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飛躍への挑戦！ 高知県産業振興計画シンポジウム 

～広げよう土佐の産業おこしの「志」～ 
日時：平成２４年６月９日（土）１３：３０～１６：３３ 

場所：四万十市立中央公民館 

主催：高知県 産業振興推進部 

プログラム： 

１．開会 

２．飛躍への挑戦！ 官民協導による産業の振興 

高知県知事 尾崎正直 

３．取り組み事例発表 

・四万十市の地元食材を使用したかりんとう開発販売事業 

    有限責任事業組合ＬＬＰしまんと 理事 景平俊之 

・日本初！ 「マヒマヒ竹輪」の開発物語 株式会社けんかま製造部長 市川隆弘 

・沖の島水産 現状と今後の取り組みについて 株式会社沖の島水産 取締役 荒木舞 

  ・「Made in 土佐」の商品作り 有限会社 高知アイス 代表取締役 浜町文也 

４．パネルディスカッション 

  ○司会・コーディネーター 高知放送アナウンサー 久保田浩史 

  ○パネリスト 

   ・有限責任事業組合ＬＬＰしまんと 代表組合員 稲田玲子 

   ・株式会社けんかま製造部長 市川隆弘 

   ・株式会社沖の島水産 取締役 荒木舞 

   ・有限会社 高知アイス 代表取締役 浜町文也 

   ・高知県知事 尾崎正直 

 ５．閉会 

 

内容： 

13:30～13:32 開会                  

○司会 高知放送 久保田弘史 

・クールビズ四国展開中のため軽装で進行することをお許しください。 

・本日は会場の様子を収録しており、高知県のＨＰで動画を配信の予定となっている。 

・第２期の振興計画が３月からスタート。 

・官民協導で展開したく、シンポジウムを開催することとなった。 

・高知県を元気にするためにどういうことが出来るのか、会場のみなさ

まと考えていきたい。 

・尾﨑高知県知事より挨拶と、振興計画の概要説明を行う。 
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13:32～14:18 飛躍への挑戦！ 官民協導による産業の振興                 

○講師：高知県知事 尾崎正直 

・キーワードは「官民協導」と言うことで、シンポジウムを展開。 

 

○１ｐ 第２期計画の目指す将来像 

・若者が志を持って打ち込める魅力ある仕事をつくる。 

・出来るだけ明確な成功イメージ、数値目標を提示することを強く意識した。 

・県民のみなさまと成功イメージを共有し、官民協働で高知を元気にしていきたい。 

・人口減少の高知 工場を呼んできてうんぬんと言うこととはならない。地産外商が進み、地域

地域で若者が誇りと志を持って働ける高知県を目指す。 

 

○地域地域で若者が誇りと志を持って働けるために 

・実践者のチャレンジを応援する。 

・全国一学びの機会が多い県を目指す。 

・農業、林業、水産業、商工業、観光分野、食品分野で、それぞれ数値目標を設定。 

 

○３ｐ 高知県産業振興計画の構成 

・二つの部分から構成 

 ①産業成長戦略 ３３１施策 

  農業の例：生産 高収量・高品質に向けた取り組みの展開 など 

       加工 農産物加工に取り組む人材を育成する など 

       流通・販売  

 ・４年後の目標、１０年後の目指す姿を提示 

・さらなる飛躍へのポイントを示し、さらにパワーアップのためのポイントを提示 ４年後

からの６年間の取り組みを提示 

 ②地域アクションプラン ２２０事業 ２３ｐ 

  幡多地域 三原村農業公社を核とした農業支援システムの構築 など 

    成功例 津野町アンテナショップ「満天の星」 ３４ｐ 

        海洋堂ホビー館 ３５ｐ 

        室戸ジオパーク ３６ｐ 

 

○３ｐ 振興計画のパワーアップ 

・戦略や施策を大幅にバージョンアップ 

・より大きなものとしていく 

  ①産業を骨太なものに押し上げる → 今までやってきたことを延ばす 

  ②新たな可能性に挑戦する → 頂を高くする 

  ③地域の潜在力を引き出す → 山のふもと、土台を強化する 

・１次産業、産地の観光業 ものづくりの高知を強化しよう 
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○２５ｐ～ 第１期計画でのこれまでの取り組み 

