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香美市の産業振興の主な取組み 農業分野

〔高知県産業振興計画の推進〕
○ブランドの維持・向上
・地域活性化総合補助金（新規種苗導入）

（ゆずをはじめとする本市の特産物を育成するため、苗木の新植に補助） 【ゆず155本】

・産地パワーアップ事業

（営農戦略に基づき、産地（品目ごと）全体として増収・経費の削減効果がある取り組みを支援）【4件】

・信頼される産地づくり支援事業

（食の安心安全のため、高知県農業協同組合が実施する残留農薬の自主検査の費用を補助）【92件】

○地産地消の促進
・地産地消促進事業（学童農園）【3校】
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〔農業の担い手の確保・育成〕
○新たな担い手の確保と育成
・新規就農研修支援（担い手支援）事業

（就農希望者が農家等で研修を行う場合に研修生・受入農家に対して支援）【研修生2人、受入農家2人】

・農業次世代人材投資事業（経営開始型）

（原則45歳未満の新規就農者が就農後に定着するよう、経営が不安定な就農直後の所得を支援）【12人】

・新規就農者農地確保等支援事業

（新規就農者が経営農地を確保するため、利用権等を設定して農地を借りた場合に賃借料を支援）【実績無】

・機構集積協力金交付事業

（農地中間管理機構に農地を貸付け、担い手への農地集積に協力する土地所有者へ協力金を交付）【実績無】

・新規就農者サポートハウス応援事業

（新規就農者へハウス付き農地を貸す場合、土地所有者に対し奨励金を給付）【実績無】

○集落営農組織の育成・充実
・地域営農支援事業

（集落営農組織が地域営農活動に必要な機械施設を整備することに対して補助）【1件】

○経営支援
・園芸用ハウス整備事業

（規模拡大：農業協同組合等がハウスを整備し、農業者に貸与する事業を支援）【実績無】

（流動化：中古ハウスの修繕活用を支援）【実績無】

・環境保全型農業直接支払交付金

（地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い取組に対して交付金を交付）【4団体】

・経営所得安定対策事業

（販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額分（全国一律の算定基準）を交付）

【産地交付金41,718a】

・燃料タンク対策事業

（燃料タンクの削減や流出防止装置付タンクに置き換える取り組みに対して補助）【実績無】

・環境制御技術普及促進事業

（適正なハウス内の環境を整えるために必要な機器の導入に対して補助） 【実績無】

ユズの総合的な産地強化対策
青果量日本一のユズ産地維持のため、各

種の補助事業を活用して、総合的な支援を

行う。

（目標値）

ユズ販売額 年間5億円

R06末の目標（成果）

新規就農研修支援（担い手支

援）事業
就農を希望する者が、就農開始前に研修

機関等で研修を受ける場合に、研修生や受

入機関等に対し支援を行う。

農業次世代人材投資事業
次世代を担う農業者となることを志向する

者に対し、就農直後の経営確立を支援する

資金を交付し、新規就農者の支援を行う。

園芸用ハウス整備事業
農業協同組合が行うレンタルハウス整備や

中古ハウスの再活用による流動化、災害によ

るハウス復旧等に対し、支援する。

（目標値）

独立自営による新規就農者

５年間で35名

（親元就農を含む）

○ブランドの維持・向上
・地域活性化総合補助金（新規種苗導入）

・産地パワーアップ事業

・信頼される産地づくり支援事業

○地産地消の促進
・地産地消促進事業（学童農園）

今後の取組み（R03～）

○新たな担い手の確保と育成
・新規就農研修支援（担い手支援）事業

・農業次世代人材投資事業（経営開始型）

・新規就農者農地確保等支援事業

・機構集積協力金交付事業

・新規就農者サポートハウス応援事業

○集落営農組織の育成・充実
・地域営農支援事業

○経営支援
・園芸用ハウス整備事業（規模拡大、流動化）

・環境保全型農業直接支払交付金

・経営所得安定対策事業

・燃料タンク対策事業

・環境制御技術普及促進事業



香美市の産業振興の主な取組み 林業分野

○林地保全と多面的機能の維持 ※各数量は当初予算作成時
・森林整備事業【保育間伐75ha、搬出間伐22,750m3、人工造林22ha】
・緊急間伐総合支援事業（国庫補助以外の森林整備）【間伐43.5ha】
・森林整備地域活動支援交付金制度事業(施業集約化の支援）【230ha】
・協働の森整備委託事業（環境先進企業との協定による森林整備）【3.2ha】
・森林環境税活用事業（森林経営管理制度に関連する事業）

【意向調査、森林GISの改修、航空レーザ測量成果の活用、境界確認等による森林施業地の集約化】

○林業経営基盤の強化
・高性能林業機械等整備事業【ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀ1台、ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付ﾄﾗｯｸ1台、軽量架線搬送ｼｽﾃﾑ1式】

