
発信とともに都会における
ニーズ調査機能を強化

◎観光と物産の一元的な情
報発信を促進

○ ○

８．産業間連携による新たな可能
性への挑戦

（２）観光への地域産物
の活用

◆旅行情報誌によるアン
ケートで本県は”食”の魅
力が全国トップクラス

◆宿泊施設や飲食店、道
の駅などでの地産地消の
取組にバラツキがある

◆首都圏などにおいて情
報発信の場が少ない

◆地場産品を活用した土
産物のバリエーションが少
ない

◆スーパーよさこいなど首
都圏をはじめとする地域で
観光ＰＲと物産展を組み合
わせて実施してきた

◆「花・人・土佐であい博」
で”食”を組み合わせた体
験メニューづくりを推進し
た

◆有名な料理人によるレ
シピの開発と情報発信を
行ってきた

◆「土佐の料理伝承人」な
どで食によるもてなしを担
う組織を育成・支援してき
た

◆生産者と実需者(宿泊施
設など)のマッチング支援
を行ってきた

◆各市町村等の県外での
観光物産ＰＲや地場産品
の販売促進を県外事務所
が支援してきた

◆観光プロモーション等に
おいて地場産品を使用し
た料理や宇宙酒などを提
供してのＰＲを実施した

◆観光部門の取組と物産
販売・ＰＲの取組とが積極
的に連携するという視点
が弱い

◆地域食材の安定的、適
正価格での提供態勢が十
分整っていない

◆地域産品を使用した魅
力ある土産品やレシピの
開発などが少ない

◆販売者側に地場産品を
積極的に売ろうとする意識
が薄い

◆地域産物の商品化を促進

◎地域産物を活かした土産
品づくり、統一メニューづく
り

◎地域産物を体験メニューに
組み入れる取組を支援

◆地域産物の観光施設等での
販売促進

★生産者と実需者とのマッチ
ングをさらに進めシステム
として構築

◎観光地で地場産品販売所
や土産品店、レストランな
どへ誘導する観光ルートの
設定を促進

○

改革の方向
現状 これからの対策
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【 観光分野 】

短期的な視点（平成２３年度末） 中長期的な視点（概ね１０年先）

◆宿泊施設や道の駅などで
の地場産品の使用が拡大
し、観光客へ魅力ある”地場
産品”や”食”の提供が広
がっている

◆観光と物産の一元的な情
報発信がなされている

◆地域の特色ある”食”を活
かした旅行商品が本県観光
の魅力となり、観光客の増
加につながっている

◆観光客による地場産品の
購入が促進され、高知県の
イメージアップと地域経済の
活性化につながっている

Ｈ２１ Ｈ２３
目指すべき姿

※改革の方向 １ 足下を固め、活力ある県外市場に打って出る（地産地消の徹底、地産外商の推進、海外販路開拓への挑戦）
２ 産業間連携の強化（高付加価値化の推進、すそ野が広い観光産業の戦略的展開）
３ 足腰を強め、新分野へ挑戦（生産地の足腰の強化と担い手の育成、中山間地域の産業づくり、新産業の創出）

Ｈ２２Ｈ２０

県観光振興課：地産地
消課などとの連携によ
る情報の共有，観光ビ
ジョン実践支援事業費
補助金で地域産物を使
用したメニューの開発な
どを支援

事業者:地域産物を活かした土産品の開発、宿泊施設等での統一メニューづくり
県関係課：高付加価値をめざした事業者の取組を支援

地域産物を活かした土産品づくり、統一メニューづくり

地域産物を体験メニューに組み入れる取組を支援

事業者:一次産業資源などを積極的に活用した体験メニューの開発
県関係課：高付加価値をめざした事業者の取組を支援

生産者と実需者とのマッチングをさらに進めシステムとして構築

県関係課：生産者と実需者とのマッチングシステムの構築による地産地消の推進

地場産品販売所や土産品店、レストランに誘導する観光ルート設定の促進

事業者：地場産品販売所や土産品店、レストラン等の品揃えや販売手法の改善によ
る魅力アップ
県関係課：地場産品販売所等を含む観光周遊ルートの作成や情報発信を支援

首都圏アンテナショップの活用

県東京事務所：アンテナショップを核にした情報発信

観光と物産の一元的な情報発信を促進

事業者：道の駅などで観光と物産の情報を一元的に発信
県観光政策課：観光産業振興事業費補助金で情報の一元化の取組を支援

県観光振興課：地産地
消課などとの連携によ
る情報の共有，観光ビ
ジョン実践支援事業費
補助金で地域産物を使
用したメニューの開発な
どを支援

県観光振興課：地産地
消課などとの連携によ
る情報の共有，観光ビ
ジョン実践支援事業費
補助金で地域産物を使
用したメニューの開発な
どを支援
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土佐･龍馬であい博 ～ 「龍馬伝」の放送をとらえて観光ビッグ・バンへ ～
①一過性に終わらせない ②観光ツアーを呼べる観光商品づくり ③県内全域をフィールドにする

高知での消費拡大
観光による産業振興

県全域の賑わい･活力向上

サテライト
会場

（地域の
核）

観光
施設

地域
イベント

ゆかり
の地

・サテライト会場での広域の観光情報の提供
・地域イベントの開催
・まち歩き観光の拡充
・物産販売
・土産品の開発
・観光ガイドの養成

全国への情報発信

・テレビ等マスメディアを活用した首都圏など新規市場へのＰＲ
・龍馬ゆかりの府県等と連携したＰＲ
・企業商品を活用したＰＲ
・ツアー商品化に向けた旅行会社へのセールスや

モニターツアーの実施

誘 導

連 携

総合アドバイザーの全国的な視点からの助言による効果的な事業の展開

二次交通の整備
（周遊バス、観光ガ
イドタクシー等）

補助金による支援

・地域支援事業
地域イベントの実施や磨き上げ
イベントに使用する施設の改善に要する経費への補助

・サテライト会場支援事業
展示品、展示工事、展示什器に要する経費への補助

文化施設での展開

・幕末などの特別企画展の開催
・県民向けの高知の歴史や偉人の講座

【観光・物産の一元的情報発信】
・観光客へのプラスアルファの情報提供
・地域イベントや体験型観光等のリアルタイムで確実な情報提供
・二次交通の詳細な情報提供
・ニーズに応じた観光ガイドの活動情報の提供
・地域への誘導を促す情報
・地元ならではのグルメ等の物産情報の提供
・その他観光客の様々なニーズに合わせた詳細な情報の提供

情報
発信館

テーマ
館

話題性
きっかけ

行ってみたい 体験したい
食べてみたい 買ってみたい
また来たい

滞在期間の延長！
リピーターの増加！
「クチコミ」による
高知県のイメージアップ！

土佐・龍馬であい博終了後も情報発信機能を継

サテライト会場への誘
客

コンシェルジュ機能
の強化

別図（観１）
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四万十・足摺エリア（幡多地域）観光圏協議会四万十・足摺エリア（幡多地域）観光圏協議会

四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村

観光団体、商工団体、旅館組合、運輸事業者

NPO法人等

観光コンテンツ・観光資源の活用観光コンテンツ・観光資源の活用

・体験型観光プログラムの開発

・着地型旅行商品の開発

・広域周遊ルートの作成

教育旅行の誘致と一般観光旅客への拡がり教育旅行の誘致と一般観光旅客への拡がり

・教育旅行誘致の実績とノウハウを活かし

圏域内で２泊３日以上の「滞在型・体験型観光」の推進 宿泊（連泊）の魅力の向上（滞在促進地域）宿泊（連泊）の魅力の向上（滞在促進地域）

・地域食材統一メニューの提供

・泊食分離クーポン発行

・連泊優待サービス

移動の利便性の向上移動の利便性の向上

・レンタサイクル等の有効活用

・観光周遊バスの運行

・観光ガイドタクシーの充実

・公共交通機関との連携

観光案内・情報提供の充実観光案内・情報提供の充実

・観光案内所、案内板の整備

・案内板・パンフレットの多言語化
・V案内所(外国語対応)の開設

・webサイト情報の充実

人材育成・受け入れ態勢人材育成・受け入れ態勢

・観光ボランティアガイド育成

・ガイド組織ネットワーク化

・「観光コンシェルジュ」の確立

四万十・足摺エリア（幡多地域）観光圏 四万十の恵みと黒潮のかおり ～でっかい探検フィールド〝はた〟～四万十・足摺エリア（幡多地域）観光圏 四万十の恵みと黒潮のかおり ～でっかい探検フィールド〝はた〟～