・外商機会が飛躍的に拡大 

   高知フェアへの出展 

Ｈ２０：１３件 →Ｈ２１：７２件 →Ｈ２２：１１１件 → Ｈ２３：１２９件 

・２８ｐ ものづくりの地産地消、企業誘致 

・２９ｐ 観光 

    Ｈ２２ 土佐・龍馬であい博 ４３６万人 

 Ｈ２３ 仕国高知 龍馬ふるさと博 ３８８万人 

・高知県への外国人来客数は全国一少ないまま 

 

○３９ｐ ものづくり産業の育成・強化に向けて 

・ｐ４３ 防災関連産業 

 水害にずっと対応してきた高知 「シーズ」がある。 

  防災対策に多くの取り組みが 「ニーズ」がある。これを高知県で取り込んでいきたい。 

・４４ｐ 新エネルギーを産業振興に生かす 

・４８ｐ 集落活動センター 福祉、防災、共同買い物などの取り組み、防災へリポート、防災

拠点など、地域地域で中山間地で新しいものを生み出していく。 

 

○多くのみなさまに参加し、多くのみなさまの 

・土佐まるごとビジネスアカデミー 

 産・学・官連携による高知版ＭＢＡコース 

  ガイダンス・入門編、基礎編、応用・実践編がある 

１コースから受講できる。１コマ５００円 

 

○５ｐ 高知県経済の４つの課題、５つの基本方針 

 ①人口の減少により縮小を続ける県内市場頼り 

 ②産業間の連携が弱い 

 ③第一次産業の強みが強みでなくなりつつある 

 ④資本や産業集積が乏しい 

  

 ①足下を固め、活力ある県外市場に打って出る 

 ②産業間の連携を強化する 

 ③足腰を強め、地力を高める 

 ④新たな産業づくりに挑戦する 

 ⑤産業人材を育てる 

 

○さいごに 

・産業振興の実践者より取り組みを紹介いただく。 
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14:20～14:33 四万十市の地元食材を使用したかりんとう開発販売事業             

○講師:有限責任事業組合ＬＬＰしまんと 理事 景平俊之 

・地域特産物を活用したかりんとうを製造販売している 

 

○基本理念：自然と共生＆地方の自立 

・四万十地域にはいろいろなおいしい食材がある。 

・食材に付加価値を付けていきたい。 

・観光客などを対象とした外商を展開していこうと始まった。 

 

・観光客に持ち帰ってもらうために、賞味期限を少し長めにしないといけない。 

 

・かりんとう製造のノウハウを学ぶために、佐賀県のかりんとう製造施設を視察。 

・産業振興計画地域アクションプラン「地元農産物を使った商品開発事業」に参入し、専門のア

ドバイザーを含めた検討会を実施。 

 

○パッケージ、試作品 

・都会に受け入れられるよう 

・女性に受け入れられるよう 

・地元産品を生かせるよう 

  

 味：プレーン、醤油、サトウキビ、しょうが、ゆず、タマネギ 

 パッケージの容量 

 

○販売 

・最初は知名度がなく売れない。 

・商談会、県内外のイベントへの出展。 

・月間九千袋ほど出品。 

・学校給食でも使ってくれている。 

 

○今後の展開 

・四万十流域の資源と幡多地域の地元食材を活用し、安全安心で美味しいこだわりの商品の開発

販売。 

・目標：月間二万袋の出荷。 

 

14:34～15:04 日本初！ 「マヒマヒ竹輪」の開発物語                    

○講師:株式会社けんかま製造部長 市川隆弘 

・竹輪で日本初とタイトルをつけた。 
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・昭和三六年に創立 高知県蒲鉾 → けんかま（Ｋｅｎｋａｍａ）に社名変更 

・食堂、物販を展開 

・須崎市のみょうがを使った みょうがちゃん天ぷら 

 四万十町のしょうがを使った 土佐しょうがじゃこ天 

 四万十市の青さのりをつかった 青さのり天ぷら 

・３ヶ月もすれば売れなくなり、新商品の開発が必要となる 

 

○シイラ（マヒマヒ）による商品づくり 

・高知県では「シイラ」に対するイメージが悪いので、「マヒマヒ」の名前とした。 

・興津漁協四万十マヒマヒ丸企業組合と連携した商品づくりで産地を元気に！ → 船上で釣り

上げたシイラの血抜き → 鮮度が保たれている 

 

15:05～15:18 沖の島水産 現状と今後の取り組みについて                  

○講師:株式会社沖の島水産 取締役 荒木舞 

・沖の島で天然ブリや鰹の一本釣りをしている会社。 

・このブリや鰹を活用した商品開発をと、始めた。 

 

