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日付 紙名 見出し 会報№
2020.1.4 四国 「20年世界の旅行先10選」高松が日本で唯一選出 688
2019.11.16 四国 「讃岐国府跡」「引田城跡」国史跡に 687
2019.11.8 四国 瀬戸芸来場、最多117万人 686
2019.10.11 四国 県産オリーブ商品認証、第１弾に104品目
2019.10.4 〃 瀬戸芸、米ファッション誌・ＶＯＧＵＥで紹介
2019.8.29 四国 ＡＩで交通手段充実　三豊市などＩＴ会社と協定
2019.8.22 〃 希少糖シロップ、機能性表示食品に登録
2019.8.1 四国 高松空港に新ショップ「四国空市場」オープン
2019.7.20 〃 香川大学と香川高専、ダブル入学制度創設
2019.7.10 四国 丸亀城天守、上半期の入場者数が過去最高
2019.7.6 〃 希少糖、海外初展開で米国進出へ
2019.6.17 四国 善通寺特産「四角スイカ」Ｇ１登録
2019.5.28 〃 県事業引継ぎセンター、相談倍増207件
2019.4.20 四国 地方創生に遠隔ロボ、県とＡＮＡが包括協定 680
2019.4.3、15 四国 三豊市など４市３町、ＡＩ活用で連携
2019.3.29 〃 高松駅に駅ビルを新設
2019.3.13 四国 国産オリーブオイル№１に小豆島産
2019.3.12 〃 栗林公園「コイサポ」募金1,000万円突破
2019.2.20 〃 屋島山上拠点施設、今夏着工へ
2019.1.29 四国 常磐町商店街にマンション整備 677
2018.12.27 四国 高松～台北線、来春から毎日運航 676
2018.12.8 四国 新国立競技場に庵治石を採用
2018.11.20 〃 高松空港、立体駐車場を整備へ
2018.11.3 四国 「地域通訳案内士」全国で初めて誕生
2018.10.25 〃 女性起業家大賞、優秀賞に「サンクラッド」社長
2018.9.29 四国 日本最大級見本市に香川漆芸が初出展
2018.9.20 〃 オリーブ振興で国内初の生産者団体が発足
2018.8.31 四国 「行ってみたい夕日絶景」父母ケ浜が全国１位
2018.8.21 〃 三豊市、ＡＩの新拠点へ連携協力
2018.8.4 四国 香川県内のへのクルーズ船寄港が好調
2018.7.14 四国 高松～ソウル線、10月から毎日運航
2018.7.4 四国 高松空港に四国初の税関出張所開設
2018.6.21 四国 新県立体育館の設計業者が決定
2018.5.31 四国 高度外国人材活躍企業50選に大川自動車
2018.5.30 四国 土庄町のエンジェルロード「恋人の聖地」全国２位
2018.5.12 四国 「オリーブ飼料」特許出願 668
2018.4.6 四国 香川の金融機関、共同事業体を設立
2018.3.17 四国 高松市、自治体ポイント制度を導入
2018.2.23 四国 香川県開発「オリーブ地鶏」販売へ 666
2018.1.30 四国 タダノに経産大臣特別賞
2018.1.27 四国 香川県内企業、貿易総額6,409億円
2017.12.27 四国 香川大、広域複合災害を研究する新部門
2017.12.17 毎日、読売 「小原紅早生みかん」農水省がＧＩ登録
2017.12.16 四国 「さぬきの食」で誘客へ
2017.12.9 四国 瀬戸大橋「20世紀遺産」に
2017.12.4 毎日 新県立体育館、四国最大のアリーナに
2017.11.15 四国 四国の造船許可、香川１位
2017.11.11 〃 11月10日が「希少糖の日」に
2017.9.30 四国 高松市の商店街、ICT活用
2017.9.21 〃 サンポート合同庁舎南館が完成
2017.8.16 四国 高松空港、民営化で15年後の旅客1.7倍に
2017.8.10 日経 香川発プロ４球団、選手育成で共闘
2017.7.5 四国 栗林公園入園者数、18年ぶり70万人超え 658