【観光圏の区域】 高知県四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村の６市町村

【観光圏整備計画の期間】 平成21年4月1日～平成26年3月31日

【数値目標】観光入込客数：187万人＜H20年度推定＞→220万人＜H25年度＞（四万十市・宿毛市・土佐清水市の3市合計）

宿泊者数 ： 45万人＜H20年度推定＞→ 56万人＜H25年度＞（四万十市・土佐清水市の２市合計）

国の支援
・観光圏整備事業補助

など

滞在促進地区
宿毛市街地・片島・
大島地区

滞在促進地区
中村市街地

滞在促進地区
あしずり温泉郷地区

スキューバダイビング
環境学習

イカ釣り体験

シュノーケリング
シーカヤック
グラスボート

マンボウスイミング
ジンベエザメスイミング

かつおタタキづくり
完全天日塩づくり体験

農家レストラン
どぶろくづくり

だるま夕日
大型客船寄港

川漁師体験
ｶﾇｰ・川遊び体験

四万十川

足摺岬

沈下橋
四万十川観光遊覧船

松山・道後
エリアからの周遊

高知市
エリアからの周遊

圏域内2泊3日以上の周遊ルート圏域内2泊3日以上の周遊ルート

連携事業の実施連携事業の実施

・観光地域づくり実践プランによる社会資本整備

・子ども農山漁村交流プロジェクトのモデル地域指定

・みなと振興交付金事業によるおもてなし施設整備

・竜串自然再生事業による観光資源の保護

など

別図（観２）
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世界ジオパークをめざして ～高知から四国へ そして世界へ～

～ジオパーク～
地質や地形、それに影響を受ける自然、文化資源などを見どころとする自然公園。

世界ジオパーク
世界ジオパークネットワークにより、ヨーロッパと中国を中心に18ヶ国57ヶ所が認定されているが、日本の認定地域はない。（H21.2.1現在）

日本ジオパーク
日本ジオパーク委員会が国内７ヶ所を認定(H20.12.8)。（洞爺湖有珠山、糸魚川、島原半島、アポイ岳、南アルプス中央構造線エリア、山陰海岸、室戸）

〈室戸地域〉
・室戸ジオパーク推進協議会の設立(H20.6.12)
・日本ジオパークの認定(20.12.8)

魅力の向上

〈土佐清水市〉
・元ユネスコ部長の現地調査(H21.2.1)
・竜串や見残し海岸などは、奇岩・奇勝が点在し、地
学教材の宝庫と言われており、足摺岬などの景勝

地も豊富。

〈仁淀川・四国カルスト地域〉
・仁淀川・四国カルストジオパーク推進協議会の
設立(H21.1.21)

魅力の向上

H20の取り組み
○四国広域協議会の立ち上げ (H20.11.7)

・四国全体のビジョンや基本計画などの検討
○各県2ヶ所のモデル地域調査実施

・高知県内：足摺竜串地域、四国カルスト（天狗高原）地域
○アクションプログラムの作成

・ジオパークに取り組む地域の指針とする

ジオツーリズムの実施

交流人口拡大

地域の活性化
四国カルストは石灰石とすり鉢状の窪み（ドリーネ）

が点在し、仁淀川地域は日本最古の化石産地で、
「日本地質学発祥の地」と言われる。

・天狗高原、安居渓谷、中津渓谷などの景勝地
・横倉山自然の森博物館、佐川地質館

＋

室戸岬では、巨大地震によって引起こされた台地
の一目で隆起が見られる。

・海洋深層水を活用したヘルスツーリズム
・四国霊場８８ヶ所巡り
・吉良川の町並み散策

＋

滞在型・体験型観光の推進
〈観光八策〉
四策：地域の自然・歴史・文化などを活かした県民参加による体験型観光資源の発掘と磨き上げの推進

高知県ジオパーク連絡協議会の設立（H21.2.13)
構成：県、室戸市、土佐清水市、芸西村、

本山町、仁淀川町、佐川町、越知町、
梼原町、日高村、津野町

ガイド養成
観光案内板の充実
推進組織の強化 など

別図（観３）
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＜付属資料＞
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アルファベット

用語 解 説

ＢｔｏＢ
「Business to Business」の略 (B2B と表記されることもある)。企業対企業の電子商取引を表

す。広義には、従来の電話や FAX に変わり、Web や電子メールなどを利用して、人間が受発注を
行うような比較的原始的なものも含む。

ＣＳＲ活動
ＣＳＲとは、「Ｃorporate Ｓocial Ｒesponsibility」の略で、 企業の社会的責任を意味す

る。収益を上げ配当を維持し、法令を遵守するだけでなく、消費者への適切な対応、環境問題への
配慮、地域社会への貢献などのために行う企業の活動。

ＤＩＹショップ 日曜大工のように自ら修理や物作りをするために必要な物を販売している店（ホームセンター）。

e-コマース
インターネットや専用線のようなコンピュータネットワーク上での電子的な情報交換によって、

商品やサービスを分配したり売買したりすること。

ＧＡＰ
「Good Agricultural Practice」の略。農作物の生産において、農産物の食品安全性や品質確

保、環境負荷低減、労働安全の確保等を目的に、農業生産工程を点検し、記録し、見直し改善して
いく管理手法。

ＨＡＣＣＰ
「Hazard Analysis and Critical Control Point」の略。日本語では「危険分析重要管理点」と

訳されており、「ハサップ」と呼ばれている。製造における重要な工程を連続的に監視・記録する
ことによって、一つひとつの製品の安全性を保証しようとする食品の衛生管理手法のこと。

ＩＰＭ

ＩＰＭ（Integrated Pest Management 総合的病害虫・雑草管理）とは、病害虫や雑草防除にお
いて、化学農薬だけにたよるのではなく天敵、防虫ネット、防蛾灯など様々な防除技術を組み合わ
せ、農作物の収量や品質に経済的な被害が出ない程度に発生を抑制しようとする考え方。これに基
づく防除技術は安全・安心な農産物の安定生産と、環境への負荷を軽減した持続可能な農業生産を
両立するために有効である。

ＩＳＯ１４００１

環境に配慮した組織運営を行うための国際規格をいう。企業などが環境問題に取り組んでいくた
め「仕組み」を定めて、実行していくための様々な事柄が要求されており、ＩＳＯ１４００１を取
得するためには、求められている事柄を満たす仕組みを確立し、維持して、審査登録機関による審
査を受けることが必要である。

ＪＡＳ制度
ＪＡＳとは、「Japanese Agricultural Standard」の略で、日本農林規格を意味する。農林水産

物やその加工品につけられる品質保証のための規格を定めている制度。

ＪＡ出資型法人
ＪＡが出資して設立された法人。県内で設立を進めようとするＪＡ出資型法人は、担い手が不足

している地域などで、地域農業の振興のために、ＪＡが経営を主導して事業（農作業の受託、農業
経営など）を行う農業生産法人のことで、産業振興計画ではこの法人のことを指している。

