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みどり豊かなまちづくり事業

●

街なか公園環境整備事業

●

街なか公園環境美化事業

●

丸ノ内緑地整備事業

●

横堀公園整備事業

●

新庁舎建設事業

● ●

無電柱化推進事業

●

オーテピア西敷地利活用事業

●

景観形成推進事業

●

シンボルツリー植栽事業

●

事業進捗シート

1
市・
花いっぱい
会

H25～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

・花とみどりの街づくり事業（はりまや橋,高
知城追手門前等の公共花壇への花植え，街路
樹等の適宜剪定）
・花ストリート事業（県庁前から菜園場など
の幹線道路の花壇及びプランターへの花植
え）
を実施した。

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 市 H25～R4
中心市街地再活性
化特別対策事業

中心市街地にある公園施設のうち丸ノ内緑地
の改修に着手した。

実施中

中心市街地にある都市公園の改修等環境整備

街なか公園リニューアル事業:はりまや橋公園
ウッドデッキを改修した。

3 市 H25～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

中心市街地にある公園施設の改修を適宜実施
していく。

実施中

はりまや橋公園をはじめとする中心市街地に
ある公園施設の美化活動等を実施した。

中心市街地にある都市公園の清掃等環境美化

4 市 H30～R4

中心市街地活性化
ソフト事業
（H30）

都市再生整備計画
事業（R1～）

・基本構想策定着手
・都市再生整備計画策定

はりまや橋公園をはじめとする中心市街地に
ある公園施設の美化活動等を実施した。

実施中

高知城に隣接する丸ノ内緑地について，自然環
境を確保しながらイベントスペースとしても活
用可能な再整備

基本構想策定，実施設計着手
実施設計に取り組み，あわせて通路橋掛替及
び樹木の移植等に着手した。

通路橋掛替工事を完成させるとともに，公園
整備工事に着手していく。

実施中

水辺景観を活かした，市民の憩いの場としての
再整備

6 市 H25～R1

社総金社会資本整
備総合交付金（住
宅・建築物安全ス
トック形成事業）

建設工事
・Ｒ元年11月末竣工
・Ｒ２年１月14日から一部供用開始
　（２月３日全面供用開始）【事業完了】

・実施設計に着手する。
・地域の町内会等にワークショップを開催
し，公園整備計画を作成していく。

実施中5 市 H30～R4 ・都市再生整備計画策定 (H30年度 都市再生整備計画策定)
はりまや町一宮線はりまや工区街路事業の工
程から，実施設計の着手をＲ３年度とした。

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。

7 市 H30～R4
社会資本整備総合
交付金（道路事
業）

事業実施なし

― ― 完了

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

予算が確保できず事業未実施。 予算が確保できず事業未実施。
Ｒ３年度も予算が確保できず，事業の実施時
期は未定。

未着手

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。

9 市 H9～R4
景観形成推進事業費補助金の申請実績なし。
当該補助金の継続等支援内容について検討し
た

景観形成推進事業費補助金の申請実績なし。
当該補助金の継続等支援内容について検討し
た。

再公募に向けて，事業実施方針及び募集要領
等の作成に当たり，事業内容や事業実施条件
等に関する幅広い意見及び提案を民間事業者
から得るため，サウンディング型市場調査を
実施した（2/25，3/1）。

・サウンディング型市場調査の結果を踏ま
え，事業実施方針案を作成する。
・パブリックコメントを実施し，市民等から
提出された意見を踏まえた上で，事業実施方
針を作成，公募型プロポーザルによる事業実
施者の選定を行っていく。

実施中8 市・民間 H25～R4

公募型プロポーザル方式により選定された最
優秀提案者を本市において優先交渉権者に決
定し，基本協定締結に向け協議を進めてきた
が，協議が整わなったため，改めて公募を実
施することとした。

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

10 市 H30～R4 事業実施なし
シンボルツリーの樹種，植栽場所等について
検討を行った。

R2年度は支援要望がなく実績なし。
R3年度の支援要望はなく当初予算を確保して
いないが，要望があれば随時対応していく。

実施中

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。

R2年度は予算が確保できなかったため，シン
ボルツリーの樹種，植栽場所等について検討
を行った。

R3年度も予算が確保できず，引き続きシンボ
ルツリーの樹種，植栽場所等について検討し
ていく。

未着手

再公募に当たり，前基本方針から一定の期間
が経過をしていることから，各種団体等を対
象に意見交換会及びアンケート調査を実施
し，改めて当事業の目的等への理解や利活用
ニーズの変化を把握を行い，この結果を踏ま
え基本方針改訂版を策定した。

※Ｒ元年度は「街なか公園リニューアル事
業」として１事業だったものを，支援措置の
追加により，Ｒ２年度から２事業に分化。

継続実施

継続実施
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高知城の環境整備事業

●

駐輪場整備事業

●

藤並公園整備事業

●

レンタサイクル事業

●

追手筋空間の有効利用

●

駐車場利便性向上事業

●

地域子育て支援拠点事業

● ●

まちなか市民健康づくり事業

●

（仮称）帯屋町一丁目地区複合施設
整備事業

● ● ●

永国寺キャンパス整備事業

●

県・市 H25～R4

樹木調査の結果に基づき，継続的に文化財及
び景観に影響のある樹木の管理剪定を行っ
た。
（追手門付近,梅の段付近　剪定1本,伐採11
本）

樹木調査の結果に基づき，継続的に文化財及
び景観に影響のある樹木の管理剪定を行っ
た。
（搦手門伐採1本,杉ノ段伐採1本、辷り山伐採
1本,剪定2本）

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。

12 市 H25～R4

・学校や商店街，駐輪中の自転車等へ地下駐
輪場利用促進啓発チラシの配布
・放置規制区域看板をリニューアルし，駐輪
場の利用促進を図る。
・Ｈ29年度に引き続き，駐輪ラックを一部撤
去し利便性の向上を図る。（帯屋町公園駐輪
場）