2017.6.8 四国 パリで香川県産品試験販売へ
2017.5.20 〃 白峯寺９棟、重要文化財へ
2017.4.25 四国 香川大「創造工学部」を新設へ
2017.4.20 〃 農業女子アワード、最優秀に観音寺の尾池さん
2017.3.18 四国 香川県内３社、地域産品をパリでＰＲ
2017.3.17 〃 丸亀町商店街でカーシェアリング実証実験
2017.3.4 四国 香川の外国人宿泊者数、伸び率全国トップに
2017.2.21 〃 屋島ドライブウェイ、17年度無料化
2017.2.10 四国 日台観光サミット、交流人口700万人がテーマ
2017.2.3 四国、読売 香川オリーブガイナーズ、初の女性社長
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2017.1.11 四国 瀬戸芸、経済効果139億円
2016.12.27 〃 高松に宿泊特化型ホテル建設へ
2016.11.20 四国 県内観光の欧米系外国人、仏が最多 651
2016.10.27 四国 香川県内企業と台湾企業、連携強化へ 650
2016.10.15 日経 高松駅の外国人案内所、最高レベルに認定
2016.9.21 四国 さぬきのため池文化、日本農業遺産に申請へ
2016.8.30 四国 高松にスペイン名誉領事館 648
2016.7.16 四国 高松～ソウル便、LCC化 647
2016.7.15 四国 屋島ドライブウエイ無料化、9月から社会実験
2016.7.9 〃 高松空港民営化、正式決定
2016.6.1 四国 東かがわ市が「ふるさと名物応援宣言」 645
2016.4.7 四国 彦根～高松、婚活列車を運行 644
2016.3.30 四国 LCC、四国初の高松～香港線7月開設
2016.3.18 日経 三豊の仁尾地区、古民家で「村民生活」
2016.3.3 四国 瓦町駅デッキ、収益利用可能に 642
2016.1.29 四国 高松～台北線、３月から週６往復に増便
2016.1.27 日経 香川大、希少糖研究を全学で組織
2015.11.6 四国 ゴールドプロジェクト商品２件認定 640
2015.11.19 日経 長寿に効果的な農産物、次世代ＩＴ生産実証 639
2015.10.29 日経 小豆島オリーブオイル、地域ブランド認定
2015.10.27 〃 新たな希少糖、量産研究
2015.9.30 四国 高松のG7大臣会合、官民一体で推進協
2015.9.25 〃 ジャパン・ツーリズム・アワード、瀬戸芸実行委が大賞
2015.9.20 読売 香川大や県内事業者、ドローン商品化へ連携
2015.8.29 四国、日経 ソーラーパネル清掃ロボ、量産化へ 636
2015.7.10 四国 「オリーブ豚」ブランド化へ
2015.7.10 〃 ことでん瓦町ビル、新名称は「瓦町ＦＬAＧ」
2015.7.4 四国 伊勢志摩サミット、高松で情報通信会合
2015.6.19 〃 ミシュランの旅行ガイド、新たに県内８カ所掲載
2015.5.27 四国 県、「女子旅」でツアー料金１泊８千円割引
2015.5.25 〃 高松空港利用、過去最高
2015.4.11 日経 観光庁、県全域を「観光圏」に認定 632
2015.3.13 四国 高松空港、民営化へ
2015.3.6 〃 栗林公園、初の姉妹提携
2015.2.25 四国 丸亀市民球場が完成、イベントにも活用
2015.2.22 〃 ＡＫＢ48、総本山善通寺で境内ライブ
2015.2.19 四国、読売 婚活「おせっかい」条例案、４月に施行へ
2015.1.27 四国 県内外国人宿泊客、過去最多の８万人 629
2014.12.12 四国 希少糖、米国販売へ　肥満予防で売り込み 628
2014.11.17 四国 欧米から県への観光客、５倍増
2014.11.13 日経 小豆島に水族館建設へ
2014.11.6 日経 県、オリーブオイルに品質表示制度
2014.10.25 読売 春秋航空上海線、深圳まで延伸
2014.10.7 四国 県、台湾と人事交流へ
