
※目標・指標の達成に寄与する事業

目標指標 No. 事業内容

1 継続 みどり豊かなまちづくり事業 中心市街地内の公共空間への花や緑の設置，NPO等による維持管理

2 継続 新庁舎建設事業
老朽化した市役所庁舎の建て替え。災害時の災害対応拠点・避難施設の機能や市民が気
軽に利用できるスペースを整備する。

3 継続 オーテピア西敷地利活用事業
オーテピアに隣接する市有地の利活用。市民や観光客で賑わい，回遊できる機能を整備
する。

4 継続 景観形成推進事業
良好な景観形成を重点的に図る地区における，良好な景観形成に寄与する建築物の新築
等に対する支援

5 継続 街なか公園リニューアル事業 老朽化した都市公園のリニューアル

6 新規 シンボルツリー植栽事業 中心市街地の主要交差点などへシンボルツリーを植栽し，都市景観の向上を図る。

7 継続 高知城の環境整備事業
高知城歴史博物館から高知城天守閣を眺望する際に支障となりそうな高木を適宜剪定
し，良好な空間を形成する。

9 新規 丸ノ内緑地整備事業
高知城に隣接する丸ノ内緑地について，自然環境を確保しながら，観光客等の憩いの場
やイベントスペースなどの再整備の検討及び実施を行う。

10 新規 藤並公園整備事業
高知城に隣接する藤並公園について，自然環境を確保しながら，観光客等の憩いの場と
して，再整備の検討及び実施を行う。

12 新規 無電柱化推進事業
高知街２号線，高知街13号線及び高知街22号線において電線共同溝の整備による無電柱
化を推進

13 新規 追手筋空間の有効利用 空間的に余裕のある追手筋の有効利用を検討

○ 15 新規 （仮）帯屋町一丁目地区複合施設整備事業 店舗や子育て支援施設等と共同住宅の複合施設を整備する。

16 継続 永国寺キャンパス整備事業 永国寺キャンパスの整備と機能の拡充。H25年度から続く整備の第３期工事実施

17 新規 まちなか市民健康づくり事業 健康を増進するソフト事業やいきいき百歳体操の実施及び活動支援

○ 18 新規
「クレアホームズ高知駅前　ザ・レジデンス」
整備事業

北本町二丁目地区における民間分譲マンションの整備

○ 19 新規 「ロイヤルガーデンはりまや町」整備事業 はりまや町一丁目地区における民間分譲マンションの整備

○ 20 新規 「（仮称）クレアホームズ高知升形」整備事業 升形地区における民間分譲マンションの整備

21 継続 環境美化事業 街なかで快適に過ごすための，エリア内の環境美化活動

22 新規 クールチョイス事業
地域住民や各種団体等と連携し，省エネ・低炭素型環境づくりのためのソフト事業を実
施

25 継続 タウンモビリティ事業
高齢者や障害者，子ども連れなど誰もが街なかを安心して回遊するための，来街者支援
活動の実施

47 新規 高知大丸リニューアル事業 中心市街地に位置する百貨店のリニューアル,商店街と連携したポイントカードの導入

51 継続 商店街防災対策事業 南海トラフ地震等発生時における来街者の津波避難対策の推進

事業名

目標１「すべての世代が永く住み続けられるまち」の実現
に関係する事業
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目標指標 No. 事業内容

3 継続 オーテピア西敷地利活用事業
オーテピアに隣接する市有地の利活用。市民や観光客で賑わい，回遊できる機能を整備
する。

8 継続 駐輪場整備事業
安全・快適な歩行空間の確保や良好な街なみ景観形成のために，駐輪場の利便性改善整
備を行う。

9 新規 丸ノ内緑地整備事業
高知城に隣接する丸ノ内緑地について，自然環境を確保しながら，観光客等の憩いの場
やイベントスペースなどの再整備の検討及び実施を行う。

