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移住（I・J・U）
支援事業

町内の空き家情報や地域の情報をホームページで紹介している。
これらの情報の収集と賃貸に応じてもらうための調査員を配置し、
日々情報収集に努めるとともに、移住促進の総合窓口の整備を図
る。
また、本格的な移住に入る前に、地域の実情を把握する期間を希
望する人のために、黒潮町移住者支援住宅（一年以内の入居可）
を設置して支援をしていく。

遊休施設利用
促進事業

現在、廃校となった小学校を改造し、地縁団体が旅館業の許可を
得て簡易宿泊所を経営している。提供する食事の食材もできるだけ
地域で調達する方針であり、この運営を支援していくと共に、他の
地域での展開も図っていく。
休校となった小学校を活用し、学童保育及び若者自立支援塾を民
間NPO法人活力を導入して実施する。
使用されなくなった大型共同作業所（縫製工場）を、ブースに分けて
民間事業所に貸し出していく。また、その他の遊休施設の利活用に
ついても利用計画を策定していく。

テレワーク地
域再生事業

●雇用創出
①地域企業・住民の意識改革と雇用創出のきっかけつくりをめざ
し、事業成功者の講演及びセミナーの開催
②就業規則の作成指導、生産効率を高めるための人事管理方法
にかかる助言を行う専門家の派遣
③e-mail・インターネットホームページによる雇用相談
④無料職業紹介所の届けによるジョブマッチング
●能力開発
テレワークで仕事を進める上での必要な能力や知識をもった人材を
育成する。
①地域企業・求職者に対する、経営や業務基礎スキルを訓練する
ためのe-ラーニングサービス実施（「おおがた学校」の開設）
②地域外の企業や専門家と連携し、より高価なビジネスを生み出
すためのビジネス塾の実施（SOHOやベンチャー企業として自立し
た人材を育成するための教育や、地域企業のニーズを元にしたリカ
レント教育の実施）
③訓練教室や在宅ワーク環境を利用し、実業務やトレーニングメ
ニューを通じて即戦力人材を育成する。
●人材誘致
一定の技術をもったI・J・Uターン者誘致のための情報収集・発信事
業の推進。

3,771 1,532

3,771 1,532

（目次）　頑張る地方応援プログラム

（目的、概要）
太平洋に面し、気候が温暖である当地には、移住希望者から
の空き家相談が年間1８0件以上あり、しかも、その数は年々
増加傾向にある。一方、少子高齢化によって過疎化が加速
し、高齢者比率が40％を超えた集落も14カ所あって、これらの
地域では、集落自治存続の危機に瀕している。そのため、集
落再生と地域資源の利活用を目的として、空き家による移住
支援を実施している。移住支援にあたっては、就労の場の確
保も大きな課題であるので、公共遊休施設の活用による起業
の場の提供や、地理的ハンディキャップを補うテレワークの推
進もあわせて行なっている。特に、自然豊かな地域での生活
や、ふるさとでの暮らしを希望する、一定の技術を持った、I・
J・Uターン者の誘致を重点的に取り組んでいく。
また、テレワークは、仕事と家庭生活の調和可能な就労形態
であることから、移住者に限らず、障害者、高齢者、子育て中
の女性などの新たな雇用創出や行政業務のアウトソーシング
環境の整備にもつながり、これらの事業のユニットにより、自
然豊かな場所でいきいきと暮らせる町づくりをめざす。

（具体的な成果目標）
①（I・J・U）移住支援事業
　 空き家活用の移住者（平成17年度～19年度実績）28世帯
　　　　　　　　　　　　　　　（平成20年度～21年度目標）20世帯
②遊休施設利用促進事業
　 ・廃校利活用（地縁団体が旅館業の許可を得て簡易宿泊所
経営）
　 　 年間売上　 （平成17年度～19年度売上実績） 7,200千円
　　　　　　　　　　 （平成20年度～21年度売上目標）10,000千円
　 ・休校利活用（NPO法人による若者自立塾経営）
　　　　　　　　　　 （平成19年度～21年度目標）7割以上の就業
　 ・使用されなくなった大型共同作業場（縫製工場）利活用
　　　　　　　　　　 （平成17年度～19年度実績）3件
　　　　　　　　　　 （平成20年度～21年度目標）2件
③テレワーク地域再生事業
　　　　　　　　　　（平成17年度～19年度実績）新規就業者24人
　　　　　　　　　  （平成20年度～21年度目標）新規就業者20人