2014.9.27 四国、朝日 三豊市、水族館建設へ協議
2014.9.9 四国 2016年瀬戸芸、食文化の発信強化へ
2014.8.14 四国 県、希少糖大使に人気パティシエ辻口さんを任命 624
2014.7.23 四国 県外観光客、平成初の900万人突破
2014.7.19、25 四国、産経 登録有形文化財に本山寺など　新たに18件答申
2014.7.17 日経 希少糖、海外大学と研究
2014.6.23 四国 「讃岐遍路道」「高松城跡」国史跡で追加指定
2014.6.19 〃 高松空港利用者、６年ぶり150万人突破
2014.5.22 四国 香川大「オリーブ学」新設 621
2014.4.22 四国 未婚・晩婚化に歯止めを　県が親向け「婚活本」
2014.4.4 〃 県、６次産業化推進へ拠点
2014.3.26 四国 第３回瀬戸芸、2016年に開催決定
2014.3.4 〃 高松天満屋跡、複合ビルにリニューアル
2014.2.14 四国 県産「おいでまい」食味ランキングで特Ａ 618
2014.1.22 日経 希少糖シロップ拡販、百貨店など全国で
2014.1.9 〃 離島移住を県が促進　振興計画を策定
2013.12.28 四国 高松～台北線、週４往復に増便 616
2013.11.16 四国 高松～中国・フィリピン　コンテナ定期便が就航
2013.11.6 〃 瀬戸芸来場者、前回を13万人上回る107万人
2013.10.29 日経 県ブランド米を使用した米粉の加工品、開発・販売へ 614
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2013.9.6 四国 春秋航空、高松～成田線を開設へ
2013.9.5 〃 経済活性化へコンペ開催―香大など
2013.8.22 四国 ジェットスター・ジャパン、高松～成田線12月開設
2013.8.17 日経 県、食品土産の開発を支援
2013.7.23 日経 高松空港ビル、石川県の空港ビルと友好協定
2013.7.20 四国 希少糖シロップ、量産開始
2013.6.16 四国 うどん県効果で県外観光客893万人
2013.6.14 〃 県がシニア層に「懐かしの修学旅行」ツアー
2013.5.28 読売 「丸亀町グリーン」が都市景観大賞を受賞
2013.5.18 四国 高松城跡｢玉藻公園｣で６月から和船就航
2013.4.23 四国 瀬戸芸春会期の来場者、26.3万人に
2013.4.12 読売 讃岐まんのう公園「さぬきの森」全面開園
2013.3.27 日経 ソーラーパネル自動掃除ロボ開発－香川大発ＶＢ
2013.3.27 四国 県産品を販売する「栗林庵」がオープン
2013.3.22 〃 四国初の台湾定期便、３月21日就航
2013.2.19、28 日経 「瀬戸芸」鑑賞は、フリー切符、フリー乗船券で
2013.2.13 四国 ３月就航の高松～台北便、経済効果は最大8.3億円
2013.1.15　 読売 新品種「さぬきキウイっこ」誕生
2013.1.7 四国 定住人口増へ共同住宅－高松の３商店街
2012.12.9 四国 高松～上海線の定期チャーター便が定期便化
2012.12.8、18 〃 「瀬戸内国際芸術祭2013」の参加作家は175組
2012.11.28　 四国 西日本最大データセンター起工(STNet)
2012.11.13 日経 県、「ぐるなび」と食品開発で連携
2012.10.19 四国 瀬戸芸期間中に臨時便を－アシアナ航空
2012.10.17 〃 「瀬戸芸2013」の鑑賞パス、10月26日発売
2012.10.16 〃 高松～台北の定期路線、来年3月から週2便で
2012.10.11 日経 地域防災の専門家育成－香川大学
2012.9.21 四国 高松空港に瀬戸内国際芸術祭の大ポスターが登場
2012.9.7 日経 県産品振興へ新組織－香川県
2012.8.24 毎日 サントリー地域文化賞にイサム・ノグチ財団
2012.8.22 日経 香川・岡山県と本四高速、災害時に相互協力