10 新規 藤並公園整備事業
高知城に隣接する藤並公園について，自然環境を確保しながら，観光客等の憩いの場と
して，再整備の検討及び実施を行う。

○ 11 新規 レンタサイクル事業 中心市街地内を快適に回遊できるレンタサイクルの導入の検討及び実施

13 新規 追手筋空間の有効利用 空間的に余裕のある追手筋の有効利用を検討

14 継続 駐車場利便性向上事業
買い物額に応じた駐車料金割引サービスなど，中央公園地下駐車場の利便性を向上させ
るための事業

○ 15 新規 （仮）帯屋町一丁目地区複合施設整備事業 店舗や子育て支援施設等と共同住宅の複合施設を整備する。

16 継続 永国寺キャンパス整備事業 永国寺キャンパスの整備と機能の拡充。H25年度から続く整備の第３期工事実施

17 新規 まちなか市民健康づくり事業 健康を増進するソフト事業やいきいき百歳体操の実施及び活動支援

○ 20 新規 「（仮称）クレアホームズ高知升形」整備事業 升形地区における民間分譲マンションの整備

22 新規 クールチョイス事業
地域住民や各種団体等と連携し，省エネ・低炭素型環境づくりのためのソフト事業を実
施

23 継続 まんがイベント事業 まんがに関するイベントの開催や地元商店街と連携したイベント等の実施

24 継続 高知よさこい情報交流館運営事業
高知よさこい情報交流館の運営事業であり，よさこいをテーマとした展示やイベントな
どを実施する。

25 継続 タウンモビリティ事業
高齢者や障害者，子ども連れなど誰もが街なかを安心して回遊するための，来街者支援
活動の実施

26 継続 京町チャレンジショップ事業 新規出店や業種転換を予定している経営者の育成事業

27 継続 学生活動交流館事業
中心市街地で実習や自主活動を行う学生グループの活動拠点，芸術・文化グループによ
る展示や商店街活動の場を提供

28 継続 学生と日曜市の連携事業 大学生による日曜市の出店者の出店サポートや，空き小間を活用した臨時出店

29 継続 日曜市と商店街の回遊促進事業 日曜市と商店街の回遊性を向上するための，ソフト事業の実施

30 新規 日曜市空き小間活用事業 日曜市の空き小間を活用した休憩所の設置や日曜市を活性化させるための取組

31 新規 オーテピア高知図書館での情報発信事業 オーテピア高知図書館の立地を活かして，観光・日曜市・商店街等の情報発信を行う。

○ 32 新規 オーテピアにおけるソフト事業 オーテピアでの各種イベントの実施や日曜市・商店街との連携事業の実施

○ 33 継続 高知城歴史博物館ソフト事業 高知城歴史博物館での各種イベントの実施や日曜市・商店街との連携事業，情報発信等

34 継続 外国人観光客の受入おもてなし事業 中心市街地を訪れる外国人観光客を受け入れる態勢の充実

35 継続 よさこいおもてなし事業
まちなか・よさこい，よさこいアンコール等，よさこい祭りのオフシーズンにおけるよ
さこい演舞の披露等によるおもてなし事業

36 継続 「土佐っ歩」事業
中心市街地の街歩きコース「土佐っ歩」の充実や，観光ガイドサービスを充実させる事
業

37 継続 商店街イベント事業 各商店街が特色を生かしたイベントを開催する。

38 継続 「食のイベント」事業 高知の食文化を生かした「土佐のおきゃく」，「土佐の豊穣祭」等のイベントの開催

39 継続 「春花まつり」事業 都市緑化の推進と商店街活性化を図るための「春花まつり」の開催

40 継続 エスコーターズ事業
高知県立大学の学生グループ「エスコーターズ」による，商店街での観光案内・挨拶・
清掃等の活動

41 継続 「高知まちゼミ」事業 商店街や個店のファンづくりを目指し，店主らが講師となって開くミニ講座の実施

42 継続 空き店舗対策事業 中心市街地や商店街の空き店舗を活用して新規創業・事業拡大をする事業者に対し助成

45 新規 芸術文化振興事業 県民文化ホール，かるぽーと等での芸術・文化イベントの実施により来街促進を図る。

46 新規 街なか空間有効活用事業
中心市街地に点在する未利用地や公共空間等においてイベント開催等の有効活用を図
る。

○ 47 新規 高知大丸リニューアル事業 中心市街地に位置する百貨店のリニューアル,商店街と連携したポイントカードの導入

48 新規 観光案内所整備事業 観光客が多く立ち寄る中心商店街内に外国語対応可能な観光案内所を設置する。

49 新規 学生と商店街の連携事業 学生と商店街が連携したイベントの開催等

50 新規 創業支援情報発信事業 空き店舗情報，創業支援制度等，新規開業に役立つ情報の一元化及び情報発信の強化

53 新規 バス路線再編事業 分かりやすく使いやすいバス路線網の再編

54 新規 バス停整備事業
路線図や時刻表などの文字の大型化やバス停そのものの統一化を図るなど，わかりやす
く使いやすいバス停となるよう整備する。

55 継続 公共交通利用促進事業
ＩＣカード「ですか」による多様なサービスの提供や，イベント実施等による広報を行
う。

事業名

目標２「多くの人が回遊するまち」の実現
に関係する事業



目標指標 No. 事業内容

3 継続 オーテピア西敷地利活用事業
オーテピアに隣接する市有地の利活用。市民や観光客で賑わい，回遊できる機能を整備
する。

7 継続 高知城の環境整備事業
高知城歴史博物館から高知城天守閣を眺望する際に支障となりそうな高木を適宜剪定
し，良好な空間を形成する。

9 新規 丸ノ内緑地整備事業
高知城に隣接する丸ノ内緑地について，自然環境を確保しながら，観光客等の憩いの場
やイベントスペースなどの再整備の検討及び実施を行う。

