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高知県アニメプロジェクト推進会議設置要綱

（設置）

第１条 本県にアニメクリエイターやアニメーション関連企業等を呼び込み、アニメ産業の集

積及び成長を図ることで、新たな雇用の創出や地域活性化につなげることを目指し、産業界、

高等教育機関、金融機関、報道機関、行政機関等、産学官金が連携して県の「高知県アニメ

プロジェクト」を推進するため、「高知県アニメプロジェクト推進会議（以下「本会議」とい

う。）」を設置する。

（所掌事務）

第２条 本会議は、次に掲げることについて協議する。

（１）プロジェクトの全体方針に関すること

（２）本会議の活動計画の策定及び推進に関すること

（３）プロジェクトの全体方針及び本会議の活動計画の見直しに関すること

（４）前各号に掲げるもののほか、本会議の目的を達成するために必要な事項

（構成）

第３条 本会議の委員は、別表に掲げる機関から選出された者及び知事が必要と認める者で構

成する。

２ 委員は知事が委嘱する。ただし、行政機関については委嘱を省略することができる。

３ 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の３月 31日までとする。

４ 本協議会に会長１名及び副会長２名を置く。

５ 会長は、高知県知事をもってあてる。

６ 副会長は、委員のうちから会長が指名する者をもってあてる。

７ 会長は、本会議を代表し、会務を総括する。

８ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

 （会議）

第４条 会議は、会長が必要に応じ招集する。

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 委員は、会議に出席できない場合、その者が指名した者を代理出席させることができる。

４ 会議に付議される事項につき委任状をもって、あらかじめ意思を表示した者は出席者とみ

なす。

５ 会議の議事は、委任状を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。

６ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者をオブザーバーとして出席させ、

その意見又は説明を求めることができる。

７ 会長は、必要があると認めるときは、書面その他の方法により委員の意見を求めることで、

会議の議決に代えることができる。この場合においては、第５項の規定を準用する。

８ 委員（代理出席者を含む）が会議に出席した場合には、謝金を支給することができるもの

とする。

９ 委員が会議の職務を行うために、会議に出席したときの旅費は、これを支給しない。た

だし、高知県外在住者が県外から出席する場合は、県の旅費規程に基づき、国内旅費を支

給することができる。
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(機密保持)

第５条 本会議の委員は、事業の実施に関わって開示された機密情報及び個人情報について

は、厳重に機密を保持し、次の各号に掲げるものを除き、第三者に開示してはならない。

（１）本会議に開示される以前から既に所持していた情報

（２）第三者により適法に開示された情報

（３）情報開示者が事前に開示を承諾した情報

２ 本会議の委員は、事業の実施に関わって知り得た機密情報及び個人情報を本会議の目的

以外に使用してはならない。

（事務局）

第６条 本会議の事務局は、高知県産業振興推進部産学官民連携課に置く。

（雑則）

第７条 この要綱に定めるもののほか、本会議の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、令和４年９月 26日から施行する。