○林道・作業道等の整備
・森林整備事業（再掲）【作業道開設 9,850m】
・緊急間伐総合支援事業（再掲）【作業道2,000m】
・原木増産推進事業（皆伐事業の支援）【作業道900m、架線800m】
・林道開設・改良工事【開設（R1から繰越）１路線、開設（R3へ繰越）1路線、改良0路線】
・林道橋梁補修工事【0橋】
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○担い手の確保・育成
・林業担い手対策支援事業（林業就業者の支援）【14名、12,960千円】 当初申請時
・子ども林業大学事業企画委託費（林業体験教室のカリキュラム作成）【6教科】最終

○有害鳥獣被害対策の推進
・鳥獣被害防止総合対策事業負担金（香美市有害鳥獣害被害対策協議会）

・有害鳥獣捕獲対策事業（捕獲に対する報償金）【25,000千円】
・有害鳥獣被害防止事業（侵入防止柵設置等への補助）【31件、15,400m】

R06末の目標（成果）

新規林業従事者

目標：25人（5人×5年）
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○木材の活用
・香美市木材住宅支援事業（香美市産材による住宅新築支援）【決定14件、予約6件】 1月末
・木のおもちゃプレゼント事業（新生児への記念品+木製遊具等の配布）【納品済 60個】 1月末
・市産材普及 PR事業：森林環境譲与税（繰入金）【香美市消防署香北分署 2,000千円】最終 市産材を活用した木材住宅件数

目標：125件（25件×5年）

今後の取組み（R03～）

○担い手の確保・育成
・林業担い手確保対策支援事業：森林環境税

・かみんぐkids木の学校（事業名変更）：森林環境税

○有害鳥獣被害対策の推進
・鳥獣被害防止総合対策事業負担金

（香美市有害鳥獣被害対策協議会）

・有害鳥獣捕獲対策事業（捕獲に対する報償金）

・有害鳥獣被害防止事業

（侵入防止柵設置等への補助）

○木材の活用
・香美市木材住宅支援事業（R02~R06)

・かみんぐBABY木のギフト（事業名変更） ：森林環境税

・市産材普及PR事業：森林環境税

○林地保全と多面的機能の維持
・森林整備事業
・緊急間伐総合支援事業

・森林整備地域活動支援交付金制度事業

・協働の森整備委託事業

・森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業

・森林環境税活用事業：森林環境税

○林業経営基盤の強化
・高性能林業機械等整備事業

○林道・作業道等の整備
・森林整備事業（再掲）

・緊急間伐総合支援事業（再掲）

・原木増産推進事業

・林道開設・改良工事

・林道橋梁補修工事



香美市の産業振興の主な取組み 観光分野

○観光資源の発掘
・香美市観光協会運営事業（香美市観光協会の運営費への補助）

委員会の開催 「歴史・史跡に関する委員会」 【２回】

「宿泊・交通に関する委員会」 【1回】
KAMITRIP（香美市モニターツアー） 【11ツアー】

（内1ツアー新型コロナウィルス感染症の影響により中止）

○体験型観光の推進
・塩の道香美市保存会事業（塩の道の維持・管理費への補助）

「塩の道トレイルラン」 【182名】
「土佐塩の道30kmウォーキング大会」【新型コロナウィルス感染症の影響により令和3年5月に延期】
・体験型イベントの開催

「ノルディックで高知・四国のみちを歩こう」 【26名】
「歌人吉井勇の歌碑巡り・轟の滝ウォーキング」【16名】
「山フェスin猪野々 渓鬼荘」 【100名】

・龍河洞 【76,509名（令和２年１月～令和２年12月末）】
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○観光拠点の充実
・龍河洞エリア活性化推進事業（駐車場整備、更衣室改修）

・地域づくり支援員配置事業（龍河洞エリア活性化）

・観光拠点整備事業（龍河洞駐車場等の整備）

・べふ峡温泉・別府峡キャンプ場の指定管理

・ザ・シックスダイアリーかほくホテルアンドリゾートの指定管理

・日ノ御子河川公園キャンプ場の指定管理

○広域観光の推進
・物部川エリア広域観光連携事業（物部川DMO協議会において行う広域観光）
・れんけいこうち事業（観光商品の造成）

○観光ガイドの会
・香美市観光ガイドの会の育成【4回】（内1回は3月予定）

○外国人観光客の受入
・観光施設への研修案内
・多言語情報サイトへの観光情報の掲載

・れんけいこうち事業（チャットボットtosatorip）

○観光案内施設の充実
・いんふぉめーしょんの指定管理

○観光情報の整備
・いんふぉめーしょん通信の発行

・観光パンプレット「かみんぐ」の発行

・香美市観光資源PV制作
・香美市フェイスブックでの情報発信

・物部川DMO協議会、れんけいこうちと連携した情報発信
・多言語情報サイトへの観光情報の掲載

・JAFとの観光協定による情報発信

体験プログラム

目標：134,000人

実績：78,088人
（R02.1月～12月）

主要４施設観光入込客数
目標：300,000人

実績：165,653人(R02.1月～12月)

外国人観光入込客数
目標：6,000人

実績：485人(R02.1月～12月)

情報発信交流施設来館者数
目標：15,000人（4月～3月）

実績：5,531人(R02.1月～12月)