ＮＰＯ
「NonProfit of Organization」の略。政府・自治体や私企業とは独立した存在として、市民・

民間の支援のもとで社会的な公益活動を行う組織・団体。特定非営利活動法人、非営利組織、非営
利団体、市民活動法人、市民事業体をいう。

ＯＪＴ
「On-the-Job Training」の略。仕事の現場等で、業務に必要な知識や技術を日々の仕事を通じ

て習得させる能力開発手法又は習得させる研修、教育訓練。

ＰＤＣＡ（サイクル）
計画（Ｐlan）を実行（Ｄo）し、評価（Ｃheck）して改善（Ａction）に結びつけ、その結果を

次の計画に活かすプロセスのこと。

ＳＣＭ
「Supply Chain Management」（サプライチェーンマネージメント）の略。サプライチェーンマ

ネージメントの解説を参照。

ＶＪＣ事業
ビジット・ジャパン・キャンペーン事業の略称。2010年に訪日外国人旅行者数を1,000万人とす

る目標を掲げ、日本の観光情報を海外に発信するとともに日本の魅力的な旅行商品の造成等を官民
一体で推進するため国が提唱している事業。

あ行

用語 解 説

アクセシビリティ アクセスのしやすさの度合い。

用語の解説
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用語 解 説

あったかふれあいセンター
高齢者や子ども、障害者など誰もが集い活動し、子育てや生活支援、介護などのサービスを一体

的に提供する場所。（いろいろな補助金などを活用し、住民、事業者、専門家、行政の協働によっ
て設置される。）

アテンダント
受付係。この計画では、ジョブカフェこうちの受付係を指し、単なる受付業務を行うだけでな

く、来所者の悩みや相談内容等、来所目的に応じてキャリアコンサルタント等の担当者に対応を引
き継ぐ。

荒茶(あらちゃ)
収穫した茶の葉を蒸して揉む工程の後乾燥させたもので、含有水分が多く、大きさも不揃いな状

態のお茶。

アンテナショップ
企業や自治体などが自社（当該地方）の製品の紹介や消費者の反応を見ることを目的として開設

する店舗のこと。

移住コンシェルジュ
移住や中長期滞在等を希望される方の相談窓口として、さまざまな情報を提供する民間の案内

人。

磯焼け
海藻類が繁茂している水域を「藻場（もば）」と呼び、これが大規模に消失し焼け野原のように

なった状態を「磯焼け」という。磯焼けの原因は、海水温の上昇などの環境変化や藻食性魚類、ウ
ニ類による食害などが考えられている。

イニシャルコスト 施設や設備を新規導入する際に必要となる経費のこと。初期費用。

稲発酵粗飼料
稲の子実が完熟する前に刈り取り、ロール状にしたものを、長期保存を可能とするために乳酸菌

を加え、ビニールフィルムで包みサイレージ（発酵）化した牛の飼料のこと。

インキュベータ機能
インキュベータとは、卵を人工的に孵化させる孵卵器を意味する。この計画では、地域資源の情

報の収集と共有を図り、商品化等の検討を行う地域資源活用共有会議の果たす役割について例えた
もの。

インバウンドフォーラム

四国観光立県推進協議会と四国運輸局がタイアップして国のビジット・ジャパン・キャンペーン
の一環として取り組んでいる事業。東アジア地域の旅行会社やマスコミを四国に招いて、観光・宿
泊施設の視察や商談会を開催し、四国への旅行商品の造成や現地の雑誌等への四国の情報の掲載な
どを促進している。

エージェント 代理業者のこと。代理人。

駅から観タクン
駅のタクシーを利用して、周辺の観光地を格安料金で楽しんでいただくためのタクシー観光プラ

ン。ＪＲが中心となって展開しており、二次交通対策の一つとして県内での導入を目指している。

エコシステム栽培（認証）

園芸連が、生産者の取組を認証し表示する制度。化学合成農薬の使用だけに頼らず、生態系や生
産物への影響を少なくする、人と環境にやさしい栽培方法として、総合的病害虫・雑草管理技術
（ＩＰＭ技術）を取り入れた栽培管理の基準や高知県版GAP、土づくり等の要件を設け、審査し登
録する。

エコツーリズム
地域の自然や文化への理解を深め、より良い保全とゆとりある活用により、観光と産業を持続的

に発展させる活動。

エコファーマー
「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づき、都道府県知事から、たい肥

等による土づくりと化学肥料や化学合成農薬の使用の低減を一体的に行う農業生産方式を導入する
計画について認定を受けた農業者の愛称。

エコポイント
公共交通機関の利用によるＣＯ2削減やマイバックの使用など、環境にやさしい行動への対価と

してポイントが付き、それを地域の社会貢献活動などに還元できる仕組みのこと。

（高知県)園芸戦略推進会
議

輸入野菜の増加、国内競合産地との競争激化、量販店のバイイングパワーの増大などにより、危
機的な状況に置かれている本県園芸農業の立て直しを図るため、平成１２年９月に設置された「園
芸こうちパワーアップ戦略会議」を発展的に改組し、農業団体（中央会、園芸連、全農高知県本
部、県内の全農協）と県が一体となって園芸振興の課題解決を進めていくために平成１５年９月に
設置された県域の会議。

この会議の中に、本県園芸農業の抱える課題を①系統共販、②共同計算、③輸送、④安全・安
心、⑤資材コスト、⑥営農対策の６つのテーマに区分し、それぞれプロジェクトチームを設置し、
具体的な課題解決に取り組んでいる。

おいしい風土こうちサポー
ター

地産地消を県内全域に広げていくために、地産地消の取組に賛同し、率先して実践される方々の
こと。県への申込みによって、「生産」、「医療・福祉施設」、「観光施設等」、「食品加工」、
「量販店等」及び「消費者」の区分ごとに登録されている。
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用語 解 説

オランダウェストラント市

オランダは１０，３００ｈａものガラス温室を有し（高知県の園芸施設総面積は約１，６００ｈ
ａ）、天敵利用を主とするＩＰＭ技術や施設園芸において農薬や化学肥料の環境への負荷を極力抑
える技術で世界のトップランナーの国として認知されている。その中でもウェストラント市は、
４，３００ｈａのガラス温室が集中しており、パプリカ、トマト、ナス等の野菜類や花き類等、オ
ランダの中でも最も施設園芸農業の盛んな市であり、全域で先進的な環境保全型による園芸農業が
営まれている。

温存ハウス
農家自らが、天敵が必要なときにすぐ利用できるように、作物を栽培しているハウスとは別に、

育苗ハウスや利用されていないハウス等を活用して、土着天敵を維持したり、増やしたりするため
のハウス。

か行

用語 解 説

海外事務所 この計画では、高知県シンガポール事務所と高知県上海事務所のこと。

皆伐 一定範囲の樹木を一時的に全部又は大部分伐採すること。

価格安定制度

野菜の作柄は天候に影響を受けやすく、短期間に価格が大きく変動することから、野菜の生産・
出荷の安定を図ることで、野菜農業の健全な発展と国民の消費生活を安定させることを目的とした
国の制度。対象とする期間・市場に出荷した野菜価格が低下したとき、一定の要件を満たす産地の
生産者に対して補給金が支払われる。

活餌
生きている餌。この計画では、かつお一本釣り漁業で、かつおの群を船に引き寄せるために撒か

れる活きたかたくちいわし、まいわしなどのこと。

環境保全型農業
農業の持つ物質循環機能を活かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学

肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業をいう。

環境保全型農業のトップラ
ンナー

平成１９年に高知県が策定した「高知県環境保全型農業総合推進プラン」の中で示された、高知
県の農業が目指し、その地位を築いていくべき姿。全国のトップレベルにある取組として、天敵昆
虫や交配昆虫等の利用によるＩＰＭ技術、国際規格である環境ＩＳＯ１４００１を農家段階まで実
践した環境に配慮した取組、県内全域で確立している廃ビニール等の適正処理体制、ＪＡグループ
全体による残留農薬の自主検査体制等がある。

観光ガイドタクシー
この計画では、高知県観光ガイドタクシー認定制度実行委員会が認定した、高知の観光の知識と

優れた接客マナーをもつドライバーの運転するタクシー。地域を巡るタクシープランを設定して利
用促進などに努めている。

観光圏整備事業
観光地が広域的に連携した「観光圏」を整備することで、国内外の観光客が２泊３日以上滞在で

きるエリアの形成を目指す観光庁の補助事業。県内では幡多地域で、Ｈ21年度からの事業導入を目
指している。

乾燥材 建築用材などとして使用する前に、あらかじめ乾燥させた木材。

間伐
育成段階にある森林において、樹木の混み具合に応じて樹木の一部を伐採（間引き）すること。

残存木の利用価値の向上と森林の有する諸機能の維持増進を図るために行う。

企業コーディネーター
この計画では、（財）高知県産業振興センターが東京と大阪に配置し、ビジネスマッチングや販

路拡大のサポート、情報収集などを行う人。

企業的経営体 高い経営・生産管理能力を備え、雇用労働力を有効活用し、高所得を目指す大規模経営体。

木と人出会い館 林業・木材関係団体と建築士の団体が連携し、木造住宅等の情報を提供する施設。

機能診断マニュアル
耐用年数を経過し、老朽化が進む取水堰や排水機場など基幹的農業水利施設について、長寿命化

のために行う部分的な補修工事など、最適な予防保全手法の検討に必要な調査手順書で、施設の点
検・診断方法や余寿命の推定方法などを内容とするものをいう。

キャリアコンサルタント
求職者等が、適性や職業経験等に応じて自らが職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職