○沖の島を残したい 

・漁業者の所得向上 

・地域雇用機会の創出 

・地域の情報発信 

 

○創業時の壁 

①商品開発における知識の低さ → 「目指せ！弥太郎 商人
あきんど

塾
じゅく

」でノウハウを２年間学ぶ 

②漁師が思う魚の価値観と飲食店や消費者が思う魚の価値観の大きな違い → 箱詰めの状態、

魚の向きで、飲食店に着いたときの魚の状態が違う 

③販路開拓のノウハウがない → 企画書作成・商談会出席 

④人脈がない → 県の事業参加・足を頻繁に運ぶ・紹介 

 

○成果           Ｈ２２年度   Ｈ２３年度    前年比 

  ぶりかけ         －     ８０００袋     － 

  ギフト（お歳暮）  １３５０セット  ２７４０セット  ２０２％ 

  取引先         ２４社      ３６社    １５０％ 

  顧客         ８００人    １４００人    １７５％ 

 

○成果 －商人塾に参加して－ 

・一つの商品に対して徹底的に磨きをかけることによって、次の商品考案時のヒントとなる 

・毎回授業で行われたプレゼンテーションのおかげで、商談で非常に役に立っている 
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・頭の中が整理され、優先順位や時間配分などの明確な判断がしやすくなった 

・商人塾や各事業に参加することで県内外にアピールしやすくなった 

・高知県内の企業とのつながりができる 

 

○さいごに 

・県の授業を受け、県や商工会の方に助けられ 

・行動し、失敗しても後悔で終わるのではなく、悔しいと思うことと、次へのエネルギーの源と

なる。 

・宿毛に嫁いできて、自然がいっぱいある宿毛を好きになり、この自然を生かして元気な高知県

にしていきたい。 

 

15:19～15:29 「Made in 土佐」の商品作り                         

○講師：有限会社 高知アイス 代表取締役 浜町文也 

・デザイナー 梅原まこと さんのデザイン 

 

○「Ｍａｄｅ ｉｎ 土佐」の商品づくり 

・「おいしいを走って探すカンパニー」 

・素材は生産者の顔のわかる高知県産 

・畑に直接出向き、立地条件や農薬の有無、生産者の苦労や情熱を確認し、商品づくりを行う。 

 

○高知県重点支援プロジェクト（平成１６年～１８年） 

・内容：パッケージデザイン変更 

    会社案内パンフレット製作 

    展示会への出展 

・成果：この３年間で売り上げが４千万円から２億３千万円、雇用が７人から２０人へ 

 

○地域アクションプラン（平成２２～２３年） 

・テーマ：コンプライアンス及び生産体制の強化による収益性の向上 

・ドリンク開発：ゆずドリンク、とまとぶんたんドリンク、とまとみかんドリンク 

・政課：売り上げが２億９千万円から３億５千万円、雇用が２０人から２５人、トマト消費量が

３．６tから６．３ｔへ 

 

○地域アクションプラン（平成２３～２４年） 

・テーマ：海外市場開拓のためのツール 

・成果：海外市場売上が５５５万円から２，１０６万円へ 

 

○地域アクションプラン（平成２４～） 

・テーマ：更なる海外市場 販路拡大のためのツール 
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・検討中内容：英語ナレーション付きのＤＶＤの作成 

       海外での商標登録取得（中国） 

       表示義務のある栄養成分の検査（日本では記載義務のない栄養成分の検査） 

       英文による一括表示ラベルプリンターの導入 

       商談会への参加 

 

15:29～14:42 休憩  

 

14:42～16:33 パネルディスカッション                           

司会：なぜかりんとうになったのですか？ 

稲田：農産物だと何ができるのか考えた。地元の農作物では米が一番多く、その他の農産物は量が

少なかった。黒糖を作っている前の黒糖密を組み合わせてと考えてかりんとうになった。 

 

司会：全国にかりんとうだと多くあり、差別化に苦労されたのでは？ 

稲田：どうやって差別化するかと、地元の食材で安心安全、「かりんとう」

でもちょっとヘルシーということで野菜を入れ、揚げ方を工夫し油を

少なくし、新しい食感を生み出した。 

 

司会：「４００１０」と数字を使ったのはなぜ？ 

稲田：全国に知れている四万十を使いたく、見た時に「何？」とお客様が

考え、覚えていただけるよう、ロゴマークになるような形と、「かりん

とう」と「しまんとう」をひっかけた。 

 