黒潮町394289高知県
田舎でいきいきプ
ロジェクト

継続
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３６５日のシー
サイドギャラ
リー事業

年間を通じて、「漂流物展」「Tシャツアート展」「シーサイドはだしマ
ラソン全国大会」「海亀保存」「ホエールウォッチング」「砂浜花火ま
つり」「観月会」「らっきょうの花見」「潮風のキルト展」等の特別企画
展を実施しながら、「365日・24時間オープン、BGMは波の音、夜の
照明は月の明り」という言葉のとおり、自然そのままを楽しく鑑賞で
きる企画の充実と環境整備を行なう。

38,832 12,703

名勝入野松原
再生事業

古来、「南海九十九里中最も秀媚なる松林地なり」と言われながら
も、マツクイムシの大きな被害にあっている入野松原の再生を継続
して行なう。全国から「松の里親」の募集を行い、松原再生の輪を広
げ、白砂青松という言葉が似合う、日本の美しい海岸の風景を取り
戻し保存していく。

13,914 4,492

ホエール
ウォッチング
推進事業

平成元年度から漁船を利用してホエールウォッチングを実施してい
るが、近年乗船客が減少傾向にある。平成6年度には、世界で初め
ての「国際ホエールウォッチング会議」を当地で開催した実績もあ
り、これまでのホエールウォッチング文化の蓄積を情報化・教材化
し、モニターツアーの企画や環境学習型修学旅行の誘致などを図
る。また、観鯨専用の船を整備して、障害者、高齢者、女性や子ど
もがホエールウォッチングに親しみやすい環境を整える。

高校・大学・地
域連携推進事
業

県立大方高校は、単位制の普通高校である。授業はインターネット
やテレビ会議システムを使ったe-ラーニングでも行い単位が取得で
きる。県内初となる慶応大学の授業を、テレビ会議システムを使っ
た遠隔授業で、平成17～18年度において実験授業を行い、平成19
年度から本格的に授業を開始する。授業は生涯学習の一環とし
て、地域住民も一緒になって参加する形態であり、高校生には地域
課題（ミッション）を与え、問題解決に向けたアイデアを構想としてま
とめ、地域や行政と共に具体の政策に反映していく。

親しまれるみ
なと空間づくり
事業

山と海に挟まれた港背後の集落に、緑地等の新たなスペースを確
保し、地域コミュニティの広場として利用するとともに、観光物産展
での買い物や海洋レクリエーションを楽しめる拠点として整備し、
「体験できる・食べれる・交流できる」みなと空間の創造を推進す
る。
また、高知県西南地区の沿岸域で進行している、磯焼けによる藻
場の消滅を阻止するためには、ウニ類の除去による方法が最も有
効な手段として実証されている。黒潮町では、藻場保全活動推進協
議会を結成し、「海の森（藻場）保全活動計画」の策定や合意形成
のための研修会を開催し、ウニ漁を営む漁業者中心に構成するウ
ニ類除去の実践活動を支援して、失われた有用水産動植物の増養
殖場の復元による水産業の活性化と、海藻の持つ水質浄化作用の
特徴を生かした沿岸域の環境保全活動を行う。

31,774 17,410

84,520 34,605

平成19年度
↓

平成21年度
6 継続
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砂浜美術館構想
のプロジェクト

（目的、概要）
平成元年度から、「私達の町には美術館がありません。美し
い砂浜が美術館です。」という発想で砂浜美術館構想を推進
してきた。建物がなくても、長さ４ｋｍの砂浜、目の前に広がる
太平洋、背後に続く松原一体を、そのまま美術館と考えること
で新しい価値観を創造するという概念は、ここ２０年近い取り
組みにより、黒潮町における町づくりの理念として定着してき
ている。
この理念を文化として継続し、自然との共生の中での経済効
果を高めるイノベーションへの発展を図っていく。

（具体的な成果目標）
　インターネットサイト年間　３万ジビット　→　１０万ビジット
イベント参加者年間　４万人　→　５万人
関連観光客誘致年間　１０万　→　２0万人
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かつお文化の
町づくり事業

日本一の漁獲高を誇る「鰹一本釣り船団」を有する当町では、鰹に
付加価値をつけ、「タタキ」として全国に発送している。また、鰹の消
費拡大と地場産業の振興を図るために、鰹のタタキづくりが体験で
きる「カツオふれあいセンター黒潮一番館」を平成15年度に建設し、
鰹のタタキづくり体験を通じた食文化の伝導と地域住民との交流を
推進している。これらの取り組みを、「かつお文化」として構築し、
「初夏に初鰹、秋には戻り鰹を楽しむ」という日本の伝統的食文化
を切り口にした商品のブランド化を図る。