・学校や商店街，駐輪中の自転車等へ地下駐
輪場利用促進啓発チラシを配布した。
・放置規制区域看板をリニューアルし，駐輪
場の利用促進を図った。
・帯屋町公園駐輪場にLED照明を導入した。

樹木調査の結果に基づき，継続的に文化財及
び景観に影響のある樹木の管理剪定を行っ
た。
（弓道場南側伐採1本，太鼓丸剪定6本・伐採3
本）

樹木調査の結果に基づき，継続的に文化財及
び景観に影響のある樹木の管理剪定を実施し
ていく。
（梅ノ段北側石垣天端）

実施中

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。

11

13 市 H30～R4
都市再生整備計画
事業（R1～）

・基本構想策定着手
・都市再生整備計画策定

・学校や商店街，駐輪中の自転車等へ地下駐
輪場利用促進啓発チラシを配布した。
・放置規制区域看板をリニューアルし，駐輪
場の利用促進を図った。
・追手前公園駐輪場にLED照明を導入した。

・チラシ配布は継続して実施。
・LED照明の導入（新京橋プラザ駐輪場）
・見回り体制を強化し放置自転車対策を行っ
ていく。

実施中

観光客等の憩いの場としての再整備の検討及び
実施

基本構想の検討を行った。 基本構想の検討を行った。
・実施設計の策定
・公園整備計画作成のため，ワークショップ
を開催し，整備工事に着手していく。

実施中

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

15 市 H30～
庁内協議組織として高知市交通政策連絡会議
及び同会議専門部会を開催し，事業化に向け
ての課題の洗い出しを行った。

H30年度に洗い出しを行った課題について整理
を行うとともに，学識経験者との意見交換等
を行い，実施に向けての検討を行った。

H30年度及びR元年度にシェアサイクル導入の
先進市を視察し事業実施に向けて研究を行っ
たが，R2年度は予算が確保できず，具体的な
事業化に至っていない。

シェアサイクルの導入に向けて，実施可能な
方法について引き続き研究を行い，事業主体
となる民間事業者の選定や事業調整等を行っ
ていく。

実施中14 市 H30～R4

都市再生整備計画
事業道路占用許可
の特例，都市公園
の占用許可の特例
（活用予定）

・先進都市の取組を研究
・神戸市，姫路市を視察
・民間事業者によるシェアサイクル開始予定

民間事業者によるシェアサイクルの取組状況
を調査し，実現に向けての検討を行った。

空間的に余裕のある追手筋の有効利用を検討

16 市・民間 H23～

・H29年10月泊車料金に関する改定
　（時間の変更，料金の減額改定）
・オーテピアの利用者に対する駐車サービス
の実施

現サービス（加盟店での3,000円以上のお買い
物で１時間駐車無料スタンプ）を継続して実
施した。

追手筋空間の有効利用事業化に向けて情報収
集，課題整理を行った。

周辺環境の動向等も踏まえながら引き続き事
業化に向けての検討を続ける。

実施中

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

17 市・民間 H30～
子ども・子育て支
援交付金

・H30年4月　帯屋町チェントロビル2階に地域
子育て支援センター「さくらんぼの森」を開
設。

高知市GoTo商店街キャンペーン事業の一環と
して，中央公園地下駐車場の無料開放を実施
した。
・R2年8月～12月の土・日・祝日
・期間中の利用台数合計　　133,651台
　うち，無料開放実施日（土・日・祝日及び
12/28～31）の利用台数　67,063台

現サービス（加盟店での3,000円以上のお買い
物で１時間駐車無料スタンプ）を継続して実
施していく。

実施中

地域における子育て支援拠点施設の整備及び運
営

「さくらんぼの森」の運営
・毎週火曜日～日曜日の週６日開設，子育て
相談，おはなし会，おもちゃ作り等，親子で
休憩し遊べる場を提供した。

実施中

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

19 民間 H30～R3
・キネマＭの営業終了
・施設の解体工事に着手

既存建物の解体及び建設工事着手

実施中18 市・民間 H30～
地域支援事業交付
金

体操会場でのいきいき百歳体操会場実施を支
援した。

店舗や映画館と共同住宅の複合施設を整備す
る。

20 県 H25～H30

・第3期工事の実施
旧学生会館解体及び南敷地外構工事がH31年3
月に完了した。【事業完了】

―

R元年6月，既存建物の解体工事及び複合施設
の建設工事に着手した。

R3年5月竣工,共同住宅51戸が整備された。 実施中

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

― ― 完了

継続実施

継続実施
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環境美化事業

●

クールチョイス事業

●

移住・定住促進事業

●

「クレアホームズ高知駅前　ザ・レ
ジデンス」整備事業

●

「ロイヤルガーデンはりまや町」整
備事業

●

「クレアホームズ升形　ザ・レジデ
ンス」整備事業

●

まんがイベント事業

●

高知よさこい情報交流館運営事業

●

京町チャレンジショップ事業

●

21
県・市・高
知市民憲章
推進協議会

H25～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

初夏のまちを美しくする運動（環境美化重点
地域早朝一斉清掃）
　H30.6.8　 参加人数　800人, 収集量 131kg街なかで快適に過ごすための，エリア内の環境

美化活動

・県民一斉美化活動の実施
　　高知市中心部2/2：490人
・初夏のまちを美しくする運動（環境美化重
点地域早朝一斉清掃）
　　R元.6.5　参加人数 730人，収集量 300kg

・県民一斉美化活動の実施
　　高知市内 2/3：148人,2/7：531人
・初夏のまちを美しくする運動は，新型コロ
ナウィルス感染拡大防止の観点から中止し
た。