業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう、相談業務を行う人。ジョブカ
フェこうちに常駐する。
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用語 解 説

牛群検定
酪農家が飼っている乳牛１頭１頭の乳量や牛乳の成分、体重などを毎月１回（晩と朝で１セッ

ト）測定し、そのデータを集計して遺伝能力の改良や飼養管理の改善に活用するシステム。

共同計算制度

県産主要野菜の出荷販売において、①農協・農家間の過当競合の抑止と個々に生じるリスク緩和
と分散、経費コストの低減、②統一した規格・ブランドによる顧客への供給力と取引力の強化、販
路の確保と開拓、③農協や品目の調整・組合せによる計画出荷の充実と信頼の向上、県益の拡大と
適正分配、などの目的達成と販売メリットを高めるため、全農協による県域共同販売をもとにした
販売代金のプール計算を行う方法。

業務筋（中食・外食） ホテル、レストラン、居酒屋等の外食関係業者及び惣菜、弁当チェーンなどの中食関係業者。

魚礁
海底の隆起部で魚が集まり好漁場となる場所。自然の海底地形によるものは天然礁と呼ばれ、人

工的に構造物を設置したものは人工魚礁と呼ばれる。人工魚礁は形態により沈設型、中層型、表層
型に分けられる。

拠点ビジネス
農協や第三セクターなど、地域の中核となる組織を拠点にして、野菜や加工品などの製造販売

や、グリーンツーリズムなど観光交流のサービスなどを多角的、複合的に組み合わせたビジネス。

窪川アグリ体験塾

就農を予定している方や農業体験を希望する方を対象に、高知県立農業大学校が実施する研修の
こと。 Ｕ・Ｉターンによる就農予定者を対象の実習を中心とした長期研修、インターネットによ
る通信講座と農場実習（スクーリング）を組み合わせた新いなかビジネススクール、農業実践者を
対象とした営農大学講座や女性農業者講座などのほか、様々な研修・講座を開設している。

クラインガルテン
ドイツ語で「小さな庭」という意味の簡易宿泊施設のある滞在型市民農園。1 区画ごとに休憩や

簡易宿泊が可能な小屋（ラウベ）が設けられる。日本では1990年代から全国各地で整備されてい
る。

グリーン・ツーリズム
農山漁村地域の豊かな自然に親しみ、そこに息づく暮らしや文化、人々との交流を楽しむ滞在型

の余暇活動のこと。

クリーンエネルギー
太陽光、太陽熱、地熱、風力、水力などの自然エネルギー及び水素エネルギーなど、環境に負荷

のかからないエネルギー。

クリエイター
デジタルコンテンツの制作者、デザイナー、イラストレーター、漫画家、作家、作曲家、画家な

ど創造的な活動を行う人。

グレーディング機器 製材品等をグレード（等級、品等）区分するために用いる機器。

黒潮牧場 かつおやまぐろ類を対象に土佐湾に設置（現在12基）されている表層型浮魚礁。

経営革新塾
国からの委託を受け、商工会議所等が実施している新事業展開等を目指す若手後継者の方などを

対象に経営戦略、組織マネージメント等の知識、ノウハウ等、経営革新に役立つ知識を20～30時間
で習得する講座。

経営革新等認定企業
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく経営革新計画を策定し、承認された

企業等。

経営診断システム
この計画では、農家の経営改善や経営発展を図るために、農家個人の経営実績を栽培作物毎に分

析するシステムのことで、ＪＡグループ高知が平成２１年度中の稼働を目指している。

系統（販売） 農家が、農協、園芸連を通じて農産物を販売すること。

系統共販
農家が、園芸連が定める選果選別規格に基づき、農協を通じて園芸連経由で、県内外の園芸連取

引会社において一元的に販売する方法。

県漁協
高知県漁業協同組合。県内２５の海面漁協が合併して平成20年４月１日に発足した。組合員数１

万３千人（県内シェア55％、H19)、販売取扱高116億円（県内シェア：70％、H19）で四国最大の規
模を有する。
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県認証

この計画では、「高知県無農薬・減農薬栽培農産物認証」の略称で、県が農産物の栽培方法を認
証し表示する制度。農薬を使用しない栽培、又は節減対象農薬の成分回数を慣行栽培の５割以上あ
るいは８割以上減らした栽培を認証する。栽培計画が認証された農産物には、県の環境保全型農業
の統一キャラクター「エコタン」を貼付することができる。

コールセンター
企業において、オペレーターが集約的に、電話等を利用して顧客へのサービス提供を専門に行う

応対センターのこと。こうした業務は、社内に部署を設置するほか、近年は、専門会社に委託する
傾向にある。

高性能林業機械
従来のチェーンソーや集材機等に比べ、作業の効率化や労働強度の軽減等の面で優れた性能を持

つ林業機械。

こうち型集落営農
過疎化・高齢化が進行する中山間地域を中心に、集落内の合意形成により、有望な園芸品目等を

導入し、農業で生活できる所得を確保する仕組み。

こうち環境・安全・安心点
検システム

高知県版ＧＡＰと同義。ＧＡＰという概念を、農業者にとってより親しみやすい形で取り組んで
もらえるよう工夫したもの。

高知県食品衛生管理認証制
度

ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた、県独自の衛生管理基準に適合する食品関連施設を認証する制
度。平成１５年に創設し、食品関係営業者の自主衛生管理の向上を図り、消費者に安全性の高い食
品を提供することを目的としている。

平成２０年度末で「魚肉練り製品製造業」や「鰹のたたき製造業」等の８業種で、業種ごとに基
準が定められている。

高知県版ＧＡＰ

高知県では、園芸農業を主とする産地の状況に合わせて、独自に高知県版GAPとして、農業者自
らが主体的に生産から出荷までのそれぞれの工程管理を点検し、必要に応じて内容の改善に役立て
る「こうち環境・安全・安心点検シートその１」と、農業団体や集出荷場が主体的に流通段階での
工程管理を点検し、必要に応じて内容の改善に役立てる「こうち環境・安全・安心点検シートその
２」とを作成し推進している。（「ＧＡＰ」参照）

高知県木材情報センター
消費者や木材関係者に最新の木材関係の情報を提供している（財）日本木材総合情報センターの

支部組織として、各県に配置されている木材に関する相談所のこと。高知県では（社）高知県木材
協会内に設置されている。

こうち産業振興基金
（財）高知県産業振興センターに100億円の基金を造成し、平成19年度から10年間にわたり運用

益を活用することにより、地域経済の活性化を支援している。

高知COE推進本部
県内の産学官の連携による研究開発の推進と研究成果の事業化の支援を行うため、(財)高知県産

業振興ｾﾝﾀｰに設置した本部（平成18～19年度）。【※COE：ｾﾝﾀｰ・ｵﾌﾞ・ｴｸｾﾚﾝｽ（卓越した科学技術
振興の拠点）】

高知しごとネット
県庁のホームページ内に開設した国や県、民間の職業紹介事業所等の就職支援の情報を一元的に

集約した専用ポータルサイト。

高知ジュニア博士

学校給食への地域特産物の供給や、生産者の食農教育により、高知県の特産物の味を知り、農業
や生産者のことをより深く理解する子ども達を育てることで、家庭や地域の中で特産物についての
伝達ができ、将来の高知県の農産物の応援団になってもらおうとする事業の中で指す子どものこ
と。

高知野菜１１人きょうだい
「アンパンマン」でおなじみの漫画家やなせたかし先生による１１種類の高知やさいをきょうだ

いに見立てたキャラクター。１１品目は、高知の基幹品目みょうが、オクラ、なす、きゅうり、シ
シトウ、こねぎ、ピーマン、しょうが、メロン、米ナス、にら。

高知やさい体操

園芸こうち販売促進事業実行委員会（園芸連、高知県、ＪＡグループ高知)の取組の一貫。高知
県で採れる野菜や、野菜の大切さを、多くの方々に知っていただくきっかけづくりとするため、Ｎ
ＨＫおかあさんと一緒でおなじみの「佐藤ひろみち」さんと「谷口くにひろ」さんのご協力により
「高知やさい体操」と「高知やさい体操 おひさまの味」の楽曲が平成２０年２月に完成。県内外
のイベント時に生産者、農業関係者等が実演し、高知やさいのＰＲを行っている。

