
現地調査箇所図

①丸ノ内緑地
・丸ノ内緑地整備事業

②高知城歴史博物館
・高知城歴史博物館ソフト事業

③オーテピア・西敷地
・オーテピアにおけるソフト事業
・オーテピア西敷地利活用事業
・無電柱化推進事業

④中心商店街
・外国人観光客の受入おもてなし事業
・フラフ等による商店街演出事業
・観光案内所整備事業
・空き店舗対策事業
・創業支援情報発信事業
・「高知まちゼミ」事業
・よさこいおもてなし事業
・商店街イベント事業

⑤高知大丸
・高知大丸リニューアル事業

⑥京町商店街
・学生活動交流館事業
・学生と商店街の連携事業
・タウンモビリティ事業
・京町チャレンジショップ事業

⑦はりまや橋商店街
・街なか空間有効活用事業
・高知よさこい情報交流館運営事業

⑧アルカビル
・（仮称）帯屋町一丁目地区複合施設整備事業
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１６

①丸ノ内緑地，②高知城歴史博物館，③オーテピア・西敷地

1 丸ノ内緑地整備事業

老朽化した丸ノ内緑地について，安心・安全のため長寿命化対策を
行うとともに，高知城や高知城歴史博物館に近接した立地を活かし，
観光客の憩いの場やイベントスペースとしても活用できるようなリノ
ベーションについて検討
及び実施を行う。

・実施時期： Ｈ３０～

・実施主体： 高知市
4 オーテピア西敷地利活用事業

現在，仮設市民図書館となっている中心市街地の市有地を活用し，
新たな商業・サービス・文化等の拠点を整備することにより，新た
な中心市街地の魅力，滞留拠点などを創出し，来街者の増加，回
遊性の向上を促進する。
（プロポーザル方式により活用策を選定する。）

・実施時期： Ｈ２５～Ｈ３４ ・実施主体： 高知市，民間

2 高知城歴史博物館ソフト事業

高知城や日曜市，商店街に近接する立地を活かして，歴史まち歩
き講座や子ども向けのイベント，日曜市の食材を使った料理教室な
ど，日曜市及び商店街と連携した取組や情報発信等を行い，来街
者の増加による賑わいの創出
及び交流人口の拡大を図る。

・実施時期： Ｈ２８～Ｈ３４

・実施主体： 高知県

3 オーテピアにおけるソフト事業

オーテピア多目的広場を活用した各種イベントや，利便性の高
い立地を活かして日曜市・商店街と連携した取組を行うことに
より，賑わいの創出及び回遊性の向上を図る。

・実施時期： Ｈ３０～Ｈ３４ ・実施主体： 高知県，高知市

5 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することにより，安全で快適な
歩行空間の確保，都市景観の向上及び都市災害の防止を図る。

・実施時期： Ｈ３０～Ｈ３１ ・実施主体： 高知市

・支援措置： 社会資本整備総合交付金（道路事業）
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④ 中心商店街（１）
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8 観光案内所整備事業

今後も増加が見込まれる外国人観光客対応のため，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。あわせて看板やパンフレットの多言語化，観光情報の提
供等を行い，外国人観光客の誘客促進を図る。

・実施時期： Ｈ３０～Ｈ３４ ・実施主体： 高知市

10 創業支援情報発信事業

中心市街地で新規創業を希望する方に必要な空き店舗情報，創
業支援制度，出店可能なイベント情報等を集約し，ホームページ
等で広く情報発信することで中心市街地内での創業を促し、新た
な賑わいの創出につなげる。

・実施時期： Ｈ３０～Ｈ３４ ・実施主体： 高知市

9 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出店する新規創業を
希望する事業者等へ店舗賃借料等を補助することにより，出店を
促進する。

・実施時期： Ｈ２５～Ｈ３４ ・実施主体： 高知県，高知市，
高知商工会議所

6 外国人観光客の受入おもてなし事業

今後も増加すると見込まれる外国人観光客の受入態勢の充実を
図るため，行政と商店街，民間が連携して街なかでの観光案内，
多言語マップの配布，サインや表示の多言語化，日本文化を体験
できるミニイベントの実施等により，楽しく快適に過ごせる中心市街
地づくりを行う。

・実施時期： Ｈ２７～Ｈ３４

・実施主体： 高知県，高知市，
商店街，民間

7 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」と季節ごとにテーマを変えて商店街に
掲出する。
商店街を明るく演出し，来街を促し回遊性の向上を図る。