司会：シイラは美味しいが足が速い（腐敗が早い）と聞いた。これまでもシ

イラを使ってカマボコにする話はあったのか？ 

市川：シイラは油があり、竹輪はどうだろうかと考えた。全国一の漁獲量、

これを使って漁師さんの地位向上、生計の向上を目指した。 

 

司会：地元の漁師さんの期待も大きいのですね。 

市川：漁協さんとこだわって、一緒に作った商品開発だったのであれが出来

た。よそでは真似は出来ない。 
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司会： 

荒木：立ち上げた時には無我夢中で、何もわからず、市役所に相談し、県の

地域支援の課の方からアドバイスをいただき説明会に行ったのがきっか

け。 

 

司会：それからは、トントン拍子に？ 

荒木：商人塾の存在は大きかった。沖の島に嫁いできて、地元に知り合いも

友達も居なかったので、人を知り、刺激になり、これを大きく活かして

いかなければならないと思う。 

 

司会：これだけの変化を生み出せたのは何が要因？ 

浜町：パッケージのデザインをしてもらい、いろいろなことをしたかった

けど、パッケージのデザインもお願いできるお金がなかったときに、

プロジェクトを使うことが出来た。 

司会： 

浜町：高知で営業しても、「あんたのアイスは要らない」と。首都圏なら２

００ｋｍ内に４１００万人居る。高知のアイスの良さをわかってもら

えるのは首都圏の人だと東京に出てきた。 

司会：尾﨑知事から・・ 

知事：なんといっても「情熱」だな。うまくいったときには嬉しかったです

ね。一緒にお酒を飲ませてもらった時に、仲間うちで話をしていたとき

に、まだ振興計画もなく、答えがなかったとき。浜町さん 日経でナン

バーワンに選ばれたときは嬉しかったですね。 

   それぞれ「志」を持たれていて、使っていただいた産業振興計画もそ

れぞれ。それぞれの方々に使ってもらえる計画、施策に１年、２年、３

年と支援制度を改良してきた。 

   ４９ｐ 支援策の一覧 様々な場面、様々な段階の支援策が用意されている。今みなさまが

必要としている、ステップアップしようとしていることにマッチした制度がある。是非使って

いただきたく、今日のようなシンポジウムを行っている。 

 

○情報発信、商品を認知してもらうための取り組みは 

司会：フロアから質問や意見はありませんか。 

男性Ｑ：浜町さんのプレゼンで、様々なプロジェクトを使い、常に何をテーマにするかを意識し取

り組まれている。その中で、パッケージデザインやパンフレット、展示会など、情報発信をど

うするかが大事だと感じた。いくら安全安心で良いモノを作っていても知ってもらわなければ

意味がない。浜町さんは首都圏へと打って出たとの紹介もあった。いくら良い居酒屋でも、路

地裏にあって誰からも知られていなければ商売が成り立たない。どのように情報発信を工夫さ
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れたのか、また情報発信をやってみて、こんなことが起こった、こんな驚きがあったといった

ことを、皆さんから紹介いただけないか。 

浜町：「本気度」を伝えるプレゼンを。 

荒木：宿毛から情報発信していくときに、「ブリ」は日本海が有名である。県の事業を受けようと思

ったのは、県の方がうちの商品を知っていただき、県の方がいろいろなところでアピールして

いただいた。 

市川：美味しいもの、自信を持って作っていけば、いつかは知ってもらえる。信念を持っていれば

いつかうまくいく。 

稲田：なるべく試食をしてもらいたくイベント、商談会に参加した。「四万十」の名は認知度が高く、

商談会に行っても気を止めていただける。ぽたじぇさんが入っているということで、気にかけ

ていただけるし、 

知事：外から外貨を稼いでくるようにしないといけない。高知の人口の自然減は避けようがない、

都会に出ていかなければならない。外に出ていくには莫大なお金が必要となり、一企業では外

に出ていけなくなり、地元でじり貧になる負のスパイラルになる。 

   県が支援し、バイヤーさんを呼んでくるのは県。そこからのプレゼンは事業者の方が熱意を

持ってプレゼンを。それが官民連携。 

 