10 新規 藤並公園整備事業
高知城に隣接する藤並公園について，自然環境を確保しながら，観光客等の憩いの場と
して，再整備の検討及び実施を行う。

13 新規 追手筋空間の有効利用 空間的に余裕のある追手筋の有効利用を検討

14 継続 駐車場利便性向上事業
買い物額に応じた駐車料金割引サービスなど，中央公園地下駐車場の利便性を向上させ
るための事業

21 継続 環境美化事業 街なかで快適に過ごすための，エリア内の環境美化活動

23 継続 まんがイベント事業 まんがに関するイベントの開催や地元商店街と連携したイベント等の実施

○ 24 継続 高知よさこい情報交流館運営事業
高知よさこい情報交流館の運営事業であり，よさこいをテーマとした展示やイベントな
どを実施する。

28 継続 学生と日曜市の連携事業 大学生による日曜市の出店者の出店サポートや，空き小間を活用した臨時出店

30 新規 日曜市空き小間活用事業 日曜市の空き小間を活用した休憩所の設置や日曜市を活性化させるための取組

31 新規 オーテピア高知図書館での情報発信事業 オーテピア高知図書館の立地を活かして，観光・日曜市・商店街等の情報発信を行う。

○ 32 新規 オーテピアにおけるソフト事業 オーテピアでの各種イベントの実施や日曜市・商店街との連携事業の実施

○ 33 継続 高知城歴史博物館ソフト事業 高知城歴史博物館での各種イベントの実施や日曜市・商店街との連携事業，情報発信等

34 継続 外国人観光客の受入おもてなし事業 中心市街地を訪れる外国人観光客を受け入れる態勢の充実

35 継続 よさこいおもてなし事業
まちなか・よさこい，よさこいアンコール等，よさこい祭りのオフシーズンにおけるよ
さこい演舞の披露等によるおもてなし事業

36 継続 「土佐っ歩」事業
中心市街地の街歩きコース「土佐っ歩」の充実や，観光ガイドサービスを充実させる事
業

37 継続 商店街イベント事業 各商店街が特色を生かしたイベントを開催する。

38 継続 「食のイベント」事業 高知の食文化を生かした「土佐のおきゃく」，「土佐の豊穣祭」等のイベントの開催

39 継続 「春花まつり」事業 都市緑化の推進と商店街活性化を図るための「春花まつり」の開催

40 継続 エスコーターズ事業
高知県立大学の学生グループ「エスコーターズ」による，商店街での観光案内・挨拶・
清掃等の活動

41 継続 「高知まちゼミ」事業 商店街や個店のファンづくりを目指し，店主らが講師となって開くミニ講座の実施

43 継続 商店街魅力発信事業 商店街のイベントや個店について情報発信し，来街促進を図る。

44 継続 フラフ等による商店街演出事業 高知の文化であるフラフ等を活用して商店街を明るく演出する。

○ 45 新規 芸術文化振興事業 県民文化ホール，かるぽーと等での芸術・文化イベントの実施により来街促進を図る。

47 新規 高知大丸リニューアル事業 中心市街地に位置する百貨店のリニューアル,商店街と連携したポイントカードの導入

48 新規 観光案内所整備事業 観光客が多く立ち寄る中心商店街内に外国語対応可能な観光案内所を設置する。

52 継続 観光周遊バス運行事業
高知駅と桂浜を発着点として市内の観光地を経由するバスの運営，中心市街地の飲食店
や店舗との連携したサービスの実施

53 新規 バス路線再編事業 分かりやすく使いやすいバス路線網の再編

54 新規 バス停整備事業
路線図や時刻表などの文字の大型化やバス停そのものの統一化を図るなど，わかりやす
く使いやすいバス停となるよう整備する。

55 継続 公共交通利用促進事業
ＩＣカード「ですか」による多様なサービスの提供や，イベント実施等による広報を行
う。

事業名

目標３「また訪れたいと思うまち」の実現
に関係する事業


