
令和元年度香美市の協働事業一覧（産業部会）
（単位：円）

形態 事業名 事業内容
協働主体

（パートナー）
事業費（R元年度実績） 備考 所管課

行政主導（情報共有）
広報発行事業、
ホームページ運営事業、フェ
イスブック運営事業

まちづくり活動への市民の参画を促進するため、協働のまち
づくりに関する情報（助成事業・市民活動の状況など）を積極
的に発信する。

市民 4,744,349

広報印刷製本費　3,321,572円
ホームページ保守委託料
1,422,777円
広報委員への報酬、広報配布に
係る自治会報償金、差し込みに
係る臨時職員の費用は除く

総務課

行政主導（委託） 協働の森整備委託事業
環境先進企業と地域とが協働して「森林の再生」と「交流の促
進」を柱とした取り組みを行うことで、現在、手入れの行き届か
ない状況となっている森林（人工林）の再生を進める。

企業、高知県、市、物
部森林組合

1,000,000 農林課

行政主導（事業協力） 香美市狩猟フォーラム

有害鳥獣による農林業への被害が深刻であり、同時に狩猟
者の減少、有害鳥獣捕獲従事者の担い手不足が問題となっ
ているため、新たな担い手の確保を目的に、狩猟の魅力発信
とジビエ利活用等への理解を深める場として開催する。

高知県、猟友会、三嶺
の森をまもるみんなの
会、四国自然史科学研
究センター等

367,636 農林課

行政主導（事業協力）
香美市有害鳥獣被害対策協
議会

香美市における野生鳥獣による農林産物の被害を軽減する
ため、関係機関の連携を図るとともに、有害鳥獣の捕獲及び
被害防止対策事業等を実施する。

高知中部森林管理署、
ＪＡ高知県、森林組合、
漁業協同組合、香美猟
友会、物部・香北自治
会等

538,402 農林課

行政主導（指定管理）
日ノ御子河川公園キャンプ
場

地域内に存する自然資源の活用及び農林業の研修体験等に
より、憩いと交流の場としての活用を図り、地域の活性化並び
に市民の休養と健康増進を図る。

㈱香北ふるさとみらい 4,320,000 商工観光課

行政主導（指定管理） 別府キャンプ場 森林のもつ自然環境に親しみ、情操と健康の増進に資する。
（一社）香美市観光協
会

0
べふ峡温泉の指定管理料に含
む。

商工観光課

行政主導（指定管理）
ザ・シックスダイアリーかほく
ホテルアンドリゾート

地域内に存する緑地等の休養資源及び農林業の研修体験等
を総合的に管理案内することにより、地域の活性化に資する。

㈱香北ふるさとみらい 0 商工観光課

行政主導（指定管理） べふ峡温泉
別府地域の優れた自然環境にある森林を活用し、林産物の
生産、保健休養機能等の総合的な利用を図り、林業者の就労
機会及び所得の向上と地域住民の福祉増進を図る。

（一社）香美市観光協
会

14,000,000 商工観光課

行政主導（指定管理） 香美市いんふぉめーしょん
商店街及び観光等に関する情報を提供し、商店街の振興及
び観光客の誘致を促進する。

（一社）香美市観光協
会

4,400,000 商工観光課
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（単位：円）

形態 事業名 事業内容
協働主体

（パートナー）
事業費（R元年度実績） 備考 所管課

行政主導（指定管理） 大井平体験実習館
農林業に対する理解を深める機会や地域活動グループの活
動場所として提供し、農家経済の安定や向上・維持を図ってい
る

大梅婦人グループ 36,000 指定管理料 香北支所

行政主導（指定管理） 庄谷相多目的集会所

設置地区住民の農業技術の改善と普及、生活環境の整備、
地域住民相互間における交流を促進するための講習、講演、
研修等を通じて、地域住民が豊かで生きがいのある安定した
生活を送ることができることを目的とする