・県民一斉美化活動の実施
・「初夏のまちを美しくする運動」期間中に
環境美化重点地域早朝一斉清掃を地域内の町
内会，老人クラブ，事業所，小，中，高等学
校に参加を呼びかけて実施予定（6/5～6/14）

実施中

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 市 H27～R4
連携中枢都市に対
する普通交付税

移住・定住の促進に向けた移住支援
・移住希望者を対象としたガイドツアーの実
施
・移住支援に関する各種補助金　ほか

フォトコンテスト，環境学習イベント，メ
ディアツールを活用した広報など，COOL
CHOICEを普及促進するとともに，低炭素型ラ
イフスタイルへの転換を促す取組を実施し
た。

新型コロナウイルス感染症の影響により実施
中止となった「よさこい×COOL CHOICE」に加
え，フォトコンテスト，環境学習イベント，
メディアツールを活用した広報などを実施
し，COOL CHOICEを普及促進するとともに，脱
炭素型ライフスタイルへの転換を促す取組を
実施予定。

実施中22 市・民間 H30～R4
二酸化炭素排出抑
制対策事業費補助
金

高知市発信「よさこい×COOL CHOICE」事業や
省エネチャレンジャー事業，啓発CMの放送を
実施し，COOL CHOICEへの賛同を呼びかけた。
賛同者数：延べ22,648人

高知市発信の「よさこい×COOL CHOICE」やカ
ラー電車広告，ＷＥＢバナー広告，新聞への
折込チラシを実施し，COOL CHOICEへの賛同を
呼びかけた。
　賛同者数：延べ17,822人

第二期移住・定住促進計画に基づく各種施策の
実施

移住・定住の促進に向けた移住支援を行っ
た。
・移住希望者対象のガイドツアー実施：13件
・三世代同居等Uターン支援事業費補助金：11
件
・二段階移住支援事業費補助金：25件

移住・定住の促進に向けた移住支援の内容充
実を図りながら実施した。
・移住希望者対象のガイドツアー実施：4件
・三世代同居等Uターン支援事業費補助金：13
件
・二段階移住支援事業費補助金：29件

移住・定住の促進に向けた移住支援の内容充
実を図りながら実施していく。
・移住希望者を対象としたガイドツアーの実
施
・三世代同居等Uターン支援，二段階移住支
援，若者世代のUIターン等支援など各種補助
金
・よさこい移住支援
・生涯活躍のまち支援　等

実施中

北本町二丁目地区における民間分譲マンション
の整備

25
㈱和田コー
ポレーショ
ン

H30
H30年12月竣工
全42戸　完売　【事業完了】

― ―

― 完了24
セントラル
総合開発㈱

H30
H30年11月竣工
全55戸　完売　【事業完了】

― ―

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

26
セントラル
総合開発㈱

H30
H31年2月竣工
全38戸　完売　【事業完了】

― ―

― 完了

升形地区における民間分譲マンションの整備

27
県・市・商
店街

H15～R4

まんさい：中心市
街地活性化ソフト
事業
まんが甲子園，大
会議：文化芸術振
興費補助金

「まんが甲子園」，「まんさい」，「全国漫
画家大会議inまんが王国・土佐」を実施

・まんが甲子園
　　R1.8.3～4開催　参加：33校150人
・まんさい
　　R元.11.2～3 第17回まんさいを実施
　　商店街26店舗が参加した「まんさいクー
ポン」を発行
　　入場者：延べ23,631人
・「全国漫画家大会議inまんが王国・土佐」
（R2年3月予定）は新型コロナウイルスの影響
により中止

― 完了

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

28 市 H25～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

高知よさこい情報交流館の運営
・情報発信サイトの情報内容を拡充し，運営
した。
・よさこい情報交流館の運営
・よさこい企画展の開催他
・よさこい情報交流館次期指定管理者公募
・H30年度入館者数 60,438人

・情報発信拠点「高知まんがBASE」を開設
（4/1）。まんが塾，親子まんが教室を開催し
た。
・「まんが甲子園」，「全国漫画家大会議in
まんが王国・土佐」，「まんさい」は新型コ
ロナウイルス感染症の影響に伴い，ウェブ上
での開催となった。

・「まんが甲子園」は第30回記念大会を開催
予定。
・「全国漫画家大会議inまんが王国・土
佐」，「まんさい」も継続して実施予定。
・「高知まんがBASE」１周年記念イベント
「原画展」開催予定。

実施中

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。

高知よさこい情報交流館の運営
・情報発信サイトの運営（公式サイト，
Facebook）
・春よさこい2019，よさこいお宝展示会，よ
さこい写真コンクール受賞作品展などイベン
ト及び企画展を開催
・R元年度入館者数 53,342人

高知よさこい情報交流館の運営
　・よさこいフラフ展（6/4～7/21）
　・写真展「令和元年よさこい～第66回よさ
こ
    い祭りの記憶～」（7/23～8/2）
　・大山作品展「炎えた女」（8/6～8/25）
　・夏休みこどもよさこい教室の開催（8/10
～
    8/11）
　・よさこいチーム旗展（9/24～11/17）
　・写真展「令和元年よさこい～第66回よさ
こ
    い祭りの記憶～アンコール」（12/3～
    1/12）
　・R2年度入館者数：22,357人
　　　※累計入館者数40万人達成（7/4)

高知よさこい情報交流館の運営
・あり方検討を踏まえた運営の強化（インバ
ウンド観光推進，全国よさこい情報の充実
化，商店街との連携強化，よさこいファンの
交流企画等）
・継続，新規テーマの企画展等を開催
・目標入館者数 57,750人