5,340 3,480

天日塩と黒砂
糖利用促進事
業

●天日塩
当地では、20年以上前から、従来の加熱製法を用いず、全工程を
太陽熱と風力のみで自然結晶させた完全天日塩つくりが行われて
いる。ウマミがあり、まろやかな塩は、ミネラルが豊富で、本物志向
を求める人に利用されてきた。また、製品（塩）の販売だけでなく、
塩のかくはん、採塩、ゴミとり、袋詰め作業などの「塩作り体験」もで
きる。この天日塩や、釜で炊き上げた「せんごう塩」を使った干物、
漬物など自然塩を原材料に含む一連の商品をブランド化する取り
組みも始められている。（「手塩にかけてつくりました。」シリーズ商
品）これらの商品郡をブランド化し流通の拡大を図る。
●黒砂糖
これまで、農地の遊休化対策として、高齢者でも栽培管理が容易に
できるサトウキビの栽培に取り組んできた。現在、地域に適した品
種の試験栽培を実施中で、そのサトウキビを利用した特産品の開
発を推進していく。
・ 遊休農地を利用した規模拡大を図り、あわせて地域の雇用促進
をめざす。
・ サトウキビを利用した加工品のブランド化を図り、製造・販売の拡
充による就労の場を確保する。
・ 加工の伝統技術を継承しながら、体験学習の場とするなど、町の
観光振興とも連携し地域の活性化に繋げる。

7,606 2,494

12,946 5,974総　計

平成19年度
↓

平成21年度

（目的、概要）
合併してできたばかりの黒潮町の知名度はまだまだ低いが、
海流「黒潮」は誰でも知っている。その「黒潮」のネームバ
リューと、南国の海・山・里でとれる良質で豊富な第一次産業
生産物を活かして、黒潮町産品のブランド化を図る。特に黒潮
の恵みであるカツオと天日塩を核とした商品の展開を重点的
に進める。

（具体的な成果目標）
19年度かつお関連商品　－　17億
19年度天日塩　－　５千万円
19年度黒砂糖　－　１千９百万円
 21年度
関連商品の年間売り上げ　20億円 （ 商品開発奨励金の活用
商品含）
体験交流事業参加者　　年間　5,000人

“くろしおブランド”
プロジェクト

継続2

http://www.town.kuroshio.lg.jp/

高知県 394289 黒潮町
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くろしお情報基
盤整備事業

都市と地方の様々な格差が問題になっている中で、情報格差（デジ
タルデバイド）は、経済的格差を含むあらゆる格差の要因となる課
題である。当町では、地上デジタル放送、防災対策、ブロードバンド
化、携帯電話不感地域への対策が不可欠な状況であり、町内全地
域で、いつでも、どこでも、あたりまえに情報が得られ、また発信で
きる情報通信基盤環境整備を推進する。

黒潮町職員地
域担当制度

地域と行政が協働して公共サービスを提供していくことが、今後の
町づくりには重要である。そのためには、自分たちの住む地域はま
ず自分たちで考え、行政任せではなく、地域住民が主体的に地域
づくりを行おうとする人材の育成が必要である。また、町民が発する
多様な信号をキャッチできる感性や、その信号に的確に応じる事の
できる感覚、既成の枠にとらわれず、町民と協働して行動できる職
員の育成が必要である。その課題達成のために、町内59集落に地
域担当職員を配置し、日常的でより地域に密着した実践を行う。

3,990 1,990

南海大地震対
策推進事業

近い将来発生が予想されている南海大地震に備えた防災対策をあ
らゆる角度から推進する。そのなかでも、情報の伝達網の整備につ
いては、できるものから迅速に対応していく。また、地域に防災リー
ダー（サポーター）を計画的に育成し、草の根防災組織を確立して
いく。家庭での防災啓発事業としては、「親子防災サバイバル塾」等
を開催するとともに、家具転倒等での被害予防のために「我家で死
なない防災計画」として、住居や家具の耐震改善工事の推進を支
援する。