別表

区 分 団体名

産業界

高知県商工会議所連合会

高知県商店街振興組合連合会

高等教育機関

国立大学法人高知大学

高知県公立大学法人高知県立大学

高知県公立大学法人高知工科大学

学校法人龍馬学園

金融機関 高知信用金庫

報道機関

株式会社高知新聞社

株式会社高知放送

株式会社テレビ高知

高知さんさんテレビ株式会社

行政機関

高知市

南国市

須崎市

高知県



区分 団体・企業名 役職名 氏名 備考

高知県商工会議所連合会 会頭 西山　彰一

高知県商店街振興組合連合会 理事長 廣末　幸彦

国立大学法人高知大学
副学長（地域連携担当）
次世代地域創造センター長

石塚　悟史

高知県公立大学法人高知県立大
学　

地域教育研究センター長 清原　泰治

高知県公立大学法人高知工科大
学

研究本部長
地域連携機構長

岩田　誠

学校法人龍馬学園 理事長 佐竹　新市

金融機関 高知信用金庫 理事長 山﨑　久留美 副会長

株式会社高知新聞社 代表取締役社長 中平　雅彦

株式会社高知放送 代表取締役社長 山﨑　由幸

株式会社テレビ高知 代表取締役社長 藤田　徹也

高知さんさんテレビ株式会社 代表取締役社長 渡辺　陽

高知市 市長 岡﨑　誠也 副会長

南国市 市長 平山　耕三

須崎市 市長 楠瀬　耕作

高知県 知事 濵田　省司 会長

高知県アニメプロジェクト推進会議　委員名簿

産業界

高等
教育機関

報道機関

行政機関
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●R4下～アニメクリエイターアワード作品募集・優秀作品表彰

目指す姿

連携テーマ《デジタル化の促進》高知県アニメプロジェクト（案）

県内波及効果 ・雇用の創出 ～人材の定着、県外からの転入～　・地域産業の活性化　・観光客の増加  等　　　

官民連携によるアニメ産業の集積・成長

県内波及効果

取組概要

アニメクリエイターの呼び込み・発掘

アニメ
会議

アニメクリエイター同士の交流や、アニメーション関連企業との
マッチング機会を創出するためのバーチャルコミュニティの開設

アニメクリエイター
アワード

アニメクリエイター
フェスティバル

アニメ仲間
プレミアムプラン

アニメクリエイター
デジタルラボ

アニメ仲間
デジタルベース

アニメクリエイターを志す高校生、大学生、専門学校生や未
発掘の若手クリエイターから作品を公募し、表彰

アニメーション関連企業やクリエイターを高知に招き、アニメクリ
エイターを志す若者たちに、アニメ関連の仕事を紹介するカン
ファレンスを実施し、マッチング
アニメーション関連企業やアニメクリエイターのワーケーションお
よびロケハン等を多数誘致するため、「アニメクリエイターを優
遇する高知」をアニメ業界で話題化

高知市内に、サテライトオフィススペースを設置し、アニメ関連
企業などの拠点化、二拠点化をサポート

ワーケーションができるオフィス、宿泊機能、最新技術が体験
できるラボ機能等を揃えたアニメクリエイター用施設の設置

人材育成

誘致の促進

アニメクリエイターを志す若者等の発掘・人材育成
（デジタルクリエイター育成講座、社会人等向け専門講座、
中高生等向け体験講座　等）
各種支援メニューによるアニメーション関連企業の誘致
（IT・コンテンツ企業立地促進事業費補助金、シェアオフィ
ス利用推進事業費補助金　等)

R４年 R５年 R６年 R７年
上期 下期

●R4下　アニメ会議所WEB開設
交流、マッチングの拠点として活用

●11/9,12-13
   プレイベント
　　

●R5下　第１回
　　「アニクリ祭り」

●R5下
  デジタルラボ開設 アニメ関連企業の拠点として活用

●R5～R6
  デジタルベース開設

大阪万博開催
アニメのパワーで
国内外の人々
を高知につなぐ

アニメーション関連企業の誘致等

アニメクリエイターの定着  アニメ制作のみならず関連企業も含めて　
 川上から川下まで集積
 　⇒雇用吸収力のある新たな産業の創出

●R4 中高生等ﾆｰｽﾞ調査

各種支援メニューによるアニメーション関連企業の誘致

●R4秋　ﾃﾞｼﾞﾀﾙｸﾘｴｲﾀｰ育成講座
　　　　　　(高知ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾚｯｼﾞ)