実施中

新規出店や業種転換を予定している経営者の育
成事業

・第11期チャレンジャー（3組）の支援を実
施。
　（メイク・化粧品販売／英会話教室／タ
ロッ
    ト占い）
・第12期チャレンジャーの募集

・第12期チャレンジャーの支援
・第13期チャレンジャーの募集

実施中29

県，市，京
町・新京橋
商店街振興
組合

H23～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

・第9期チャレンジャー（3組）の支援を実
施。
　（衣料小売／雑貨・小物2組デニム）
　うち1組が中心商店街に新規出店した。
・第10期チャレンジャーの募集

・第10期チャレンジャー（3組）の支援を実施
（ベトナム雑貨／ユリ専門店／デニム商品）
うち1組が中心商店街に新規出店した。
・第11期チャレンジャーの募集
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学生活動交流館事業

●

学生と日曜市の連携事業

●

日曜市と商店街の回遊促進事業

●

日曜市空き小間活用事業

●

よさこいおもてなし事業

●

「土佐っ歩」事業

●

商店街イベント事業

●

「食のイベント」事業

●

30 市・学生 H25～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

高知市学生活動交流館において，学生グルー
プ等が作品展示，実習等の活動を行った。
・H30年度利用日数　193日（利用率：
59.6％）

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

高知市学生活動交流館において，学生グルー
プ等が作品展示，実習等の活動を行った。
・R元年度利用日数　142日（利用率：
44.8％）

・新型コロナウイルス感染症の影響により４
月は休館
・感染症対策を行いながら，学生グループの
自主研究や芸術・文化グループ作品展示等を
行った。
・R2年度利用日数　86日（利用率：30.0％）

高知市学生活動交流館において，学生グルー
プ等が実施する作品展示，実習等の活動への
貸出しを行う。
また，利用率の向上にむけて，施設のＰＲを
行う。

実施中

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

32
市・商店
街・民間

H25～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

・出店者組合との会合や街路市活性化推進委
員会で具体的な方策を協議した。
・商店街と日曜市をむすぶ場所に位置する
オーテピアと，新たなマーケット創出などに
ついて協議した。

・高知大学・県立大学生等による出店者サ
ポートは新型コロナウイルス感染症の影響に
より学生の活動が制限されたため中止となっ
た。
・県立農業大学校と高知商業高校の出店サ
ポートを行った。

大学・高校等による空き小間への臨時出店
実施中31 市・学生 H21～R4

中心市街地活性化
ソフト事業

・高知大学学生グループによる休憩所兼観光
案内所の運営及び出店者の出店サポート
・農業大学校や県立大学等学生グループ出店
時のサポート（出店場所の提供等）

・農業大学校や県立大学等学生グループ出店
時のサポート(出店場所の提供等)を行った。

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

・出店者組合との会合や街路市活性化推進委
員会で具体的な方策の研究を行った。
・商店街と日曜市をむすぶ場所に位置する
オーテピアと，新たなマーケット創出などに
ついて協議した。

　商店街と日曜市が連携したイベント等を開
催予定であったが，新型コロナウイルス感染
症の影響により実施できなかった。

商店街と日曜市が連携したイベント等の実施 実施中

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

34
市・商店
街・民間

H25～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

・4/8～6/10（毎週日曜）　まちなか・よさこ
い実施（大橋通り～壱番街）
・8/10,11　観光客対象のよさこい体験イベン
ト実施
・8/17～8/26（毎日）　よさこいアンコール
（大橋通り）
・8/19～12/23（毎週日曜）　はりまや橋商店
街でのよさこい披露

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め，4月，5月は中断したが，その後出店が無
い時は，休憩所として活用した。

・イベントスペースの利用促進
・空き小間を活用して実施しているれんけい
こうち日曜市出店事業の継続発展

実施中33
市・商店
街・民間

H30～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

・商店街内で日曜市への誘客チラシを配布し
た。
・出店者組合との会合や街路市活性化推進委
員会で具体的な方策を検討した。
・オーテピアと連携し，相互に来客を送り込
む方策の研究を行った。

・帯屋町商店街で，日曜市への誘客チラシを
配布した。
・出店者組合との会合や街路市活性化推進委
員会で具体的な方策の研究を行った。
・オーテピアと連携し，相互に来客を送り込
む方策について研究を行った。

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

・4/7～6/9（毎日曜日）　まちなか・よさこ
い実施（大橋通り～壱番街）
・8/10・11　観光客対象のよさこい体験イベ
ント実施（あったかよさこい）
・8/19～8/25（毎日）　よさこいアンコール
実施（大橋通り）
・8/18～12/22（毎日曜日）　よさこいリター
ンズ（こうち旅広場・はりまや橋商店街）

新型コロナウイルス感染症の影響により事業
中止となった。

新型コロナウイルス感染症の状況を見なが
ら，よさこい演舞披露等を実施していく。
・８月10・11日　観光客対象のよさこい体験
イベント実施（あったかよさこい）
・８月中～下旬（毎日）　よさこいアンコー
ル実施（大橋通り）
・８月～12月（毎日曜日）　よさこいリター
ンズ実施（こうち旅広場・はりまや橋商店
街）

実施中

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

36 市・商店街 H25～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

・中心商店街全体を会場にイベントを実施し
た。（高知大道芸フェス2018，ラララ音楽
祭，土曜夜市，龍馬生誕祭　等）
・各商店街がそれぞれの特色を生かしたイベ
ントを実施した。（おびさんマルシェ，るん
だ商店街，ハロウィンイベント，京町・新京
橋クリスマスイベント，おまちで結婚式
等）

「土佐っ歩」の実施
・新規３コースの追加（龍馬誕生ミニコー
ス，婦人参政権発祥の地コース，龍馬脱藩の
道コース）
・大政奉還コース，土佐のうまいもんコース
を合体させ，大政奉還と街路市コースを新
設。
・土佐の明治維新コース,よさこい満喫コース
の廃止。
・R2年度参加者数：715人