54,293 20,933

58,283 22,923

0 0

総合計 159,520 65,034

くろしお若者自立
支援プロジェクト

安心で安全な「く
ろしお文化」のま
ちづくりプロジェク
ト

（目的、概要）
都市と地方の様々な格差が問題になっている中で、情報格差
（デジタルデバイド）は、経済的格差を含むあらゆる格差の要
因となる課題である。当町では、地上デジタル放送、防災対
策、ブロードバンド化、携帯電話不感地域への対策が不可欠
な状況であり、町内全地域で、いつでも、どこでも、あたりまえ
に情報が得られ、また発信できる情報通信基盤環境整備を推
進する。
特に、近い将来発生が予想されている南海地震に備えた防災
対策の整備を重点的に推進する。過去の記録でも明らかなよ
うに、当地では津波の大きな被害を受けることが予測される。
その被害を最小限に抑えるためには、まず、住民に的確で迅
速な情報を提供することが重要である。また、その他の災害
が発生した場合でも同様に、的確で迅速な情報の伝達と収集
が、被害を最小限に抑えることになることから、情報伝達網の
整備を推進していく。
また、町の全職員が、地域の実情や実態を詳細に把握してい
くことが、防災対策はもちろん、さまざまな施策を推進するた
めには肝要であり、そのために、町内59集落に地域担当職員
を配置して、地域と行政が協働した、安心で安全な文化の豊
かなまちづくりをめざす。

（具体的な成果目標）
町内全地域防災無線整備　　　 目標年次：平成23年度
地域防災リーダー（サポーター） 30人/年間

http://www.town.kuroshio.lg.jp/

平成19年度
↓

平成23年度
継続

継続
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休校を利活用した宿泊施設において、不登校、ひきこもり、ニート状
態にあった若年者の自立支援を行い、1人でも多くの若年者が自ら
の進路を決め、自らの力で進んで行けるよう、基本的生活習慣の
立直し、人間関係の苦手意識の克服、就労体験、進学学習など、
個人個人の状況、希望を最優先にカリキュラムを設定し、日常的な
サポートを行う。

●カリキュラムの概要
（１ヶ月目）
塾の生活に慣れるため、塾内と周辺の作業を中心としたカリキュラ
ム（清掃、食事作り、畑作業）
（２ヶ月目）
近隣業者へのインターンシップ（地場産業、観光産業、ボランティ
ア）
（３ヶ月目）
インターンシップから就労へ繋げる。（地元定住）、適性を判断し、
他訓練機関などを紹介、希望職種等の情報提供

（目的、概要）
既存の若者自立塾においては、塾生の確保が大きな課題で
あった。今般実施する高知県の若者自立塾は、高知県教育
委員会の全面的なバックアップのもと、事業を実施する運びと
なっている。これは、若者自立塾の試みとしては先駆的なもの
である。若年無業者の就労支援は、早期発見、早期対応が重
要課題である。長期にニート状態を放置しておいた結果、就
労への動きを保護者も本人もできない深刻な家庭が増えてい
る。そこで、高知県では、高知県商工労働部、社会福祉協議
会、及び黒潮町の協力の下、教育委員会がコーディネートを
行い、若者サポートステーションが中心となり、福祉・医療・労
働部局と関係機関が連携して、中学校卒業後未就労、高校中
退後未就労などの若年者本人に対して就労の促しと情報提
供を行ってゆくこととしている。若者自立塾は、若者サポートス
テーションと連携し家庭訪問等を実施し、直接情報提供をしな
がら入塾へと誘導する。若者自立塾の三ヶ月間で実質的、効
果的な就労訓練を行い、卒塾後の就労に結びつける。

（具体的な成果目標）
卒塾生の7割が就労、就学できるよう、在塾時、卒塾後もサ
ポートしてゆく。（塾生２０人ー３ヶ月１プログラム）
地元雇用創出５人

9

地域に活力を
生む若者サ
ポート事業 8

総　計

総計

高知県 黒潮町

394289高知県 黒潮町



様式１

頑張る地方応援プログラム

都道府県名 高知県 市町村名

プロジェクト名 新規・継続の区分 継続

プロジェクトの期間 平成19年度～平成21年度
政策分野の分類
（①～⑪）

住 民 へ の 公 表 の 方 法
（ホームページアドレス等）

3,771

(1,532)

3,771

(1,532)

ホームページで公表（http://www.town.kuroshio.lg.jp/）

プロジェクトを構成する具体の事業・施策

名称

町内の空き家情報や地域の情報をホームページで紹介している。これらの情報の収集と賃貸に応じてもらうための
調査員を配置し、日々情報収集に努めるとともに、移住促進の総合窓口の整備を図る。
また、本格的な移住に入る前に、地域の実情を把握する期間を希望する人のために、黒潮町移住者支援住宅（一
年以内の入居可）を設置して支援をしていく。