高知よさこいファクトリー
平成13年度に、県、産業振興センターの支援により、県内製造業者の受注拡大等を目的として、

インターネット上に設立されたポータルサイトの名称。現在は、ポータルサイトへの登録企業等で
組織する高知よさこいfactory推進協議会により運営されている。

高等技術学校
職業能力開発促進法に基づき設置された県立の公共職業能力開発施設で、高知・中村の２校があ

る。職業に必要な技術･知識を習得するための訓練を実施している。

合法木材
世界中で横行している違法伐採を防止するため、それぞれの国の森林関係の法令において、合法

的に伐採されたことを証明された木材のこと。

329



用語 解 説

子ども農山漁村交流プロ
ジェクト

Ｈ20年度からの５年間に、農山漁村で１週間程度の宿泊体験活動（農林漁家での宿泊体験を含
む）を全国２万３千校の小学生（５年生）に経験してもらう事業。総務省、文部科学省、農林水産
省の連携施策事業として実施している。

コミュニティ・ビジネス
地域の課題を地域住民が主体的に、ビジネスの手法を用いて解決し、また、コミュニティの再生

を通じて、その活動の利益を地域に還元する取組のこと。

コラボ（販売）企画
この計画では、地域野菜等の販売戦略として、地域の一次産品や観光資源等を活用しながらス

トーリー性を持たせ、販売拡大や生産拡大につなげる企画。

コンシェルジュ機能
お客さまの求めに応じて、各種の情報を一ヶ所で総合的に案内する機能。案内だけでなく、宿泊

などの手配を含む場合もある。

コンテンツビジネス
漫画や写真、映像、音楽、コンピュータゲームなど創造的活動によって生み出されたものを活用

したビジネス。

コンパクトシティ
様々な機能を中心部に集中させた都市のことで、機能を集めることによって、相乗的な経済交流

活動が活発になり、中心市街地の活性化が期待できるとされている。

さ行

用語 解 説

再生稲
稲を刈り取った株から再生して出てくる稲のことで、ひこばえ、二番穂とも呼ばれる。牛の飼料

として利用するために、肥料や水を与えて成長させる。収穫量は苗から育てた稲の半分程度である
が、育苗や田植えが必要ないことから栽培コストがかからないというメリットがある。

作業道
林道などから分岐し、立木の伐採、搬出、造林などの林内作業を行うために作設される簡易な構

造の道路。

サテライト
この計画では、ジョブカフェこうちの支所のことで、主にキャリアコンサルタントによる個別の

就職相談や職業適性検査、就職に関する情報などを無料で提供する。高知市本部に対して、衛星
（サテライト）のような施設。

サテライト会場
この計画では、「土佐・龍馬であい博」で、地域への誘客の核として設置するサブ会場。その地

域の情報をきめ細かく発信することで、誘客を図る。

サプライヤー 商品などの供給者。商品製造業者。

産地市場
主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のため、その水産物の陸揚地に

おいて開設される市場。

残留農薬基準
食品衛生法第７条に基づく食品規格で、農産物などに残留しても許容される農薬の最大上限値を

定めたもの。この基準を超えて農薬が残留している農産物は、国産品・輸入品問わず、流通・販売
などが禁止されている。

ジェトロ
「Japan External Trade Organization」日本貿易振興機構の略称。国際見本市の開催、輸出促

進への協力などを行う。

四国観光立県推進協議会
四国４県とＪＲ四国の５団体で構成する観光協議会。海外や首都圏への情報発信、旅行会社や航

空会社とタイアップした四国のキャンペーンを展開するなど、四国の認知度の向上や誘客促進に取
り組んでいる。

実需者

実際に商品を購入して消費する者。例えば、地産地消の取組で、野菜を作る人を生産者、それを
材料として購入して客に食事を提供する宿泊施設を実需者という。青果物流通の場合の実需者と
は、卸会社、仲卸から先の量販店、量販店の共同仕入れ組織、外食（レストラン等）、中食（惣菜
業者等）、食品加工業者（漬物等）、食品問屋等のこと。

地鶏肉特定ＪＡＳ認定
地鶏肉の品質に関する表示方法や生産方法等についての基準を定め、その過程等について登録機

関が認定を行うもの。認定製品にはＪＡＳマークを貼付できる。

自伐林家 自己の所有する森林で伐採・搬出などを行い林業を営む林家。
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用語 解 説

遮光ネット
減光や日長の調節、温度上昇抑制などを目的として作られた、ポリエステルなどを素材とする資

材。作物の種類や使用する目的により遮光率や色が異なる。

重油代替暖房機
重油以外のエネルギー源を使用する暖房機。施設栽培用暖房機のエネルギー源として、木質バイ

オマス、電気等が検討されている。

集落営農
集落単位で農業生産活動の一部又は全部を共同で行う営農形態をいい、この場合において、規約

や収支計画・事業計画に基づいて活動する組織を「集落営農組織」という。

主業農家 農業所得を主とし、６５歳未満で年６０日以上農業に従事している者がいる農家をいう。

種苗（大型・小型）

放流用や養殖用の魚類などの稚魚のこと。 県では、ヒラメ、エビ類等の種苗を人工的に生産し
放流用として配付している。これまでの放流用種苗のサイズはヒラメ40mm、クマエビ15mmと小型で
あったが、今後は放流効果を向上させるため、より大きく育成したヒラメ（60mm）、クマエビ
（35mm）も放流用種苗として生産する。

商社機能

・蓄積した情報収集・分析機能や市場開拓機能。
・事業経営に関わるノウハウ、リスクマネジメント機能。
・IT（情報技術）、LT（物流技術）、FT（金融技術）、MT（マーケティング技術）
などの機能のこと。

商品計画機構
県、市町村、産業団体等の出資により設立した「株式会社高知県商品計画機構」のことで、県内

資源を活用した商品開発・改良、販売戦略の確立、販路開拓・拡大の支援を行っている。

食育
生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等が図られるよう、自らの食につ

いて考える習慣や食に関する様々な知識と食を選択する判断力を楽しく身につけるための学習等の
取組をいう。

食農教育
農業分野と教育分野が一体となり、食料と農業に関する学習や農業体験学習等を通じて、食べ物

や食生活、農業・農村について正しい理解を深めるための教育をいう。

ジョブカフェ（こうち）
若年者のための就職支援相談センターで、高知市帯屋町に開設。併設のハローワークと連携し

て、職業相談から職業紹介まで、ワンストップでサービスを提供している。

飼料用米 飼料の原料として生産される米（稲の子実）のこと。

森林施業プランナー
森林を所有する方に、森林の管理などに必要な施業の方法、間伐等に必要な経費、木材販売見込

額などを明らかにした提案書「森林施業プラン」を提示するなど、きめ細かなプランを作成できる
人。

森林セラピー
森林浴、森林レクリエーションを通じ、森林が彩なす風景や香り、音色、肌触りなどによる、森

のいのちや力を感じるような心理的効果や、森林の地形、自然を利用した医療、リハビリテーショ
ン、カウンセリングによる健康回復、維持、増進活動。

森林認証制度
持続可能な森林経営の行われている森林を第三者機関が評価、認証し、そこから生産された木材

などの林産物を区分することにより、消費者がこれらの林産物を選択し、購入できるようにする民
間主体の制度。

森林保全ボランティア
森林の整備・保全に係わるボランティア。森林所有者に代わり、維持管理ができなくなった森林

などの整備を行う。

水源かん養
雨水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水を防止したり、土壌を通過することによ

り水を浄化するなど、豊かな水を生みだす森林の働き。

好き好き高知の野菜大好
きっ子宣言チーム

生産者による食農教育により高知県の農業や野菜についての理解を深めることで、子どもたちが
主体で高知県の主要野菜を使った学校給食へのメニュー提案等、そういった主要野菜を使った学校
又はクラス単位での取組を通じて、高知の野菜好きの子どもたちを育てていく事業の中で指す子ど
もたち（クラス単位など）のこと。