「土佐っ歩」の実施
・R３年度版リーフレットの配布
・R４年度版コースの検討
・R４年度版リーフレットの修正
・目標参加者数：1,200人

実施中35

市・
NPO法人土
佐観光ボラ
ンティア協
会

H25～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

「土佐っ歩」の実施
※明治維新150年記念新コース「土佐の西郷ど
んコース」等を実施した。
・H30年度参加者数：1,335人

「土佐っ歩」の実施
・よさこい情報交流館やはりまや橋を巡る
「よさこい満喫コース」を新設した。
・R元年度参加者数：1,115人

各商店街が特色を生かしたイベントを開催す
る。

・中心商店街全体を会場にイベントを実施し
た。（高知大道芸フェス2019，ラララ音楽
祭，土曜夜市，龍馬生誕祭　等）
・各商店街がそれぞれの特色を生かしたイベ
ントを実施した。（おびさんマルシェ，るん
だ商店街，ハロウィンイベント，京町・新京
橋クリスマスイベント，おまちで結婚式
等）

・高知市GoTo商店街キャンペーンイベントを
実施
　①おまちde食べて買ってプレゼント（10/24
～11/23）
　②おまちde食べて飲んでマル得クーポン
（11/22～11/30）
　③おまちdeトレジャーウォーク（1/9～
3/7）
・既存イベントについては，新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため，開催方法を見直
し実施した。
・「高知大道芸フェス2020」は屋外会場のみ
とし,入場制限を設定し開催（10/3，10/4）
・イルミネーションフェスタ（11/27～1/17）

・中心商店街全体を会場にしたイベントを実
施予定（高知大道芸フェス2021，土曜夜市，
龍馬生誕祭，イルミネーションフェスタ
等）
・各商店街が感染症対策を行いながらそれぞ
れの特色を生かしたイベントを継続して実施
していく。

実施中

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

感染症対策を行いながら各種「食のイベン
ト」を実施した。
・土佐の豊穣祭：10/24～10/26（高知市会
場）
・土佐のおきゃく：3/6～3/9

「食のイベント」の実施
・土佐の豊穣祭：９～10月
・土佐のおきゃく：３月

実施中37

市・土佐の
おきゃく推
進会議・土
佐の豊穣祭
推進会議

H25～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

「食のイベント」の実施
・土佐の豊穣祭
　　11/10～11　来場者：47,000人
・土佐のおきゃく
　　3/3～11　来場者：79,345人

「食のイベント」の実施
・土佐の豊穣祭
　　11/9～11　来場者：34,000人
・土佐のおきゃくは新型コロナウイルスの
　影響により中止
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緑化推進事業

●

エスコーターズ事業

●

「高知まちゼミ」事業

●

空き店舗対策事業

●

タウンモビリティ事業

●

街なか空間有効活用事業

●

外国人観光客の受入おもてなし事業

●

観光案内所整備事業

●

創業支援情報発信事業

●

38

市・㈱高知
市中心街再
開発協議
会・高知市
都市整備公
社

H25～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

「こうち春花まつり」開催
　 5/3～5/5　来場者：約157,000人

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」等イベントの開催

「こうち春花まつり」開催
　 5/3～5/5　来場者：約157,500人

例年通り大型連休中の5/3～5/5に開催予定で
あったが，新型コロナウイルスの影響により
中止となった。

感染症対策を行いながら「みどりの週間
（4/16～4/18）」，「春花まつり（5/3～
5/5）」，「緑化祭（10/8～10/10）」を開催
していく。

実施中

高知県立大学の学生グループ「エスコーター
ズ」による，商店街での案内・挨拶・清掃等の
活動

40
高知TMO・
中心商店街

H25～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

「高知まちゼミ」を5月と11月に開催。
・第10回（5月）　36講座／受講者365人
・第11回（11月） 33講座／受講者392人

新型コロナウイルス感染症の影響により活動
休止となり，毎週日曜日に行う商店街での案
内・挨拶活動の実施日数が大幅に減少した。
・R2活動日数：12日（延べ55人）
　※4-10月及び12-2月が活動休止

感染症対策を行いながら，可能な範囲で毎週
日曜日の商店街での案内・挨拶活動を継続実
施していく。

実施中39
高知TMO・
学生・中心
商店街

H13～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

毎週日曜日に商店街での案内・挨拶活動を実
施
・H30活動日数：50日（延べ167人）

毎週日曜日に商店街での案内・挨拶活動を実
施
・R元活動日数：46日（延べ169人）

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

「高知まちゼミ」を5月と11月に開催。
・第12回（5月） 36講座／受講者462人
・第13回（11月）33講座／受講者363人

例年通り年2回の開催を予定していたが，新型
コロナウイルスの影響により中止となった。

感染症対策を行いながら，開催可能な方法で
まちゼミを実施していく。

実施中

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

42

県・市・
NPO法人福
祉住環境
ネットワー
クこうち

H25～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

・H27年4月に開設した｢タウンモビリティス
テーションふくねこ｣の運営に対するタウンモ
ビリティ推進事業費補助金（県1/2 市1/2）
・「高知市お城下バリアフリーまっぷ」の配
布