総　計

（I・J・U）移住支援事業

遊休施設利用促進事業

現在、廃校となった小学校を改造し、地縁団体が旅館業の許可を得て簡易宿泊所を経営している。提供する食事
の食材もできるだけ地域で調達する方針であり、この運営を支援していくと共に、他の地域での展開も図っていく。
休校となった小学校を活用し、学童保育及び若者自立支援塾を民間NPO法人活力を導入して実施する。
使用されなくなった大型共同作業所（縫製工場）を、ブースに分けて民間事業所に貸し出していく。また、その他の
遊休施設の利活用についても利用計画を策定していく。

テレワーク地域再生事業

●雇用創出
①地域企業・住民の意識改革と雇用創出のきっかけつくりをめざし、事業成功者の講演及びセミナーの開催
②就業規則の作成指導、生産効率を高めるための人事管理方法にかかる助言を行う専門家の派遣
③e-mail・インターネットホームページによる雇用相談
④無料職業紹介所の届けによるジョブマッチング
●能力開発
テレワークで仕事を進める上での必要な能力や知識をもった人材を育成する。
①地域企業・求職者に対する、経営や業務基礎スキルを訓練するためのe-ラーニングサービス実施（「おおがた学
校」の開設）
②地域外の企業や専門家と連携し、より高価なビジネスを生み出すためのビジネス塾の実施（SOHOやベンチャー
企業として自立した人材を育成するための教育や、地域企業のニーズを元にしたリカレント教育の実施）
③訓練教室や在宅ワーク環境を利用し、実業務やトレーニングメニューを通じて即戦力人材を育成する。
●人材誘致
一定の技術をもったI・J・Uターン者誘致のための情報収集・発信事業の推進。

黒潮町

（目的、概要）
太平洋に面し、気候が温暖である当地には、移住希望者からの空き家相談が年間1８0件以上あり、しかも、その数は年々増加傾向に
ある。一方、少子高齢化によって過疎化が加速し、高齢者比率が40％を超えた集落も14カ所あって、これらの地域では、集落自治存続
の危機に瀕している。そのため、集落再生と地域資源の利活用を目的として、空き家による移住支援を実施している。移住支援にあ
たっては、就労の場の確保も大きな課題であるので、公共遊休施設の活用による起業の場の提供や、地理的ハンディキャップを補うテ
レワークの推進もあわせて行なっている。特に、自然豊かな地域での生活や、ふるさとでの暮らしを希望する、一定の技術を持った、I・
J・Uターン者の誘致を重点的に取り組んでいく。
また、テレワークは、仕事と家庭生活の調和可能な就労形態であることから、移住者に限らず、障がい者、高齢者、子育て中の女性な
どの新たな雇用創出や行政業務のアウトソーシング環境の整備にもつながり、これらの事業のユニットにより、自然豊かな場所でいきい
きと暮らせる町づくりをめざす。

5

田舎でいきいきプロジェクト

事業概要

その他特記事項

プロジェクトの目的、概要及び具
体的な成果目標

（具体的な成果目標）
①（I・J・U）移住支援事業
　 空き家活用の移住者（平成17年度～19年度実績）28世帯
　　　　　　　　　　　　　　　（平成20年度～21年度目標）20世帯
②遊休施設利用促進事業
　 ・廃校利活用（地縁団体が旅館業の許可を得て簡易宿泊所経営）
　 　 年間売上　 （平成17年度～19年度売上実績） 7,200千円
　　　　　　　　　　 （平成20年度～21年度売上目標）10,000千円
　 ・休校利活用（NPO法人による若者自立塾経営）
　　　　　　　　　　 （平成19年度～21年度目標）7割以上の就業
　 ・使用されなくなった大型共同作業場（縫製工場）利活用
　　　　　　　　　　 （平成17年度～19年度実績）3件
　　　　　　　　　　 （平成20年度～21年度目標）2件
③テレワーク地域再生事業
　　　　　　　　　　（平成17年度～19年度実績）新規就業者24人
　　　　　　　　　  （平成20年度～21年度目標）新規就業者20人

総事業費
（単位：千円）

（うちH20事業費）



様式１

頑張る地方応援プログラム

都道府県名 高知県 市町村名

プロジェクト名 新規・継続の区分 継続

プロジェクトの期間 平成19年度～平成21年度
政策分野の分類
（①～⑪）

住民への公表の方法（ホームページ
アドレス等）

38,832

(12,703)

13,914

(4,492)

31,774

(17,410)

84,520

(34,605)