上期 下期 上期 下期 上期 下期
【KPI】　県内アニメーション関連企業の従事者数
　　　　　Ｒ3：3人 → R4：30人 → R5：50人

「高知県アニメプロジェクト推進会議」の設置
（産業界、高等教育機関、金融機関、報道機関、行政機
関（関係市町村、県）で構成）

推進体制の構築 ●R4 推進会議設置
全体方針策定、進捗管理等

●R5上 中高生等向け体験講座
　●R5　社会人等向け専門講座

●R4下　アニメ会議所リアル会議開催

●R6　第2回
　　「アニクリ祭り」

各講座で連携を図り
継続実施

県内アニメーション関連企業に
よる高知を舞台にしたオリジナル
アニメーション作品等の制作
　⇒アニメツーリズムによる観光客増加
　⇒高知県産アニメーションを世界へ発信

アニメ産業の成長

高
知
ア
ニ
メ
ク
リ
エ
イ
タ
ー

聖
地
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

高
知
県
ア
ニ
メ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

アニメ産業の集積

アニメツーリズムの促進 フィルムコミッションによるロケ支援、高知県産アニメによる　
ツーリズムの構築 フィルムコミッションによるロケ支援　

高知県産アニメによるツーリズムの構築　

相互に連携

資料３



【高知県】アニメ関連企業等が活用できる支援制度(R4.10)

1

＜目次＞

■事業所の新設等に活用できる制度

■アニメクリエイターの移住等に活用できる制度

活用シーン 支援制度 概要 詳細

高知に事業所を新設する

（IT・コンテンツ企業対象）

①高知県 IT・コンテンツ企

業立地促進事業費補助金

高知県内に企業立地を行い新規雇用者を雇用する

IT・コンテンツ企業に対し、事務所開設費や事務

所運営費、雇用奨励金を支援

P2

将来の事業所設置に向け

て、まずはシェアオフィ

スで事業を始める

②高知県シェアオフィス利

用推進事業費補助金

（２段階立地型）

2 年以内に高知県内での本格立地を計画し、県認

定シェアオフィスで事業を開始した県外企業に対

し、シェアオフィス利用料や諸経費、雇用奨励金

を支援

P3

中山間地域のシェアオフ

ィスで事業を始める

③高知県シェアオフィス利

用推進事業費補助金

（中山間定着型）

中山間地域にある県認定シェアオフィスで事業を

開始した県外企業に対し、シェアオフィス利用料

や諸経費、雇用奨励金を支援

P3

テレワークやワーケーシ

ョンでシェアオフィスに

短期的に滞在する

④高知県シェアオフィス利

用推進事業費補助金

（短期滞在型）

テレワークやワーケーションで、1日 3時間以上

県認定シェアオフィスを利用する県外企業に対

し、施設利用料や宿泊費、交通費を支援

P4

高知で研修会やワーケー

ションを行う

⑤コンベンション開催支援

助成金(企業研修等事業)

県外参加者の宿泊を伴う企業研修やワーケーショ

ン等に対する助成
P5

高知での新卒採用のため

の情報発信を行う

⑥高知県中小企業求人情報

発信支援事業費補助金

県内中小企業等が就職情報サイト等を活用して求

人情報等を発信する取組を支援
P5

活用シーン 支援制度 概要 詳細

高知で起業する
⑦高知県創業支援事業費補

助金

高知県内で新たに地域課題の解決につながる起業

をする方に対して、必要な経費の一部を補助
P6

東京圏から高知へ移住す

る
⑧地方創生移住支援金

東京 23 区（在住者または通勤者）から県内市町村

へ移住し、対象企業等に就業または起業された方

やテレワークの方等に支援金を支給

P6

まずは高知市にお試し移

住する

⑨高知市二段階移住支援事

業費補助金

高知県内への二段階移住を考えている方に、一段

階目の移住・滞在となる高知市でのお試し移住費

用等を補助

P7

東京や大阪で移住相談会

への参加後に県内の移住

相談窓口等を訪問する

⑩交通費支給制度(高知暮ら

しフェア開催等事業)

高知暮らしフェア等の移住相談会の参加者が、県

内の移住相談窓口等を訪問するための交通費の一

部を支給

P7

合同企業就職相談会への

参加後に県内企業を訪問

する

⑪交通費半額支給制度(高知

県 UI ターン促進・就職支

援事業)