・高知県空き店舗対事業費補助金
　　R2年度実績：5件（高知市分）
・高知市空き店舗活用創業支援事業費補助金
　　R2年度実績：14件

継続して商店街等の空き店舗を活用して新規
出店する民間事業者を支援していく。

実施中41
県・市・高
知商工会議
所

H25～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

・高知県空き店舗対策事業費補助金
　　H30年度実績　7件（高知市）
・高知市空き店舗活用創業支援事業費補助金
　　H30年度実績　14件

【高知県空き店舗対策事業費補助金】
　　R元年度実績　6件（高知市分）
・高知市空き店舗活用創業支援事業費補助金
　　R元年度実績　20件

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

・タウンモビリティ推進事業費補助金（県1/2
市1/2）
・H29年度に作成した「高知市お城下バリアフ
リーまっぷ」の点字版・音声版を作成

・タウンモビリティ推進事業費補助金（県1/2
市1/2）
・H29年度に作成した「高知市お城下バリアフ
リーまっぷ」の改訂版を作成した。

・継続してタウンモビリティ事業の実施及び
支援
・「高知市お城下バリアフリーまっぷ」（R２
年度版）の点字版，音声版を作成予定

実施中

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。

44
県・市・商
店街・民間

H27～R4
地方創生推進交付
金

・高知新港～中心街間の無料シャトルバスを
運行し，来街の促進を図った。
・外国客船寄港時におけるおもてなしを実施
した。（臨時観光案内所の開設，多言語マッ
プ作成，アーケード内歓迎表記，周遊優待
クーポン冊子の配布等）
・多言語メニュー作成支援サイトの活用

感染症対策を行いながら中心市街地に賑わい
を呼び戻すイベントをオーテピア西敷地で実
施した。
・高知大道芸フェス2020（10/3，10/4）
・アートアクアリウム展～高知・金魚の海～
（12/19～3/7）

新型コロナウイルス感染の収束状況を見なが
ら，高知大道芸フェス2021等，未利用地を有
効活用した各種イベントを開催していく。

実施中43
市・商店
街・民間

H30～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

H30年10月，高知市と(株)高知大丸において，
未利用スペースを有効活用する「高知経済ナ
レッジネットワーク」を締結

高知大道芸フェス2019（9/28・29），カーニ
バル00in高知（11/2～4）等，行政・商店街・
民間事業者等が連携して各種イベントを開
催，賑わいの創出や交流人口の拡大につな
がった。

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

外国客船寄港時（寄港回数：22回）における
おもてなしを実施した。
　・臨時観光案内所の開設（はりまや橋観光
BT:21回,高知城:1回）
　・多言語マップ作成
　・ポストカードの配布
　・無料Wi-Fi提供
　・アーケード内歓迎表記　　　等

・高知県高知港外国客船受入協議会市街地受
入部会の開催（1回：9/15）
・外国人を含む観光客の受入に関する一元的
な相談体制の整備及び研修等の実施（観光客
受入コーディネーターの設置，外国人観光客
受入研修の開催：3回，アドバイザーの派遣：
13事業者）
・看板及び危機管理マニュアル作成

・外国客船寄港時における臨時観光案内所の
開設（はりまや橋観光BT:11回（予定））
・外国人を含む観光客の受入に関する一元的
な相談体制の整備及び研修等の実施（観光客
受入コーディネーターの設置，外国人観光客
受入研修の開催（3回），アドバイザーの派
遣）

実施中

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。

46 市・商店街 H30～R4
連携中枢都市に対
する普通交付税

・H31年1月，創業に関する情報サイト「こう
ち創業Village」を開設
・空き店舗情報，補助金・融資制度，チャレ
ンジショップ情報，創業に関連するセミナー
等の情報を掲載

「こうち観光ナビ・ツーリストセンター」の
運営
　・来場者数 26,843人
　・相談件数　4,514人（うち外国人254人）
　・市町村観光PRの実施
　　（11/30：馬路村，日高村）
　・ショッピングツーリズムセミナーの開催
　　（2/9）
　・TSUNAGUマーケットでの出張観光案内
　　（10/3・4,3/27・28）

「こうち観光ナビ・ツーリストセンター」の
運営
・市町村観光PRの実施
・ショッピングツーリズムセミナーの開催
・龍馬パスポート交付窓口
・近隣イベントでの出張観光案内
　
新型コロナウイルス感染症の影響で外国人観
光客が減少しているため，当面の間は日本人
観光客受入のための対応をしていく。

実施中45 市 H30～R4
連携中枢都市に対
する普通交付税

・中心商店街に外国語対応可能な観光案内所
「こうち観光ナビ・ツーリストセンター」を
開設（H31年３月）

「こうち観光ナビ・ツーリストセンター」の
運営
　・来場者数72,431人，相談者数10,149人
　　（うち，外国人相談者数3,568人）
　・広域観光ガイドブック「とさめぐり」の
　　作成（英語，繁体字，簡体字）
　・市町村観光PRの実施
　　（8/18：梼原町，2/15：いの町）
　・ショッピングツーリズムセミナーの開催
　　（2/28）

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

ＨＰ「こうち創業Village」の運営
　空き店舗，チャレンジショップ，補助金，
セミナー等の情報発信を行い，情報発信によ
る空き店舗解消及び出店促進を図った。
　・更新回数：26回
　・閲覧数：35,735ビュー

ＨＰ「こうち創業Village」の運営
　空き店舗，チャレンジショップ，補助金，
セミナー等の情報発信を行い，空き店舗解消
及び出店促進を図った。また，R2年度は新規
創業者インタビューページ「VOICE」を追加し
た。
　・更新回数：27回
　・閲覧数：37,921ビュー

引き続き「こうち創業Village」の内容充実を
図りながら運営していく。

実施中
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中心市街地インバウンド対策事業

●

高知城歴史博物館ソフト事業

●

商店街魅力発信事業

●

フラフ等による商店街の演出事業

●

商店街防災対策事業

●

芸術文化振興事業

●

オーテピア高知図書館での情報発信
事業

●

オーテピアにおけるソフト事業

●

外国人旅行者を中心市街地へ誘客するための取
組

48 県 H28～R4

・お城下文化手帳等のまちあるき用のパンフ
レットの発行・配布
・お城下文化の日の開催（11月），お城下ま
ちあるきを実施
・お城下で見る土佐國（3月）で牛鬼を高知城
下で紹介
・日曜市料理教室を開催（9回）土曜夜市に参
加（4回）