親しまれるみなと空間事業

山と海に挟まれた港背後の集落に、緑地等の新たなスペースを確保し、地域コミュニティの広場として利
用するとともに、観光物産展での買い物や海洋レクリエーションを楽しめる拠点として整備し、「体験でき
る・食べれる・交流できる」みなと空間の創造を推進する。
また、高知県西南地区の沿岸域で進行している、磯焼けによる藻場の消滅を阻止するためには、ウニ類
の除去による方法が最も有効な手段として実証されている。黒潮町では、藻場保全活動推進協議会を結
成し、「海の森（藻場）保全活動計画」の策定や合意形成のための研修会を開催し、ウニ漁を営む漁業者
中心に構成するウニ類除去の実践活動を支援して、失われた有用水産動植物の増養殖場の復元による
水産業の活性化と、海藻の持つ水質浄化作用の特徴を生かした沿岸域の環境保全活動を行う。

ホエールウォッチング推進事業

平成元年度から漁船を利用してホエールウォッチングを実施しているが、近年乗船客が減少傾向にあ
る。平成6年度には、世界で初めての「国際ホエールウォッチング会議」を当地で開催した実績もあり、こ
れまでのホエールウォッチング文化の蓄積を情報化・教材化し、モニターツアーの企画や環境学習型修
学旅行の誘致などを図る。また、観鯨専用の船を整備して、障害者、高齢者、女性や子どもがホエール
ウォッチングに親しみやすい環境を整える。

高校・大学・地域連携推進事業

県立大方高校は、単位制の普通高校である。授業はインターネットやテレビ会議システムを使ったe-ラー
ニングでも行い単位が取得できる。県内初となる慶応大学の授業を、テレビ会議システムを使った遠隔授
業で、平成17～18年度において実験授業を行い、平成19年度から本格的に授業を開始した。授業は生
涯学習の一環として、地域住民も一緒になって参加する形態であり、高校生には地域課題（ミッション）を
与え、問題解決に向けたアイデアを構想としてまとめ、地域や行政と共に具体の政策に反映していく。

「私達の町には美術館がありません。美しい砂浜が美術館です。」という砂浜美術館は、1989（平成元年）、まだ日本中がバブル経済の中にある時に黒潮町で
生まれた。その考え方は、その後、町づくりの理念として定着している。

事業概要

その他特記事項

総事業費
（単位：千円）
（うちH20事業費）

名称

365日のシーサイドギャラリー事
業

総　計

年間を通じて、「漂流物展」「Tシャツアート展」「シーサイドはだしマラソン全国大会」「海亀保存」「ホエー
ルウォッチング」「砂浜花火まつり」「観月会」「らっきょうの花見」「潮風のキルト展」等の特別企画展を実施
しながら、「365日・24時間オープン、BGMは波の音、夜の照明は月の明り」という言葉のとおり、自然そ
のままを楽しく鑑賞できる企画の充実と環境整備を行なう。

名勝入野松原再生事業

古来、「南海九十九里中最も秀媚なる松林地なり」と言われながらも、マツクイムシの大きな被害にあって
いる入野松原の再生を継続して行なう。全国から「松の里親」の募集を行い、松原再生の輪を広げ、白砂
青松という言葉が似合う、日本の美しい海岸の風景を取り戻し保存していく。

プロジェクトを構成する具体の事業・施策

プロジェクトの目的、概要及び具
体的な成果目標 （具体的な成果目標）

インターネットサイト年間　３万ビジット　→　１０万ビジット
イベント参加者年間　４万人　→　５万人
関連観光客誘致年間10万人　→　２0万人

黒潮町

（目的、概要）
平成元年度から、「私達の町には美術館がありません。美しい砂浜が美術館です。」という発想で砂浜美術館構想を推進し
てきた。建物がなくても、長さ４ｋｍの砂浜、目の前に広がる太平洋、背後に続く松原一体を、そのまま美術館と考えることで
新しい価値観を創造するという概念は、今までの２０年近い取り組みにより、黒潮町における町づくりの理念として定着してき
ている。この理念を文化として継続し、自然との共生の中での経済効果を高めるイノベーションへの発展を図っていく。

6

ホームページで公表（http://www.town.kuroshio.lg.jp/）

砂浜美術館構想のプロジェクト



様式１

頑張る地方応援プログラム

都道府県名 高知県 市町村名

プロジェクト名 新規・継続の区分 継続

プロジェクトの期間 平成19年度～平成21年度
政策分野の分類

（①～⑪）

住民への公表の方法（ホームページ

アドレス等）

5,340

(3,480)

7,606

(2,494)

12,946

(5,974)