高知就職・転職フェア等の合同企業就職相談会の

参加者が、高知県内企業を訪問した場合、往復交通

費の半額相当額を支給

P8

県外学生等が高知でイン

ターンシップへの参加

や、就職活動を行う

⑫高知県大学生等就職支援

事業費補助金

県外学生等が県内でインターンシップに参加した

り、就職活動等を行う際に、県外の住所地から県内

の目的地までの移動等に要した経費の一部を支援

P8

⑬高知家で暮らし隊会員制度

UI ターンに関するワンストップの応援制度。UI タ

ーンコンシェルジュが希望を伺い、情報提供や提

案を行うほか、UI ターンに役立つ各種割引サービ

ス等の特典を提供

P9

⑭市町村移住相談窓口

県内34市町村の移住相談窓口で、移住希望者の家、

仕事、暮らし等の相談に対応。お試し滞在施設もあ

り

-

資料４



2

<詳細>

■事業所の新設等に活用できる制度

① 高知県 IT・コンテンツ企業立地促進事業費補助金

高知県内に企業立地を行い新規雇用者を雇用する IT・コンテンツ企業に対し、事務所開設費や事務所運

営費、雇用奨励金を支援

② 高知県シェアオフィス利用推進事業費補助金（２段階立地型）

2 年以内に高知県内での本格立地を計画し、県認定シェアオフィスで事業を開始した県外企業に対し、

シェアオフィス利用料や諸経費、雇用奨励金を支援

対象企業 ・高知県内に拠点を設ける IT・コンテンツ企業であること(本店以外は登記の有無は

問わない)

・県内への製品やサービスの供給において、県内の同種企業と競合しない事業を営む

企業であること

補助率 50％以内（雇用奨励金は雇用形態に応じて定額）

補助限度額 2.5 億円

補助期間 3年間

補助対象

経費

・事業所開設時の改修、備品購入費用（操業開始後 6ヶ月以内）

・事務所賃借料 ・通信費 ・備品のリース料

・SaaS 等の月額課金によるソフトウェア利用に要する経費

・人材採用、人材研修にかかる費用

※雇用 1人につき 1回の雇用奨励金（1人につき最大 120 万円）を支給

補助要件 ・県内での事業所の取得又は賃借開始後、1年以内に操業を開始すること

・操業開始後 1年までの間に、正社員 3人以上の県内新規雇用を実施すること 等

URL https://kochi-itc-ritti.jp/

担当 高知県 産業デジタル化推進課：088-823-9643

対象企業 高知県内に拠点を設ける県外企業であること(本店以外の場合は登記の有無は問わない)

補助率 50％（雇用奨励金は雇用形態に応じて定額）

補助限度額 500 万円（２年間の合計）

補助期間 2年間

補助対象

経費

・県認定シェアオフィス利用料

・通信回線使用料

・SaaS 等の月額課金によるソフトウェア利用に要する経費

・償却資産のリース料

・人材研修に要する経費

・人材募集に要する経費

補助要件 県認定シェアオフィスで事業開始後、２年以内に高知県内で雇用拡大を伴った本格立

地を計画している事業者

雇用奨励金 ・週 30 時間以上勤務する県内新規雇用者：１人当たり 30万円

・週 20 時間以上週 30時間未満勤務する県内新規雇用者：１人当たり 15万円

URL https://kochi-itc-ritti.jp/

担当 高知県 産業デジタル化推進課：088-823-9643
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③ 高知県シェアオフィス利用推進事業費補助金（中山間定着型）

中山間地域にある県認定シェアオフィスで事業を開始した県外企業に対し、シェアオフィス利用料や諸

経費、雇用奨励金を支援

④ 高知県シェアオフィス利用推進事業費補助金（短期滞在型）

テレワークやワーケーションで、1日 3時間以上県認定シェアオフィスを利用する県外企業に対し、施

設利用料や宿泊費、交通費を支援

対象企業 高知県内に拠点を設ける県外企業であること（本店以外の場合は登記の有無は問わない)