生産工程管理ウォッチャー
システム

農業者や農業団体、集出荷場が取り組む高知県版GAP等の生産から流通に至る工程管理の実施状
況、記録の保管、取組の改善状況等について、消費者等の第三者を含むメンバーらによって確認し
てもらう仕組み。

生産履歴記帳
JAグループが実施する「生産履歴記帳運動」で、資材の誤った使用を防ぎ、適正に使用するた

め、主に農薬や肥料の種類、施用時期、使用量などについての記帳、回収、チェックを実施する。
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用語 解 説

接着重梁
大スパンの構造の場合に、単一材ではその断面に限度があるため、単一材を重ねて接着し、厚み

を大きくした梁のこと。集成材の一つ。

施肥基準

気象や土壌等の条件にあった施肥量や施肥の時期を定めたもの。環境保全型農業の進展には、作
物や地域の気象、土壌等の条件にあった過不足のない適正な施肥が重要である。そこで、各都道府
県において、施肥量の目安になる施肥の基準値や方法を策定しており、これらの情報を技術指導者
等を通じて農業者の方に伝えるための目安となる施肥基準を作成している。

た行

用語 解 説

太陽熱消毒
太陽熱を利用することで環境に負荷をかけることなく、土壌伝染性病原菌や土壌中の害虫、雑草

等を駆除する方法。通常、農地を透明なポリエチレンで覆うことによって行う。

湛水処理

畑の土壌病原菌は酸素の豊富な条件で生息しやすく、逆に湛水して酸素不足の状態にすると病原
菌は死滅しやすくなる。このような性質を利用して、古くから畑に水をためて水田状態にするなど
の生物的防除法のこと。湛水処理には、病原菌の減少効果のみでなく、作物の残さや残根の分解促
進効果、土壌線虫の減少効果、作物に余分な成分である塩類等の除去効果、雑草の抑制、ほ場の均
一化等の作用があり、低コストな生物的防除法として重要な方法の一つ。

単版工場
丸太から大根の「かつらむき」のように薄くはぎ取った板（貼り合わせると合板になる）を製造

する工場。

地域コーディネート組織
広域的な観光情報の発信や問い合わせへの対応、着地での旅行手配などをワンストップで行う組

織のこと。この組織があると観光客の利便性が格段に向上し、旅行会社も旅行商品を作りやすくな
る。また、広域的に観光振興を図る際に中心的な役割を担うことになる。

地域コンソーシアム 事業を行うことを目的とした地域の企業やNPOなどによる連携体制。

地域支援企画員
市町村と連携しながら、実際に地域に入って、住民と同じ目線で考え、住民とともに活動するこ

とを基本に、それぞれの地域の実情やニーズに応じて支援を行う県職員。（現在６０名が市町村に
駐在）

地球温暖化
人間活動による二酸化炭素やメタンなどの放出量が増大し、大気中の温室効果ガスの濃度が高ま

ることによって起こる現象で、地球の気温が気候の自然な変動の範囲を超えて上昇すること。

着地型旅行商品
着地（旅行先）の旅行会社などが企画した現地発着ツアーのこと。例えば、東京で高知への旅行

商品を売る場合は発地型旅行商品というのに対して、着地の高知で「龍馬を巡る旅」などを企画し
て売ることを着地型旅行商品という。

中山間地域等直接支払制度

農業生産活動の条件が不利な中山間地域等において、農家に対する一定額の交付を通じて農業生
産活動を維持できるようにし、耕作放棄地の発生を防止することによって、農地・農村の有する多
面的機能を確保する制度。この制度では、集落内の農家が協定（集落協定）を結び、農業生産活動
を５年以上継続する必要がある。

中心市街地活性化基本計画
「中心市街地の活性化に関する法律」に基づき、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ

一体的に推進するため、市町村が策定する基本的な計画のこと。内閣総理大臣が認定を行い、認定
を受けた基本計画に基づく事業に対して、国より集中的かつ効果的な支援が受けられる。

直販店・直販所
常設店舗であって、生産者又は生産者グループが自らが生産、又は製造したものを直接販売する

ところ。

テストマーケティング
新商品の本格的な市場参入に先立って、試験的に実市場で販売や広告宣伝活動などを行い、その

反応を調査・検証する活動のこと。

出前授業
この計画では、主に県外消費地の学校等に出向いて、本県園芸品への理解を深めるとともに消費

拡大を図ることを目的として、園芸品の生産に関わる者が、直接本県の園芸農業の概要や環境保全
型農業への取組紹介、本県園芸品を使った調理実習等を行うことをいう。

電子商取引 ｅコマースとも言い、インターネット上で全ての商取引を行う仕組み。

土佐はちきん地鶏
いずれも高知県原産の土佐九斤と大軍鶏を交配させたクキンシャモの雄と白色プリマスロックの

雌から生まれた高品質肉用鶏。ほど良い歯ごたえと脂質の少ない地鶏本来の旨さが特徴。
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用語 解 説

特栽ガイドライン

生産された地域の慣行レベル（各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料（窒素
成分）の使用状況のこと）に比べて、節減対象農薬の使用回数が５割以下、かつ化学肥料の窒素成
分量が５割以下で栽培された「特別栽培農産物」に係るガイドライン。平成１６年４月に改正さ
れ、化学合成農薬や化学肥料の使用状況に応じて区分毎に設定されていた名称（無農薬・無化学肥
料・減農薬・減化学肥料栽培農産物）が「特別栽培農産物」に統一された。

篤農家
優れた生産技術を持ち、高収量・高品質を実現することで安定した農業経営を行っている、地域

のモデルとなる農家をいう。

特用林産物 林野から産出される木材以外の産物。きのこ、木炭等。

土佐ジロー
高知県原産の天然記念物土佐地鶏の雄と米国原産のロードアイランドレッドの雌を交配して生ま

れた卵肉兼用の地鶏。卵は小ぶりながら濃厚な味、肉は適度な歯ごたえがあり深い味わいが特徴。

土佐のいい物・おいしい物
発見コンクール

県内事業者の有する優位性を持つ商品を発掘、ＰＲすることによって、商品改良や販路開拓を支
援することを目的に開催するコンクール。平成１２年度に第１回コンクールを開催して以来、現在
までに７回開催している。

土佐の料理伝承人
高知の豊かな食文化を伝えるため、地域の郷土料理について卓越した知識・技術をもち、伝承活

動に取り組んでいる、市町村長の推薦により県が選定した５６団体・個人の方々をいう。

土佐・龍馬であい博

2010年のＮＨＫ大河ドラマ「龍馬伝」の放送にあわせて開催する博覧会。高知駅前に誘客の核と
してドラマ関連の情報を発信するテーマ館と、観光や物産の情報を一元的に発信する情報発信館を
設置するほか、滞在型・体験型観光の推進に向け、県内各地で「自然」や「食」、「歴史」や「文
化」などの魅力を活かしたイベントを実施する。

土壌診断処方箋
作物の収量や品質の向上あるいは養分の過不足による生育障害等を改善していくために、生産者

への①聞き取り、②土壌診断、③理化学性の分析診断、④作物診断等によって、その症状や改善目
的に応じた対策の処方箋を示す。土壌の性質や作物の種類によって基準値は異なる。

土着天敵

地域に生息している土着の昆虫やクモ等その他生物で、作物に被害を及ぼす害虫の天敵となるも
の。土着天敵は、特定防除資材（特定農薬）として指定されている。天敵を活用した防除には、
メーカー等によって製品資材化されており、農家がいつでも購入できる状態の天敵を利用する場合
と、地域にもともといる土着の天敵昆虫を利用する場合とがある。ハウスなどの閉鎖系空間では購
入天敵中心の利用が多いが、ほ場が周りの自然と連続している露地栽培では土着天敵が比較的利用
しやすい。

土着天敵リレー

作物の栽培が終了後、ほ場内で自然に増えた土着天敵を、栽培期間が異なる別のほ場の作物等へ
移動させてリレーしていく方法。ほ場内で増えた土着天敵は、作物の栽培が終了してしまうと維持
できなくなり、農家はまた次の栽培の際に天敵を探して捕獲してこなければならないことから、高
知県で始めた方式。同じ地域内でリレーする地域内リレーと、山間部と平野部等の気象条件が異な
る地域間でリレーする地域間リレーがある。（ただし、生態系が異なるため、県をまたぐ土着天敵
のリレーは農薬取締法で禁止されている。）