・お城下文化手帳等のまちあるき用のパンフ
レットの発行・配布
・お城下文化の日の開催（11月）、お城下ま
ちあるきを実施
・日曜市料理教室を開催（6回）土曜夜市に参
加（4回）

・新型コロナウイルス感染症の影響により外
国客船の寄港がなかったため，高知新港とは
りまや橋バスターミナル間のシャトルバスを
運行やおせっかい協会による中心商店街での
おもてなし活動等は実施できなかった。
・市街地受入部会を開催し，官民の関係団体
による情報共有や意見交換を実施した。

・客船の寄港状況を見ながら，シャトルバス
運行やおもてなし活動等を適切に実施してい
く。

実施中47 市・商店街 H30～R4
地方創生推進交付
金

・クルーズ客船寄港時に，高知新港とはりま
や橋バスターミナル間のシャトルバスを運行
・おせっかい協会による中心商店街での案内
活動を実施
・市街地受入部会を開催し，官民の関係団体
による情報共有や意見交換を実施

・クルーズ客船寄港時に，高知新港とはりま
や橋バスターミナル間のシャトルバスを運行
・おせっかい協会による中心商店街でのおも
てなし活動を実施した。
・市街地受入部会を開催し，官民の関係団体
による情報共有や意見交換を実施した。

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

49

市・
㈱高知市中
心街再開発
協議会

H25～R4

・外国人観光客を対象とした多言語パンフ
レット等の配布
・中心商店街ＨＰやＳＮＳでイベント等の情
報発信を実施
・地域情報サイトを活用し，個店情報等を発
信

・外国人観光客を対象とした多言語パンフ
レット等の配布
・中心商店街ＨＰ「よさこいタウン」や市Ｈ
Ｐ「おまちと商店街のイベント」，ＳＮＳで
イベント等の情報発信を実施
・地域情報サイトを活用し，個店情報等を発
信

日曜市と関連したイベントなどは，新型コロ
ナウイルス感染防止のため中止とし，まちの
歴史文化スポットに関する情報提供などを実
施した。

日曜市と関連したイベント，まちの歴史文化
スポットに関する情報提供など継続して実施
していく。

実施中

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。

50

市・
㈱高知市中
心街再開発
協議会

H24～R4

・季節ごとに中心商店街にフラフ等を設置し,
商店街を明るく演出した。
  春:4月～5月「南国土佐の春」
  夏:7月～8月「本家よさこい」
  秋:9月～10月「土佐の偉人」
  冬春：2月～3月「土佐の食楽食遊」
・来街を促進する「ウエルカムバナー」を新
たに作成，設置した。（H31年3月）

・中心商店街ＨＰ「よさこいタウン」や市Ｈ
Ｐ「おまちと商店街のイベント」，ＳＮＳで
イベント等の情報発信を実施
・地域情報サイトを活用し，個店情報等を発
信した。

継続して，各媒体を活用した情報発信を実施
していく。

実施中

高知の文化であるフラフ等を季節ごとに掲出
し，商店街を明るく演出する。

・季節ごとに中心商店街にフラフ等を設置し,
商店街を明るく演出した。
　春:4月～5月「南国土佐の春」
  夏:7月～8月「本家よさこい」
  秋:9月～10月「土佐の偉人」
  冬春：2月～3月「土佐の食楽食遊」

コロナ禍で減少した来客を呼び込むため，商
店街を華やかに彩るフラフ・ペナント等を掲
出した。
・コロナに負けるな！フラフ（7月～8月）
・大橋通り商店街オリジナルペナント（12月
～3月）

・季節ごとに商店街アーケード内にフラフ等
を設置し，商店街を明るく演出していく。
春：南国土佐の春
夏：本家よさこい
秋：土佐の偉人
冬春：食楽食遊

実施中

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

52
県・市・民
間

H30～R4

【県民文化ホール】
　37本の自主事業を実施した。
【かるぽーと】
　「まんさい」ほか各種芸術・文化イベント
を実施し,延べ449,195人が利用した。

【県民文化ホール】
　吊り天井工事のため，R元年度は休館
【かるぽーと】
　「まんさい」ほか各種芸術・文化イベント
を実施し,延べ524,630人が利用した。

【県民文化ホール】
17本の自主事業を実施。
【かるぽーと】
主な事業が新型コロナウイルス感染症の影響
により中止又は規模縮小となった。
　R2年度利用者：144,726人

引き続き津波避難ビル指定を推進していくほ
か，自主防災組織と商店街が連携した防災講
習会や避難訓練等を実施し，安全・安心なま
ちづくりを進めていく。

実施中51 市・民間 H27～R4

・津波避難ビル指定の推進，防災マップ作成
等の検討
・２月　商店街主催の防災講演会及び避難訓
練を実施

・津波避難ビル指定の推進
・防災マップの作成等を検討した。
・自主防災組織と商店街の避難訓練を予定
（３月）していたが，コロナウィルスの感染
拡大防止対策で中止となった。

・商店街内に新たに津波避難ビル1施設を指定
した。
・商店街に隣接した3避難所の「避難所運営マ
ニュアル」を策定した。（高知追手前高校，
高知城ホール，かるぽーと）
・感染症対策を講じた避難所運営についての
講習会を企画したが，台風の影響で中止し
た。
・災害発生時の外国人観光客の避難誘導につ
いて，高知SGG善意通訳クラブに対して，講習
会を実施した。

・こうち観光ナビ・ツーリストセンターと連
携をとり，効果的に情報を提供する。
・1階エントランス・ロビーや各階において，
ポスターの掲示やチラシの配布，図書の展示
を実施する。
・関係各課と連携し，より効果的に商店街等
の情報発信について検討する。