補助率 50％（雇用奨励金は雇用形態に応じて定額）

補助限度額 1,500 万円（３年間の合計）

補助期間 3年間

補助対象

経費

・市町村認定シェアオフィス利用料

・通信回線使用料

・SaaS 等の月額課金によるソフトウェア利用に要する経費

・償却資産のリース料

・人材研修に要する経費

・人材募集に要する経費

・償却資産取得に要する経費（事務所開設費）

補助要件 県認定シェアオフィスでの事業運営

雇用奨励金 ・週 30 時間以上勤務する県内新規雇用者：１人当たり 30万円

・週 20 時間以上週 30時間未満勤務する県内新規雇用者：１人当たり 15万円

URL https://kochi-itc-ritti.jp/

担当 高知県 産業デジタル化推進課：088-823-9643

対象企業 県外に所在する事業者及び個人事業主

補助率 50％

補助限度額 １月あたり 20万円、年度あたり 100 万円 （１事業者あたり）

補助対象

経費

・高知県内での宿泊費（限度額：人数×3,650 円×泊数）

・交通費

・シェアオフィス利用料

補助要件 県外在住者が県認定シェアオフィスを１日に３時間以上利用

URL https://kochi-itc-ritti.jp/

担当 高知県 産業デジタル化推進課：088-823-9643
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【参考】高知県内のシェアオフィス

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/152001/files/2021060900275/file_2022617516357_1.pf

⑤ コンベンション開催支援助成金交付制度（企業研修等事業）

県外参加者の宿泊を伴う企業研修やワーケーション等に対する助成

助成対象 企業が行う、県外参加者の延べ宿泊数が 20泊以上の研修会、社内会議、報奨旅行、ワ

ーケーション等

助成金額 ❌助成金額：泊数 1,000 円

助成限度額：200,000 円

※１企業・１団体につき、令和 4年度内であれば助成限度額まで複数回の申請が可能

※延べ宿泊数 100 泊以上で、開催期間が 12/1～2/28 の平日(月～木)宿泊を含む場合、

50,000 円加算

URL https://kochi-tabi.jp/corp/convention/support2021.html

担当 （公財）高知県観光コンベンション協会：088-823-1434
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⑥ 高知県中小企業求人情報発信支援事業費補助金

大学生等に県内中小企業等への就職を働きかけ、求人と求職のマッチングを図るため、県内中小企業

等が就職情報サイト等を活用して求人情報等を発信する取組を支援

対象者 県内に本社のある中小企業等

補助率 対象経費（税抜き）×１／２以内

補助限度額 ４０万円

補助対象経

費

（ア）就職情報サイトへの掲載料

（イ）ＷＥＢ上で行う企業説明会への出展経費

※大学生等への就職情報やインターンシップ情報の提供を目的とするもの

補助要件 次の要件をすべて満たす者

（１）県内に本社のある中小企業等

（２）【補助対象経費（ア）の場合】直近３年間において、掲載を希望するものと

同区分（大手又は地元）の就職情報サイトへの掲載履歴がないこと。

【補助対象経費（イ）の場合】直近３年間において、出展を希望するものと

同区分（大手又は地元）の就職支援会社が提供するＷＥＢ企業説明会への出

展履歴がないこと。

（３）商工政策課が実施する企業採用力向上のためのセミナーに参加若しくは参加

予定であること。又は、商工政策課が実施する専門家派遣事業での支援を受

けていること（予定を含む）。

URL https://kochi-student-job.jp/news/kyujinhojyo

担当 高知県 商工政策課：088-823-9692
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■アニメクリエイターの移住等に活用できる制度