トップセールス この計画では、知事が、県内製品の特長や優秀性を宣伝し、積極的にセールスを行うこと。

な行

用語 解 説

中食（なかしょく）
レストランなどで食事をする外食と、家庭で料理を作って食べる内食（うちしょく）との中間

で、コンビニエンスストア、スーパーマーケットなどで販売されている調理・加工済みの弁当やそ
う菜を家庭や職場、学校などで食べること、又はその食品のことをいう。

南国そだち
平成１８年に県奨励品種に採用された県育成の極早生品種で、７月中の出荷が可能な良食味米。

コシヒカリとのリレー出荷により県外消費地での有利販売を目指している。

肉豚地域保証価格
豚肉の市場価格が下落したときに、生産者積立金により補てん金の交付を行う基準となる各都道

府県団体が定めた地域保証価格。

ニューツーリズム
テーマ性が強く、人や自然とのふれあいなどの体験的な要素を取り入れた旅行のこと。テーマと

しては産業観光、エコツーリズム、グリーンツーリズムなどがあり、旅行会社主導でなく地域側が
旅行商品を作るという特徴がある。

乳用牛舎快適性改善モデル
牛舎の暑熱対策や給水施設、飼槽などの改善により乳牛の快適性を向上させることで、個体能力

を今以上に引き出し、乳量や乳質が改善されることを実証するモデル農家。
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用語 解 説

認定農業者
農業経営基盤強化促進法に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を目指して、自ら作成した５年

後の目標とその改善策を内容とする「農業経営改善計画」が市町村長の認定を受けた農業者をい
う。

農業環境規範

我が国の農業生産全体を環境保全を重視したものに転換するため、農業者自らが取り組むべき規
範として国が平成１７年３月に策定。作物の生産においては、土づくりの励行、適切で効果的・効
率的な施肥、効果的・効率的で適正な防除、廃棄物の適正な処理・利用、エネルギーの節減等、農
業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき事項をまとめたもの。農業者自らが生産活動を点検
し、改善に努めるためのものである。

農業生産法人
農業経営を行うため、売買や貸借により農地の権利を取得できる法人。農地法では、原則として

農業生産法人以外の法人は、農地の取得・使用ができないとされている。

農作業受委託組織
農地の所有者等から農作業の一部又は全て作業の委託を受け、委託者に代わって現実に農作業を

行う組織。

農商工ファンド
中小企業者と農林漁業者が連携して行う新たな取組に助成するために、国の地域中小企業応援

ファンドの仕組みを活用し、県や市町村等も基金の積み増しをして、高知県産業振興センターに設
置した基金。

農林漁家民宿
農林漁業や田舎の生活が体験できたり、とれたばかりの新鮮な素材を活用した料理を味わうこと

ができる、農家、林家及び漁家等が経営する宿泊施設。

農林漁家レストラン
農林漁家自ら又は農林漁家との密接な連携の下で、その農林漁家が生産した食材又は地域の食材

を使って調理・提供している、当該地域に立地するレストラン。

は行

用語 解 説

排液処理装置

養液栽培から生じる排液に含まれる余剰の硝酸態窒素やリンを処理する装置。水田土壌中の微生
物の力で硝酸態窒素を無害な窒素ガスに変え、またカキ殻によりリンを除去する。栽培期間を通じ
て窒素・リン共に総理府令に定められた排水基準値以下を維持できる。ミョウガの排液については
培地の色素についても分解する必要がありさらに改良が加えられている。

配合飼料価格安定制度
配合飼料の原料となるトモロコシなどの価格高騰による畜産経営の損失を緩和するための制度を

いう。

排出量取引（制度）
国や企業ごとに温室効果ガスの排出枠（キャップ）を割り当て、枠を超えて排出した国（企業）

と余っている国（企業）との間で排出枠を取引（トレード）し、結果として全体の排出量を一定量
以下に収める制度。

バイヤー
商品を買い付ける仕事をする人。商品選定、仕入価格、売買戦略などを卸売業者や生産者等と商

談する担当者。

浜加工
地元で水揚げされる水産物を、漁協の女性グループや青年グループなどが、比較的小さな規模で

干物や練り製品などの水産加工品に加工することをいう。

梁桁ネットワーク
県内の製材業者や木材流通業者がネットワークを組んで、県産の梁桁材を常時一定量ストック

し、消費者ニーズに応えようとする取組。

ハンズオン支援
ハンズオン（Ｈａｎｄｓ－Ｏｎ）とは、直訳で「手を置く（触れる）」との意味。ハンズオン支

援とは、専門家等が直接的に手取り足取り指導することをいう。

ヒートポンプ
水を低いところから高いところへ押し上げるポンプのような原理で、低温側から高温側へ熱を移

動させる仕組み。低い温度の熱源から冷媒（熱を運ぶための媒体）を介して熱を吸収することに
よって、高い温度の熱源をさらに高くする機器。

光センサー選果機

光センサー（非破壊糖度センサーともいう）とは、果実の１個１個に光を照射し、果実内部を透
過あるいは、反射してきた光の量を分析して、糖度・酸度・内部障害などを測定する装置。ミカン
やリンゴなどの果実の選果機に導入することで、切ったり、傷をつけることなく内部品質の検査が
可能。本県では、農協の選果場で、温州ミカン、土佐文旦、小夏などの選果・選別に利用されてい
る。

ビジネスマッチング
中小企業やベンチャー企業、起業家の事業展開を支援するため、それらの企業等とビジネスパー

トナーの出会いの場を提供し、ビジネスパートナーとの事業連携や事業提携等を図ろうとするも
の。
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用語 解 説

非破壊糖度センサー

光センサーと同義語で、果実の１個１個に光を照射し、果実内部を透過あるいは、反射してきた
光の量を分析して、糖度・酸度・内部障害などを測定する装置。大規模な選果機に導入されるタイ
プや、ポータブルタイプで、生産ほ場や農家の選果場、小売店などでも手軽に糖度を測定すること
ができるタイプがある。

フードビジネスクリエイ
ター

一次産品の高付加価値化のために、食品の加工・製造や品質管理、機能性食品の生産に関する技
術のほか、商品開発や分析、経営にいたる幅広い知識を持った、食品産業の中核を担う人材のこと
を指す。

副業型林家
森林の所有の有無にかかわらず、森林整備や木材の生産活動にかかわって、林業の営みを副業的

に行っている人々の総称。

ブラッシュアップ 商品の特性にみがきをかけ、さらに良くすること。

ブルーツーリズム
漁村に滞在して、漁業体験やその地域の自然や文化に触れ、地元の人々との交流を楽しむ余暇活

動のことをいう。

プレカット
木造住宅の建設において、従来、大工が手で刻んでいた木材の継手・仕口などを、工場に設置さ

れた自動工作機械で加工すること。

プロダクトアウト
企業が商品開発・生産・販売活動を行ううえで、企業側の有する技術や優位性などを基本に、そ

れらの事業活動を取り組んでいこうとする経営姿勢。マーケットインの反意語。

ヘルスメイト
地域で食生活改善を主なテーマとして、健康づくりのためのボランティア活動をしている「食生

活改善推進員」の愛称。

ポータルサイト インターネットに接続するときに、玄関口となるウェブサイト。

ホームユース調査
お客様に、自宅に商品を持ち帰っていただき、使用後に意見や感想をアンケートにより収集する

こと。

ポジテイブリスト制度

残留基準が設定されていない農薬が残留する食品の流通・販売等を禁止する制度。食品中に残留
する農薬について食品衛生法第１１条に基づき、残留基準が設定されているが、基準が設定されて
いない農薬が含まれる食品については規制が困難であることから、平成１８年５月から導入され
た。

ま行

用語 解 説

ＭＹ遊バス
土・日・祝日・ＧＷ・夏休みなどに(財)高知県観光コンベンション協会が運行している定額料金

で一日乗り放題のバス。現在は、ＪＲ高知駅～五台山～桂浜のコースを運行している。路面電車も
市内190円区間は乗り放題の特典がある。また、夏休みには、四万十周遊川バスも運行している。