・実施時期： Ｈ２４～Ｈ３４

・実施主体： 高知市，商店街



④ 中心商店街（２），⑤高知大丸
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11 「高知まちゼミ」事業

商店街や個別店の新たなファン作りを目指し，商店主らが講師と
なって開く少人数制のミニ講座を実施する事業であり，定期開催に
より商店街へのリピーターを増やす。

・実施時期： Ｈ２５～Ｈ３４

・実施主体： 高知TMO，
中心商店街

12 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」などにより，よさこい祭り
以外の時期でもよさこいを楽しむことができる取組であり，来街の
促進を図る。

・実施時期： Ｈ２５～Ｈ３４

・実施主体： 高知市，商店街，
民間

13 商店街イベント事業

各商店街がそれぞれの特色を活かしたイベントを季節ごとに実施
することにより，賑わいの創出及び回遊性の向上につなげる。

・実施時期： Ｈ２５～Ｈ３４

・実施主体： 高知市、商店街

14 高知大丸リニューアル事業

中心市街地に唯一立地する百貨店・高知大丸東館の全面改装及
び地元商店街と連携したポイントカードの導入により，商業の活性
化及び集客力の向上を図る。

・実施時期： Ｈ３０～Ｈ３１

・実施主体： （株）高知大丸



⑥ 京町商店街
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15
学生活動交流館事業，学生と商店街の
連携事業

学生活動交流館の運営及び中心市街地活性化につながる自主活
動等を行う学生の活動拠点や作品展示の場等として活用する。ま
た，商店街と連携したイベント開催等の取組を推進する。

・実施時期： Ｈ２５～H３４

・実施主体： 高知市，学生
商店街

16 タウンモビリティ事業

高齢者や障害者など移動困難な方に対しシルバーカー・車いすの
貸出しや付き添いサポートを行う。また手話や音楽などのミニイベ
ントも実施する。

・実施時期： Ｈ３０～

・実施主体： NPO福祉住環境
ネットワークこうち

17 京町チャレンジショップ事業

新規創業や業種転換を希望する事業者が，中心市街地での将来の開
業を目指して試験的な経営ができるチャレンジショップ事業を推進す
る。出店の促進や商店街の賑わい創出につなげる。

・実施時期： Ｈ２３～Ｈ３４

・実施主体： 高知県，高知市
京町・新京橋商店街
振興組合



⑦ はりまや橋商店街，⑧アルカビル
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18
街なか空間有効活用事業
（１００円商店街）

商店街全体を一つの１００円ショップに見立て，各個店が１００円商
品をせり出して販売するイベントであり，来街促進及びにぎわい創
出に寄与する。

・実施時期： Ｈ２３～

・実施主体： はりまや橋商店街
振興組合

19
街なか空間有効活用事業
（木々くらぶ）

商店街の空きスペースを活用し，音楽ボランティアにあわせ童謡を
歌うイベント。継続して取り組むことにより，交流人口の拡大を図る。

・実施時期： Ｈ１６～

・実施主体： はりまや橋商店街
振興組合

20 高知よさこい情報交流館運営事業

よさこいをテーマとした展示やよさこい体験，商店街と連携した演舞披
露など，情報発信やイベント実施により来街の促進を図る。

・実施時期： Ｈ２５～Ｈ３４

・実施主体： 市

21
（仮称）帯屋町一丁目地区複合施設整備
事業

日常生活が便利で快適に暮らせる商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ことで，居住人口の確保及び回遊性
の向上を図る。

・実施時期： Ｈ３０～Ｈ３３

・実施主体： 民間



回遊性向上のための事業
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22 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導入の検討及び
実施。サイクルポートを中心市街地内随所に整備し，回遊性をさら
に向上させるようなソフト事業（情報発信，商店街や店舗との連携
等）を行う。

・実施時期： Ｈ３０～Ｈ３４

・実施主体： 市

23 「土佐っ歩」事業

中心市街地内の歴史・観光スポットを巡るまち歩きコース「土佐っ
歩」のコース拡充や観光ガイドサービスの充実を図る。

・実施時期： Ｈ２５～Ｈ３４

・実施主体： 市，
ＮＰＯ法人土佐観光
ガイドボランティア
協会

24 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」によるボランティア活
動。商店街での観光案内・挨拶・清掃・介助・ミニイベント実施等，市民
や観光客が楽しく快適に過ごせるサービスの提供を行う。

・実施時期： Ｈ１３～Ｈ３４

・実施主体： 学生，高知ＴＭＯ
中心商店街