⑦ 高知県創業支援事業費補助金

高知県内で新たに地域課題の解決につながる起業をする方に対して、必要な経費の一部を補助

⑧ 地方創生移住支援金

東京 23 区（在住者または通勤者）から県内市町村へ移住し、対象企業等に就業または起業（高知県認

定が条件）された方に支援金を支給

対象事業 ・県内において起業する社会的事業（※）

・県内において Society5.0 関連業種等の付加価値の高い産業分野で事業承継又は

第二創業する社会的事業

（※）

①地域社会が抱える課題の解決に資すること（社会性）

②提供するサービスの対価として得られる利益によって自立的な事業の継続が可能であること(事業性)

③当該地域の課題の解決に資するサービスの供給が十分でないこと（必要性）

対象者 次に掲げる項目の全てに該当する方

①こうちスタートアップパークの起業家会員であること

（ただし、法人が事業承継又は第二創業する場合は不要）

②県が指定する起業支援プログラムを補助事業完了日までに修了すること

③県内に居住している又は補助事業完了日までに居住すること

④補助金交付決定日以降、令和 5 年 1 月 31 日又は補助事業完了日までに起業又は

事業承継、第二創業を行う方

補助率 1/2 以内

補助限度額 上限：200 万円、下限 30 万円

※外部資金の調達がない場合は、100 万円を上限

補助対象

経費

人件費、謝金、旅費、需用費、印刷製本費、修繕費、役務費、委託費、

使用料及び賃借料、工事費、原材料費、備品購入費、負担金 等

URL https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/121701/2022070500141.html

担当 高知県 産学官民連携課：088-823-9781

対象者 東京 23 区（在住者または通勤者(※)）から県内市町村へ移住し、対象企業等に就業

または起業（高知県認定が条件）された方やテレワークの方等

(※)通勤者は東京圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県（条件不利地域除く））に在住する方に限る。

支援金額 ・単身移住者：60万円

・２人以上の世帯移住者：100 万円＋18歳未満のお子様一人につき 30 万円（※）

(※)一部市町村を除く。

担当 詳細は各市町村の移住支援事業担当部署へお問い合わせください
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⑨ 高知市二段階移住支援事業費補助金

高知県内への二段階移住を考えている方に、一段階目の移住・滞在となる高知市でのお試し移住費用

等を補助

⑩ 交通費支給制度(高知暮らしフェア開催等事業）

高知暮らしフェア等の移住相談会の参加者が、県内の移住相談窓口等を訪問するための交通費の一部

を支給

対象者 高知県内での二段階移住を目的に、一段階目となる高知市内で１ヶ月以上の建物賃

貸借契約を締結する予定のある方

支援金額 ・お試し移住費用：上限 20万円（実費）(※)

(※)「1ヶ月分の家賃」、「初期費用（礼金・仲介手数料・家賃保証料・鍵交換料・その他これに類するもの)」、

「引越しに係る荷物運搬料」

・レンタカー費用：上限 2万円（実費）（※）

(※)二段階移住の相談を行うために高知市を除く県内市町村の移住相談窓口を巡る際に使用するレンタカ

ー利用料

URL https://www.city.kochi.kochi.jp/deeps/01/010999/renkei-nidankaiiju/about/

担当 高知市 地域活性推進課 移住・定住促進室：088-823-8813

支給要件 下記の条件をすべて満たす方

①高知県外在住で高知県への UIターンを希望する、高知家で暮らし隊会員本人

②高知暮らしフェア開催等事業において開催するイベント(※)に参加した方

（※）・「高知暮らしフェア 2022 夏」6/19 東京会場・6/26 大阪会場

・「高知暮らしフェア 2022 冬」11/23 東京会場・12/10 大阪会場 など

③下記の移住相談窓口を訪問し、又はイベントに参加し、移住相談した場合

・高知県移住促進・人材確保センター又は高知県内市町村が高知県内に設置して

いる移住相談窓口

・高知県移住促進・人材確保センター又は高知県内市町村が主催し、かつ高知県

内にて開催する移住関連イベント（オンライン開催を除く）

対象経費 移住検討者が、県内の移住相談窓口への訪問又は移住関連イベントへの参加に要す

る往復交通費

支給限度額 ・対象経費の半額相当額を支給（上限 10,000 円）

・支払上限回数：事業年度内(R4.7.1～R5.3.15)において、同居１家族につき１人

(回)まで（予算上限額に達した場合は受付終了）

URL https://www.kochi-iju.jp/other/details.html?cid=435&type=

担当 （一社）高知県移住促進・人材確保センター：088-855-6648
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⑪ 交通費半額支給制度(高知県 UI ターン促進・就職支援事業）