マーケットイン
企業が商品開発・生産・販売活動を行ううえで、商品・サービスの購買者のニーズを優先し、購

買者の視点で商品開発を行うとともに、購買者が求めている数量だけ提供していこうとする経営姿
勢。プロダクトアウトの反意語。

前処理加工
魚類の場合では、魚類の料理や加工品の材料とするために、魚のうろこを剥ぎ、エラや内臓ある

いは頭部を除いた状態やさらに３枚におろしたり、切り身の状態に加工することをいう。下ごしら
えのことをいう。

まちむら交流機構

（財）都市農山漁村交流活性化機構の愛称。都市住民の自然・ふるさと志向とこれに対応して豊
かなむらづくりを進めようとする農山漁村の意向を踏まえて、都市と農山漁村の交流を積極的に推
進するとともに、都市と農山漁村が一体となった地域活性化のための国民的規模の運動を展開し、
もって農山漁村の活性化を図り、国土の均衡ある発展及び自然と調和のとれた豊かでうるおいのあ
る社会の実現に資することを目的としている。

マルチ資材
作物に好適な土壌環境をつくるために、土壌の表面を覆うプラスティックフィルムなどでできた

資材。効果として、乾燥、加湿など土壌の水分調節、地温調節、雑草の発生抑制などがある。

マルチ栽培

地面をシートフィルム等で被覆し、地温や土壌水分の調節、病害虫、雑草の防除等を図る栽培技
術。ミカンなどの果樹類では株元やほ場全体にシートフィルムを被覆し、雨水の侵入を防ぐことで
適度な水分ストレスを与え、糖度の向上や着色促進などの品質向上に利用。近年、消費者の高品質
嗜好の高まりに対応し導入が進んでいる。
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用語 解 説

木質バイオマス
バイオマスとは再生可能な生物由来の有機性資源で、樹木からなるバイオマスのことを木質バイ

オマスという。樹木の木部、樹皮、葉などで、林地に残された材や製材工場の残材、建築解体木材
も含む。

木質ペレット
木材を粉砕、圧縮、成型した固形燃料で、長さは１～２ｃｍ、太さは６～１２ｍｍ程度の円筒状

のもの。

木造住宅指定団地
調和の取れた良好な街並みを形成するため、県産材を使った一団（１０戸以上）の木造住宅を建

築することを条件に県が指定する住宅団地。

モニタリング
企業等が、実際に商品を使用しているモニターに対し、使用感や感想を収集するリサーチ手法。

また、企業の消費者調査等において、サービス評価などの日常的・継続的な点検のこと。

森の工場
一団の森林を対象に、林業事業体が森林所有者と森林の管理に関する協定や受委託契約を結び、

計画的・効率的に間伐などの森林整備を実施し、収益や安定的な雇用の確保等を図りながら、持続
的な林業経営を行う森林の団地。

や行

用語 解 説

野菜ソムリエ
野菜や果物の美味しさや楽しさを理解し、伝えることのできるスペシャリストとして日本ベジタ

ブル＆フルーツマイスター協会が認定している人のこと。高知県では、高知県の農業、食文化を学
ぶ講座を受講した野菜ソムリエを「高知の野菜ソムリエ」として登録している。

山元土場（ストックヤー
ド）

木材を山から加工場等へ輸送する際に一時的に利用する木材の集積場所のうち、伐採現場に近い
山元に構える貯木場のこと。必要に応じて木材の太さや長さ、品質に応じた簡易な仕分けを行う機
能を持つ。

有機JAS（有機JAS認証制
度）

農林水産大臣に登録を受けた第三者機関（登録認定機関）が、有機農産物等の生産工程管理者
（農家や農業生産法人等）や製造業者を認定し、認定を受けた者は、有機農産物や有機加工食品に
ついて、有機JAS規格に適合しているかどうかを格付けし、その結果、適合していると判断したも
のに有機JASマークを付すことができる制度。有機ＪＡＳマークがない農産物に「有機」や「オー
ガニック」等の表示を付すことは法律で禁止されている。

有機農業
化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと、遺伝子組換え技術を利用しないことを基本

として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる
農業をいう。

有機のがっこう

平成１８年４月、有機農業の実践者を育成し、修了生の県内への定住を図り、有機農業の振興と
地域の活性化を促進するため、ＮＰＯ法人「黒潮蘇生交流会」と県の協働により土佐町に開校した
研修施設。有機農業に関心があり県内での新規就農希望者、又は環境保全型農業の実践希望者を対
象に１年間の研修を実施。

優待レンタカー制度
一般的なレンタカーに特典を付加したレンタカー制度。例えば、四国内での乗り捨て料金を無

料、又は格安にするなどして、公共交通機関を利用しての観光が難しい地域をレンタカーで観光し
てもらうという二次交通整備の試み。

養液栽培

植物の生長に必要な養水分を、液肥として与える栽培方法。培地を用いない水耕栽培、噴霧耕
と、培地を用いた固形培地耕とがある。現在、トマトやナスなどのナス科の野菜、ホウレンソウや
レタスなどの軟弱野菜、メロンやイチゴなどの果物的果菜類、バラなどの花卉に多く用いられてい
る方法である。高知県ではミョウガでも多く普及している。

養殖共済制度
中小漁業者の経営の安定化を図るため、漁業災害補償法に基づき、養殖中の養殖生物が台風、赤

潮、病害虫等により死亡、流失等の損害を受けた場合、その損失を国が最終引受先となり補償する
共済制度。漁業共済に加入すると、法律等にもとづき国や都道府県から掛金の助成も行われる。

よさこいネット
(財)高知県観光コンベンション協会が運営する高知県の観光情報ホームページ。県内の季節ごと

のイベント情報なども掲載しており、年間約380万件のアクセスがある。

４定条件
定時・定量・定規格・定価格のこと。大型量販店や外食産業等は、品質・鮮度・数量等の面で商

品を安定的に供給していく必要があることから、その仕入元に対して、「4定条件」を強く求める
傾向にある。

ら行

用語 解 説

楽天市場「まち楽 高知」

楽天株式会社の運営する日本最大級のｅ－コマースサイト「楽天市場」の、都道府県別、エリア
別に特産品などを販売する「まち楽」のページに、高知県が平成２０年１２月に開設した「まち楽
高知『あったか高知で待ちゆうき』」のこと。地域の特産品や観光情報などを、都道府県や政令指
定都市などの自治体が掲載できるタイアップページが順次開設されている。
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用語 解 説

林業事業体
森林所有者などからの委託又は立木の購入等により、造林、伐採などの林業作業を行う森林組

合、素材生産業者など。世界農林業センサスでは「林業サービス事業体等」に相当する。

林業労働力確保支援セン
ター

林業労働力の確保の重要性から施行された「林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律
第45号)」に定められた、知事が指定した団体で、林業における雇用改善の促進対策、林業就業者
の育成･確保対策、情報の提供相談その他の援助等を総合的な業務としている団体。

冷水病
ギンザケやアユに発生する細菌感染症で、現在、養殖場や河川で全国的に流行し、最も被害を与

えている病気の一つ。高知県においては、平成４年に養殖場で、平成６年には河川で確認された。
元々は、北米のマスの病気であり、琵琶湖産アユの放流により全国へ広がったと見られている。

れいほくスケルトン 高知県の嶺北地方で生産されたスギ材を１００％使用した、住宅の基本構造体のキット商品。

レンタルハウス
農協等が整備し、農業者にレンタルするハウスのこと。県のレンタルハウス整備事業では、県、

市町村が補助を一定の割合で行っている。

わ行

用語 解 説

若者サポートステーション
いわゆるニートやひきこもり傾向にある概ね１５歳から４０歳未満までの若者を対象に、個別相

談やソーシャルスキルトレーニング等により、就学や就労に向けた自立支援を行う。
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変わろう・変えよう・産業と暮らし

高知県産業振興計画

～ みんなが主役 高知の元気発進プロジェクト ～

産業成長戦略

平成 21 年３月

発行 高知県 政策企画部 政策推進課

（平成 21 年４月からの連絡先）

高知県 産業振興推進部 計画推進課

〒780-8570 高知市丸ノ内１丁目２－２０

TEL 088-823-9333

FAX 088-823-9255

E-mail:120801@ken.pref.kochi.lg.jp

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/120801/
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