●天日塩
当地では、20年以上前から、従来の加熱製法を用いず、全工程を太陽熱と風力のみで自然結晶させた
完全天日塩つくりが行われている。ウマミがあり、まろやかな塩は、ミネラルが豊富で、本物志向を求める
人に利用されてきた。また、製品（塩）の販売だけでなく、塩のかくはん、採塩、ゴミとり、袋詰め作業など
の「塩作り体験」もできる。この天日塩や、釜で炊き上げた「せんごう塩」を使った干物、漬物など自然塩を
原材料に含む一連の商品をブランド化する取り組みも始められている。（「手塩にかけてつくりました。」シ
リーズ商品）これらの商品郡をブランド化し流通の拡大を図る。
●黒砂糖
これまで、農地の遊休化対策として、高齢者でも栽培管理が容易にできるサトウキビの栽培に取り組んで
きた。現在、地域に適した品種の試験栽培を実施中で、そのサトウキビを利用した特産品の開発を推進
していく。
・ 遊休農地を利用した規模拡大を図り、あわせて地域の雇用促進をめざす。
・ サトウキビを利用した加工品のブランド化を図り、製造・販売の拡充による就労の場を確保する。
・ 加工の伝統技術を継承しながら、体験学習の場とするなど、町の観光振興とも連携し地域の活性化に
繋げる。

総　計

プロジェクトの目的、概要及び具
体的な成果目標

（具体的な成果目標）
19年度かつお関連商品　－　17億
19年度天日塩　－　5千万円
19年度黒砂糖　－　１千９百万円
21年度
関連商品の年間売り上げ　20億円 （ 商品開発奨励金の活用商品含）
体験交流事業参加者　　年間　5,000人

総事業費
（単位：千円）
（うちH20事業

費）

黒潮町

（目的、概要）
合併してできたばかりの黒潮町の知名度はまだまだ低いが、海流「黒潮」は誰でも知っている。その「黒潮」のネームバリュー
と、南国の海・山・里でとれる良質で豊富な第一次産業生産物を活かして、黒潮町産品のブランド化を図る。特に黒潮の恵
みであるカツオと天日塩を核とした商品の展開を重点的に進める。

2

“くろしおブランド”プロジェクト

黒潮町は、2006（平成18）年３月に、旧大方町と旧佐賀町が合併してできた町

ホームページで公表（http://www.town.kuroshio.lg.jp/）

プロジェクトを構成する具体の事業・施策

名称 事業概要

その他特記事項

かつお文化の町づくり事業

日本一の漁獲高を誇る「鰹一本釣り船団」を有する当町では、鰹に付加価値をつけ、「タタキ」として全国
に発送している。また、鰹の消費拡大と地場産業の振興を図るために、鰹のタタキづくりが体験できる「カ
ツオふれあいセンター黒潮一番館」を平成15年度に建設し、鰹のタタキづくり体験を通じた食文化の伝
導と地域住民との交流を推進している。これらの取り組みを、「かつお文化」として構築し、「初夏に初鰹、
秋には戻り鰹を楽しむ」という日本の伝統的食文化を切り口にした商品のブランド化を図る。

天日塩と黒砂糖利用促進事業



様式１

頑張る地方応援プログラム

都道府県名 高知県 市町村名

プロジェクト名 新規・継続の区分 継続

プロジェクトの期間 平成19年度～平成22年度
政策分野の分類

（①～⑪）

住民への公表の方法（ホームページ

アドレス等）

3,990

(1,990)

54,293

(20,933)

58,283

(22,923)

南海大地震対策推進事業

近い将来発生が予想されている南海大地震に備えた防災対策をあらゆる角度から推進する。そのなか
でも、情報の伝達網の整備については、できるものから迅速に対応していく。また、地域に防災リーダー
（サポーター）を計画的に育成し、草の根防災組織を確立していく。家庭での防災啓発事業としては、
「親子防災サバイバル塾」等を開催するとともに、家具転倒等での被害予防のために「我家で死なない
防災計画」として、住居や家具の耐震改善工事の推進を支援する。

総　計

黒潮町

安心で安全な「くろしお文化」のまちづくりプロジェクト

くろしお情報基盤整備事業

都市と地方の様々な格差が問題になっている中で、情報格差（デジタルデバイド）は、経済的格差を含
むあらゆる格差の要因となる課題である。当町では、地上デジタル放送、防災対策、ブロードバンド化、
携帯電話不感地域への対策が不可欠な状況であり、町内全地域で、いつでも、どこでも、あたりまえに
情報が得られ、また発信できる情報通信基盤環境整備を推進する。