「高知就職・転職フェア」等の合同企業就職相談会の参加者が、高知県内企業を訪問するための交通

費の一部を支給

⑫ 高知県大学生等就職支援事業費補助金

県外学生等が県内でインターンシップに参加したり、就職活動等を行う際に、県外の住所地から県内

の目的地までの移動等に要した経費の一部を支援

支給要件 下記の条件をすべて満たす方

・高知県外在住で高知県への UIターンを希望する本人

（転職希望者、第二新卒者、卒業予定の学生）

・「オンライン高知就職・転職フェア 2022 夏/冬」、「高知就職・転職フェア 2022 夏

/冬」に参加した方

・高知県内企業を訪問した方

・令和 5年 2月頃に実施する就職内定調査アンケートに協力できる方

対象経費 職場見学や採用面接など、就職・転職活動のために県内（官公庁・役場除く）の企

業を訪問する場合における、対象者の居住地から訪問先の企業までの往復の移動に

要した経費

支給限度額 ・上記対象経費の半額相当額を対象者の居住地に応じて支給

（居住地）：北海道/東北/関東/北陸/東海：35,000 円

近畿/中国/四国/九州/沖縄：20,000 円

・支払上限回数：事業年度内(R4.7.1～R5.3.15)において、お一人４回まで

（予算上限額に達した場合は受付終了）

URL https://kochi-iju.jp/jinzai/kochi-job/pdf/tokuten.pdf

担当 （一社）高知県移住促進・人材確保センター：088-855-7748

対象者 県内での就職を希望する県外在住の学生又は既卒３年以内の方で、「こうち学生登

録」に登録している方

※高知県以外の出身の方も対象

対象となる

就職活動等

・高知県が主催又は協力する就職活動関連イベント（合同企業説明会等）

・県内企業が県内で実施するインターンシップ又は個別企業説明会、採用面接等

補助対象

経費

・交通費

・宿泊費

補助限度額 ・交通費：対象者の県外住所のある都道府県ごとに上限額あり

（例：東京都 33,000 円、大阪府 19,000 円）

・宿泊費：１泊のみ、上限額 5,000 円

URL https://kochi-student-job.jp/kochi-syukatu

担当 高知県 商工政策課：088-823-9692



9

⑬ 高知家で暮らし隊会員制度

全国累計約 7,200 名が利用する高知県出身者と、高知への U・Iターンに関心がある方を対象にした無

料会員制度。高知の仕事・暮らし・住まい・人・コト、支援制度…など、U・Iターンに役立つあらゆ

る最新情報をメールで受け取れるほか、レンタカーや引越し費用の割引きなど、お得な会員特典も満

載

相談対応 UI ターンコンシェルジュが相談者の希望を伺い、就職支援のプロや県内市町村の担

当者と協力して、希望の情報提供や、UI ターンに対する提案を行う

特典内容 【高知を体験】

・レンタカー割引 ・高知県内宿泊施設割引

【高知暮らしをはじめる】

・お引越し割引 ・高知市内賃貸物件利用特典

・土佐まるごとビジネスアカデミー「GLOBIS 学び放題」割引

【移住してから】

・リフォーム割引 ・移住者優遇ローン

・暮らし隊会員オリジナルグッズプレゼント

URL https://kochi-iju.jp/kurashitai/

担当 （一社）高知県移住促進・人材確保センター：088-823-9336