○意外と簡単だったこと、大変だったことは 

司会：やってみたら意外と簡単だった、大変だったということは？ 

稲田：簡単だったことはなかった。賞味期限はどうしたらいいか、パッケージの文言も、この文言

はだめとか、県の指導のもと、やっとやっているという状態。 

 

市川：簡単なことはない。商品開発は失敗の繰り返し。簡単なものはない。特に生物は難しい。魚

は脂があるので、季節でだいぶん変わってくる。シーズンによって処理方法を変えないといけ

ない。大変難しい。だからおもしろい。 

司会：氷水に手を入れて作っている。 

市川：冷水にさらすことでブリの脂を凝固させ、分離している。 

 

荒木：「漁師が作った新鮮な魚で作っているので美味しいに違いない。売れるに違いない」と思って

いたが、嗜好品なので、相手のことを考えないといけないことがわかった。検査や鮮度など、

加工品は難しい。業者さんに送るときは、鮮魚、鮮度の良さをわかってもらえる。 

 

浜町：２８歳で脱サラし、アイスを買ってきて小売りする仕事をしてきた。年間４３週県外の百貨

店や物産展やイベントなどを回ってきた。１６年間ずっとどさまわりをし、みんなは僕のこと

を「寅さん」と呼んでいたのが、プロジェクトに出会ってそれからは・・・ 

 

○ナイジェリアへ進出 ハーゲンダッツとの戦い 

司会：人生 
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知事：浜町さん、ナイジェリアへの進出は？ 

浜町：ナイジェリアは世界８番目の経済大国になっていたので、僕がアイスを持っていけば一番に

なれると思った。が、もうハーゲンダッツが入っていた。 

知事：もっと世界に出ていかないといけない。国内のイベントは部長さん、海外への売り込みは社

長さんとなっている。 

ゆず 海外に売り出していきたい。このＭＢＡ（Marugoto Business Academy）んいは「貿易

実務」という講座がある。定員３０名に、このあいだは５０名の参加があった。２０年、５０

年先を考えると、こういうことが必要。 

 

○会場のみなさまへメッセージを 

司会：高知でまだ埋もれている人材、素材が世界に出ていってほしい。それでもやっている源は何

か、会場のみなさまへのメッセージを一言ずつ。 

 

○アイディアがあるなら実行を 

稲田：やっていくのは大変だけれど、成果が出るのは嬉しいこと。清流四万

十川は全国的なブランドですし、これを残していきたく製品を開発し、

それを四万十に返していきたい。一人ではなく、７人でやっているので、

いろいろなアイディアやいろいろな援助があり、アイディアがあるなら

実行を。 

 

○これから挑戦する方は、県の様々な施策に参加して 

市川：魚にこだわっていく。大きなメーカーさんに負けないよう、生魚。生

魚なら漁師さん。頑張っていただきたい。うちの従業員よりも県の担当

の方の方が熱い情熱を持って取り組んでいただいた。今後挑戦する方は、

どんどん参加したらいいと思う。 

 

○一人ではなく・・・ 

荒木：ダイビングが好きで沖の島に来た。ここはすごく綺麗で、人情が厚い

いところ。でも嫁いで来てみると沖の島の現状を知り、沖の島を何とか

したいとの熱い思いを忘れずに、これからも取り組んでいきたい。 

一人では不安となるが、県の支援や県の方など相談が出来る方が出来

たことで、悩みもいろいろな話しを聞くことで視野が広がり、県の事業

を活用して良かった。 

 

○心を豊かにする商品 

浜町：従業員と家族を幸せにしたい。うちの商品が売れることで、生産者か

ら材料を買う必要が出、生産者も幸せになる。「心を豊かにする商品」 最
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初ゆずは６００ｋｇ それが トンまで延び、近所のゆず農家も少しは生活の足しになってい

る。イチゴ農家が４０％アップになった。 

 

司会：まとめとして知事から、振興計画の思い、決意を。 

知事：ものづくりは出来るだけみんなでやって、地の物で作り、それを外商し、地元にお金が落ち

る。 

   ここ（中央公民館）で話しをするのは、振興計画関連の説明で３度目。具体的な取り組み、

具体的な成果の話を聞けるようになり、産業振興計画、子供をみているがごとく。果敢なチャ

レンジスピリットで取り組んでいく。４年後、１０年後を目指して、柔軟な発想で取り組んで

いかねばならない。 

 県としても一生懸命汗をかいていく。多くの方々の参加のもと、官民連携で取り組んでいく。

頑張りましょう。 

－以上－ 

 

 