（目的、概要）
近い将来発生が予想されている南海地震に備えた防災対策の整備を重点的に推進する。過去の記録でも明らかなように、当
地では津波の大きな被害を受けることが予測される。その被害を最小限に抑えるためには、まず、住民に的確で迅速な情報を
提供することが重要である。また、その他の災害が発生した場合でも同様に、的確で迅速な情報の伝達と収集が、被害を最小
限に抑えることになることから、情報伝達網の整備を推進していく。
また、町の全職員が、地域の実情や実態を詳細に把握していくことが、防災対策はもちろん、さまざまな施策を推進するために
は肝要であり、そのために、町内59集落に地域担当職員を配置して、地域と行政が協働した、安心で安全な文化の豊かなま
ちづくりをめざす。
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プロジェクトを構成する具体の事業・施策

プロジェクトの目的、概要及び具
体的な成果目標

（具体的な成果目標）
町内全地域情報基盤整備　　　 目標年次：平成23年度
地域防災リーダー（サポーター） 30人/年間

次の南海大地震は、2007年１月１日を基準日として30年以内の発生確率が50％程度、50年以内の発生確率は80～90％程度と推定されている。

事業概要

その他特記事項

総事業費
（単位：千円）

（うちH20事業費）
名称

黒潮町職員地域担当制度

地域と行政が協働して公共サービスを提供していくことが、今後の町づくりには重要である。そのために
は、自分たちの住む地域はまず自分たちで考え、行政任せではなく、地域住民が主体的に地域づくり
を行おうとする人材の育成が必要である。また、町民が発する多様な信号をキャッチできる感性や、その
信号に的確に応じる事のできる感覚、既成の枠にとらわれず、町民と協働して行動できる職員の育成が
必要である。その課題達成のために、町内59集落に地域担当職員を配置し、日常的でより地域に密着
した実践を行う。



様式１

頑張る地方応援プログラム

都道府県名 高知県 市町村名

プロジェクト名 新規・継続の区分 継続

プロジェクトの期間 平成19年度～平成21年度
政策分野の分類
（①～⑪）

住民への公表の方法（ホームページ
アドレス等）

事業費
（単位：千円）

（うちH20事業
費）

0

0

（具体的な成果目標）
卒塾生の7割が就労、就学できるよう、在塾時、卒塾後もサポートしてゆく。（塾生２０人ー３ヶ月１プログラム）
地元雇用創出５人

地域に活力を生む若者サポート
事業

休校を利活用した宿泊施設において、不登校、ひきこもり、ニート状態にあった若年者の自立支援を行
い、1人でも多くの若年者が自らの進路を決め、自らの力で進んで行けるよう、基本的生活習慣の立直
し、人間関係の苦手意識の克服、就労体験、進学学習など、個人個人の状況、希望を最優先にカリキュ
ラムを設定し、日常的なサポートを行う。

●カリキュラムの概要
（１ヶ月目）
塾の生活に慣れるため、塾内と周辺の作業を中心としたカリキュラム（清掃、食事作り、畑作業）
（２ヶ月目）
近隣業者へのインターンシップ（地場産業、観光産業、ボランティア）
（３ヶ月目）
インターンシップから就労へ繋げる。（地元定住）、適性を判断し、他訓練機関などを紹介、希望職種等
の情報提供

プロジェクトを構成する具体の事業・施策

総　計

事業概要

その他特記事項

名称

黒潮町

（目的、概要）
既存の若者自立塾においては、塾生の確保が大きな課題であった。今般実施する高知県の若者自立塾は、高知県教育委
員会の全面的なバックアップのもと、事業を実施する運びとなっている。これは、若者自立塾の試みとしては先駆的なもので
ある。若年無業者の就労支援は、早期発見、早期対応が重要課題である。長期にニート状態を放置しておいた結果、就労
への動きを保護者も本人もできない深刻な家庭が増えている。そこで、高知県では、高知県商工労働部、社会福祉協議会、
及び黒潮町の協力の下、教育委員会がコーディネートを行い、若者サポートステーションが中心となり、福祉・医療・労働部
局と関係機関が連携して、中学校卒業後未就労、高校中退後未就労などの若年者本人に対して就労の促しと情報提供を
行ってゆくこととしている。若者自立塾は、若者サポートステーションと連携し家庭訪問等を実施し、直接情報提供をしながら
入塾へと誘導する。若者自立塾の三ヶ月間で実質的、効果的な就労訓練を行い、卒塾後の就労に結びつける。
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ホームページで公表（http://www.town.kuroshio.lg.jp/）

くろしお若者自立支援プロジェクト

プロジェクトの目的、概要及
び具体的な成果目標


	目次
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4

	１田舎Output
	砂Output
	ぶらんどOutput
	安心Output
	若者Output