○観光資源の発掘
・香美市観光協会運営事業（香美市観光協会の運営費への補助）

委員会の開催 「歴史・史跡に関する委員会」

「宿泊・交通に関する委員会」

○体験型観光の推進
・塩の道香美市保存会事業（塩の道の維持・管理費への補助）

「塩の道トレイルラン」「土佐塩の道30kmウォーキング大会」
・体験型イベントの開催

・龍河洞観光洞、冒険コース

○観光拠点の充実
・龍河洞エリア活性化事業（情報発信機能付休憩所等の整備）

・べふ峡温泉・別府峡キャンプ場の指定管理

・ザ・シックスダイアリーかほくホテルアンドリゾートの指定管理

・日ノ御子河川公園キャンプ場の指定管理

○広域観光の推進
・物部川エリア広域観光連携事業（物部川DMO協議会において行う
広域観光）

・れんけいこうち事業（観光商品の造成、共同観光プロモーションの

実施）

○観光ガイドの会
・香美市観光ガイドの会の育成・フォローアップ

○外国人観光客の受入
・観光施設への研修案内

・多言語情報サイトへの観光情報の掲載

・れんけいこうち事業（チャットボットtosatorip、海外向け観光プロモー
ションの実施）

○観光案内施設の充実
・いんふぉめーしょんの指定管理

○観光情報の整備
・いんふぉめーしょん通信の発行

・観光パンプレット「かみんぐ」の発行

・香美市観光資源PV制作
・香美市フェイスブックでの情報発信

・物部川DMO協議会、れんけいこうちと連携した情報発信
・多言語情報サイトへの観光情報の掲載

・JAFとの観光協定による情報発信

R03 R04 R05 R06R02 R06末の目標（成果） 今後の取組み（R03～）



香美市の産業振興の主な取組み 商工業分野

○後継者育成
鍛冶屋創生塾を創設することで、後継者育成及び伝統産業の継承を図る。

・伝統的工芸品産業支援事業（研修経費への補助）【研修生3名】
・伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業（運営等経費への補助）

・産業振興推進総合支援事業（施設建設・設備購入経費への補助）

○地場産業のPR
・フラフの掲揚（4月 市役所本庁舎、香北支所、物部支所、セレネ広場、秦山公園

12月～ 高知県産業振興センター

1月～ 高知龍馬空港）

・商工会商工業振興対策事業（刃物まつりの開催経費への補助）

○特産品開発の支援
・特産品振興事業（香美市の特性を活かした特産品等の開発、改良及び販路拡大への補助）

【1件】
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○空き店舗等の利活用
・空き店舗等利活用助成事業（空き店舗を活用した開業への補助）【4件】
・地域づくり支援員配置事業（空き店舗等の調査・情報収集）【1人】

○中心商店街の活性化

・中心商店街活性化計画に基づく活性化施策の実施

・チャレンジショップ事業（新規創業希望者等の育成）【4件】
・チャレンジショップ運営委員会【9回】

○テクノパーク等への企業誘致
・企業立地促進条例奨励事業（操業、雇用、排水処理施設への奨励措置）

・高知県企業立地課との合同企業訪問

・光通信を活用したＩＴ企業の誘致

○新たな産業団地の整備
・香美市マスタープランへの反映

・適正地調査の実施（民間企業への調査委託）

○後継者育成
鍛冶屋創生塾を創設することで、後継者育成及び伝統産業の継承を図る。

・伝統的工芸品産業支援事業（研修経費への補助）

・伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業（運営等経費への補助）

○地場産業のPR
・フラフの掲揚（4～5月 市役所本庁舎、香北支所、物部支所、セレネ広場、

秦山公園）

・商工会商工業振興対策事業（刃物まつりの開催経費への補助）

○特産品開発の支援
・特産品振興事業（香美市の特性を活かした特産品等の開発、改良及び

販路拡大への補助）

今後の取組み（R03～）

○空き店舗等の利活用
・空き店舗等利活用助成事業（空き店舗を活用した開業への補助）

・チャレンジショップ事業（新規創業希望者等の育成）

・チャレンジショップ運営委員会

・地域づくり支援員配置事業（空き店舗等の調査・情報収集）

○中心商店街の活性化
・中心商店街活性化計画に基づく活性化施策の実施

○イベント等への補助
・土佐山田まつり事業（土佐山田まつりの開催経費への補助）

○テクノパーク等への企業誘致
・企業立地促進条例奨励事業（操業、雇用、排水処理施設への奨励措置）

・高知県企業立地課との合同企業訪問

○オフィス系企業の誘致
・光通信を活用したIT企業の誘致

地場産業後継者
目標：５年間で３件

実績：５年間で０件

（研修生が３名）

対象特産品数
目標：５年間で5件
実績：１商品（R2）

R06末の目標（成果）

新規開業（中心商店街含む）

目標：５年間で20件

実績：３件（R2）

テクノパーク工業団地の立地
企業新規雇用者数
目標：５年間で15人
実績：0人（R2）

ＩＴ企業の誘致
目標：５年間で3件
実績：0件（R2）