庄谷相自治会 0 物部支所

行政主導（指定管理） 高井多目的集会所

設置地区住民の農業技術の改善と普及、生活環境の整備、
地域住民相互間における交流を促進するための講習、講演、
研修等を通じて、地域住民が豊かで生きがいのある安定した
生活を送ることができることを目的とする

久保自治会 0 物部支所

行政主導（指定管理） 大栃多目的集会所

設置地区住民の農業技術の改善と普及、生活環境の整備、
地域住民相互間における交流を促進するための講習、講演、
研修等を通じて、地域住民が豊かで生きがいのある安定した
生活を送ることができることを目的とする

大栃自治会 0 物部支所

行政主導（指定管理） 農林漁業体験実習館

豊かな自然環境の活用を図り市民及び都市生活者等に農林
業に対する理解を深める機会と健全な余暇活動の場を提供
し、農林業者等の就業機会を増大し、農家経済の安定向上及
び市の文化財を保存する

べふ峡保勝会 1,649,332 物部支所

行政主導（指定管理） ライダーズイン奥物部

住民参加による新しい交流や文化の創造並びに地域の活性
化を促進することを目的に、本市を訪れるバイクライダー等の
宿泊や情報交換等のニーズに対応できる施設としてバイクラ
イダー交流宿泊施設(以下「交流宿泊施設」という。)を設置す
る

合同会社 和田屋 3,192,000 物部支所

行政主導（指定管理） 小浜農産物直販所 地域内就働と直販による所得の増大を図る 小浜自治会 0 物部支所

行政主導（指定管理） 中尾モノレール
安定的な運搬体制の整備を図ることによって生活環境の改
善、農家所得の向上を図る

中尾農業生産組合 0 物部支所

行政主導（指定管理） べふ峡休憩所

別府地域の優れた自然を目的に来訪する観光客及び登山者
に休憩の場を提供するとともに、地区住民の就労の機会、所
得向上を図るため、べふ峡休憩所(以下「休憩所」という。)を設
置する

べふ峡保勝会 0 物部支所
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（単位：円）

形態 事業名 事業内容
協働主体

（パートナー）
事業費（R元年度実績） 備考 所管課

行政主導（指定管理） 奥物部ふるさと物産館

本市の資源を活用した特産品等の販売を行い市民所得の向
上、就業機会の創出、来訪者と市民との交流の促進、情報の
受発信、地域の活性化に寄与するため、香美市交流促進施
設(以下「交流施設」という。)を設置する

0 物部支所

市民・行政（事業協
力）

まちづくり委員会
まちづくりの推進に関する意見提言などを行い、市政への市
民の参画を推進する。

市民 2,700,000 委員会を3回開催 企画財政課

市民・行政（事業協
力）

香美市・高知工科大学
連携協議会

香美市と高知工科大学が、相互に連携して様々な事項につい
て情報交換を進めるとともに、地域の活性化を図る。

高知工科大学 183,000 協議会を2回開催 企画財政課

市民・行政（事業協
力）

香美市ゴルフ場環境
対策委員会

PGMプロパティーズ株式会社の経営するゴルフ場における防
災及び自然環境の保全等に関し調査又は審議を行う。

自治会、団体、企業 30,000 委員会を1回開催 企画財政課

市民・行政（実行委員
会）

森林環境税活用事業
（未来の森づくり委員会）

市長の委嘱を受けた委員で構成される委員会と関係者を含む
専門部会で構成され、地域の森林・林業の現状把握や地域の
課題の洗い出し、解決策となる事業の提案、評価及び香美市
の森づくり構想の立案等に取り組む。

森林組合、製材、大
工、設計士、大学、報
道関係者等

478,699

委員等報酬　370,800円
講師謝金等　11,100円
費用弁償　95,755円
実費弁償　1,044円

農林課

市民・行政（実行委員
会）

広域観光

物部川流域に点在する観光地・観光施設で連携し、効果的な
マーケティング施策を実施しながら、地域内で滞在・周遊する
旅行商品や特産品の開発を行い、観光地のブランド化とイン
バウンド誘致による観光消費額の増加、観光施設の雇用拡
大、関連する企業や個人事業者の創業、移住促進を図る。