実施中

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。

53 県・市 H30～R4

・オーテピア1階及び2階にて観光関連のチラ
シパンフレット等を提供
・１階総合窓口にて簡易な観光案内の実施
・外国人観光客を対象とした「高知県通訳
コールセンターサービス」の実施
・図書館総合展地域フォーラムin高知の関連
行事として「日曜市散策ツアー」実施
（9/23）

・オーテピア1階及び2階にて観光関連のチラ
シパンフレット等提供
・1階総合窓口にて簡易な観光案内の実施。
・外国人観光客を対象とした「高知県通訳
コールセンターサービス」の利用。
・プラネタリウムにて投映前に商店街イベン
トを告知。
・市に寄贈された日曜市模型を３階エレベー
タホール付近にて常設展示。

1階エントランス・ロビーや各階において，ポ
スターの掲示やチラシの配布,図書の展示を実
施した。

【県民文化ホール】
28本の自主事業を実施予定。
【かるぽーと】
感染症対策を行いながら各種芸術・文化イベ
ントを実施し，来街の促進を図る。

実施中

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。

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

・土曜夜市に参加予定
・まちゼミについても開催の場合は，オーテ
ピア高知図書館，高知みらい科学館，高知声
と点字の図書館が参加予定
・11月21日お城下文化の日開催予定

実施中54 県・市 H30～R4

・土曜夜市参加（7/21図書館おみくじの実
施，星座早見表配布，バリアフリー便利グッ
ズの展示）
・まちゼミにオーテピア高知図書館参加。講
座名『世界に発信！おらんくのオーテピア』
（11/9 参加者6名，11/23 参加者9名，11/30
参加者8名）
・11月18日「お城下文化の日」開催

・土曜夜市参加（7/6図書館くじの実施，ミニ
科学体験グッズの展示，バリアフリー機器の
展示，点字用紙を使用したミニバック作り）
・まちゼミへの参加
　第13回（5月）3講座 計6回開催
　第14回(11月) 3講座 計7回開催
・「お城下文化の日」開催（11/17）
・各種イベントに多目的広場を活用。（まち
なかよさこい，ルミエールフェスタ，高知大
道芸フェス2019等）

・土曜夜市,高知まちゼミともに参加予定で
あったが新型コロナウイルスの影響により中
止となった。
・お城下文化の日（11/15）についても新型コ
ロナウイルスの影響により，今回は各館での
イベントのみとなり,各館に「お城下文化手
帳」を持参した方に，記念品をプレゼントし
た。
・累計入館者数200万人達成（8/4）
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№
市街地
の整備
改善

都市福
利施設
の整備

居住環
境の向
上

経済活
力の向
上

公共交
通の利
便増進

事業名及び事業概要 実施主体 事業期間 支援措置 平成30年度の取組 令和元年度の取組状況 令和２年度の取組状況 令和３年度の実施予定
進捗
状況

高知大丸リニューアル事業

●

学生と商店街の連携事業

●

観光周遊バス運行事業

●

公共交通利用促進事業

●

バス路線再編事業

●

バス停整備事業

●

55 ㈱高知大丸 H30～R4
高知大丸のリニューアルに向け，環境分析及
び構想の検討を行った。

高知大丸のリニューアルに向け，環境分析及
び構想の検討を行った。

・新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑
み，リニューアルの時期を見合わせた。
・当該百貨店の環境分析や市民ニーズ調査等
を実施し，リニューアル構想の検討を行っ
た。中心市街地に位置する百貨店のリニューアル

H30～R4

【高知商業高校】
　第19回はりまやストリートフェスティバル
開催(11月）
【高知大学学生グループ】
　スポGOMIin 高知城下町大会（第10回）開催
　(12月)

【高知商業高校】
　第20回はりまやストリートフェスティバル
開催 (11/9・10)
【高知大学学生グループ】
  スポGOMIin 高知城下町大会（第10回）開催
　(12/7)

【高知商業高校】
　第21回はりまやストリートフェスティバル
開催
  (11/8)
【商店街】
　高知おまち学園をZoom開催（3/12）

地域共生型百貨店として，高知のローカル資
源や生活に密着したコンテンツを取り入れた
リニューアルをR3～R4年度にかけて順次実施
していく。

実施中

学生と商店街が連携したイベントの開催等

57

（公財）高
知県観光コ
ンベンショ
ン協会

H25～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

「MY遊バス」の運行
・観光施設や宿泊施設等において割引特典，
サービス等を付与

【高知商業高校】
　第22回はりまやストリートフェスティバル
開催予定
【商店街】
　商店街と大学生のまちづくり勉強会を開催
予定

実施中

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

56
学生・商店
街

58
市・交通事
業者

H25～R4
中心市街地活性化
ソフト事業

・「ですかキャンペーン」を継続実施
・高齢者おでかけ支援定期「おでかけ電車
65」を販売
・オーテピア開館時の商店街サービス実施

実施中

公共交通の利用を促進させるためのイベント，
広報等

「ですかキャンペーン」は継続して同様に実
施していく。
高齢者おでかけ支援定期「おでかけ電車65」
を販売

実施中

60
市・とさで
ん交通㈱

H30～R4 H31年度 整備箇所の検討を行った。
20箇所，24基の整備を実施。
劣化したバス停を更新することで安全性・視
認性を高め，利用者の利便性向上となった。

16箇所，23基の整備を実施。
劣化したバス停を更新することで安全性・視
認性を高め，利用者の利便性向上となった。

実施中59
市・交通事
業者

H30～R4

利用者のニーズに応じたきめ細かいダイヤ設
定や定時運行の確保ができるよう長距離系統
を短距離系統に分割するなどして，利用しや
すいバス路線網へ再編した。

バス待機機能を備えたバス停の整備

継続して同様に実施していく。 実施中

分かりやすく使いやすい路線網の再編

継続実施

継続実施

継続実施
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