一般社団法人物部川
DMO協議会、南国市、
香南市

6,500,000 商工観光課

市民・行政（実行委員
会）

龍河洞エリア活性化
推進事業

高知県の強いリーダーシップの下、龍河洞への誘客促進によ
るエリア全体の活性化に取り組むため、「龍河洞エリア活性化
協議会」（事務局：高知県及び香美市）を設立。ハード整備、ソ
フト施策等について、ワークショップや部会を開催し協議を重
ね、平成29年11月には「龍河洞エリア活性化基本計画」を策
定した。加えて同年、龍河洞のマーケティングやオペレーショ
ン業務を手がける株式会社龍河洞みらいが設立された。

公益財団法人龍河洞
保存会、地域住民、商
店街、民間企業、高知
大学、高知工科大学、
山田高校、高知県

935,000 商工観光課

市民主導（補助）
香美市・高知工科大学
地域活動奨励事業

高知工科大学と連携し地域振興を図るため、高知工科大学が
取り組む地域に貢献する事業に要する経費に対し、予算の範
囲内において補助金を交付する。

高知工科大学 0 企画財政課

市民主導（補助）
香美市学生地域活動
支援事業

地域振興を図るため、高知大、高知県立大、高知工科大、山
田高校の学生団体に対して、香美市内で行う地域活動事業に
要する経費を予算の範囲内において補助金を交付する。

高校生、大学生 824,970 補助団体数：3団体 企画財政課
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（単位：円）

形態 事業名 事業内容
協働主体

（パートナー）
事業費（R元年度実績） 備考 所管課

市民主導（補助）
香美市林業婦人部
補助金

地域林業団体の育成と振興を図るため、香美市林業婦人部
のおこなう林業経営の改善に必要な調査、研究、地域林業の
発展向上に貢献する事業等に対する支援。

香美市林業婦人部 100,000 農林課

市民主導（補助） 地域活性化総合補助金

自治会及び市民団体が地域の振興、福祉の向上並びにコミュ
ニティの形成及び運営を図るため、産業経済、文化・交流、社
会生活機能の向上を図るために実施される事業に要する経
費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

自治会、
活動団体等

932,000 農林課

市民主導（補助）
商工会商工業振興対策
事業補助金

「打刃物のまち」香美市を県内外に広く宣伝し、地場産業の発
展と地域経済の活性化に資するとともに文化的な祭典とする
ことを目的として開催される刃物まつりに対する補助。

香美市商工会、
刃物まつり実行委員会

800,000 商工観光課

市民主導（補助）
土佐山田まつり事業
補助金

市民相互の親睦と地域の活性化を図ることを目的として開催
される土佐山田まつりに対する補助。

土佐山田まつり実行委
員会

2,336,895 商工観光課

市民主導（補助）
川上様夏祭り事業
補助金

伝統行事として親しまれ、より多くの人々が楽しめるイベントと
して、市内外の人々のふれあい、賑わいの場とするとともに、
観光の振興、育成を一端を担うことを目的として開催される川
上様夏祭りに対する補助。

川上様夏祭り実行委
員会

866,944 商工観光課

市民主導（補助） 奥物部湖湖水祭事業
奥物部湖の安泰と上・下流域の五穀豊穣を祈願して、住民の
親睦と交流人口拡大による地域の活性化を図ることを目的と
して開催される奥物部湖湖水祭に対する補助。

奥物部湖湖水祭実行
委員会

2,950,000 商工観光課

市民主導（補助）
土佐塩の道保存会
香美支部事業補助金

塩の道及びこれに付随した施設等の環境整備、維持管理に
対する補助。

土佐塩の道保存会香
美支部

150,000 商工観光課
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