2012.8.11 四国 地域活性化特区指定で推進本部を設置－高松市
2012.7.29 四国 瀬戸内芸術祭2013のアーティスト、79組決定
2012.7.18 産経 香川県、石川県と観光協定
2012.6．26 日経 瀬戸内国際芸術祭2013、概要決定
2012.6．20 四国 県が「うどん県公式パスポート」発行
2012.6．19 〃 栗林公園・大名庭園で７月５日から和船就航
2012.5.19 四国 玉藻公園の披雲閣が国重文に 597
2012.4.20、21 四国、朝日 定住自立圏形成協定に調印－丸亀市と１市３町
2012.4.20 産経 高松「丸亀町グリーン」、４月19日オープン
2012.4.4 四国 旧高松ＯＰＡ跡地に“屋台村”がオープン
2012.3.30 四国 瀬戸内国際芸術祭2013、安藤・丹下建築など多彩
2012.3.23 〃 香川インテリジェントパークにＳＴＮetデータセンター
2012.2.15 四国 栗林公園、７月から遊覧和船を
2012.2.10 〃 高松・丸亀町グリーン、４月19日オープン
2012.1.31 四国 宅配水のナック、三豊にコールセンター
2012.1.24 〃 国内最大客船の「飛鳥II」、高松に初入港
2012.1.20 〃 春秋航空、高松～上海便、週３往復へ
2011.12.16 四国 香川大の人工衛星、2013年度に打ち上げ
2011.12.8 〃 栗林公園・屋島、県外者７割「知らない」
2011.12.8 〃 県産オリーブオイル、伊ガイドブックで高評価
2011.12.7 〃 高松空港ビル、国際線ターミナル増築
2011.12.3 〃 県、上海市と観光客誘致促進で交流協定
2011.11.10 四国 「瀬戸内国際芸術祭2013」、春･夏･秋の分散開催
2011.11.8 日経 水替え不要で魚養殖－水産研屋島
2011.10.26 四国 日韓中共同制作ドラマ、県内ロケ11月25日から 590
2011.9.30 四国 県農業試験場、綾川に10月１日開場
2011.9.23 〃 小豆島のオリーブ栽培面積、過去最大に
2011.9.16 日刊工 香川県の企業誘致助成の実績、急伸
2011.9.15 四国 ｢第２回瀬戸内国際芸術祭｣は、春夏秋に分散開催
2011.9.15、10.3 〃 商店街に外国人向け観光案内所を設置－香川県
2011.8.30 山陽 農業ビジネス活性化へ連携組織設立
2011.8.24 日経 希少糖使い農薬・肥料開発－香川大・三井化学アグロ・四国総研
2011.7.6 四国 オリエンタルモーター、来春、高松に新工場
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2011.7.2 〃 直島など中心にアートイベントを展開
2011.6.14 日経、四国 希少糖シロップ、県内企業に先行販売 586
2011.5.26,6.1 四国 高松～上海便、７月15日就航－春秋航空 585
2011.4.19 四国 新工場建設で半導体部品増産へ－東洋炭素 584
2011.3.8 四国 瀬戸芸作品活用し「ARTSETOUCHI春」開催
2011.3.6 〃 番の州工業団地、分譲完了へ
2011.2.26 四国 「グリーンボンド」購入で香川銀に感謝状
2011.2.12,21 〃 高松～上海線の定期チャーター便に支援
2011.2.11 〃 高松～上海便の経済効果、８億～14億円
2011.2.11 〃 高齢者給食事業に参入－穴吹エンタープライズ
2011.1.29 四国 男木島舞台にドラマ－ＮＨＫ高松制作
2011.1.25 日経 高松港、大型船の接岸設備を増強
2011.1.11 朝日 高松坂出有料道、３月27日から無料化
2011.1.6 四国 初開催の瀬戸内国際こども映画祭、脚本募集
2010.12.31 四国 高松～上海の定期路線、３月27日就航
2010.12.15 〃 豊島の「島キッチン」、英国の建築賞を受賞
2010.12.11 山陽 「こめっせ宇多津」が国の登録有形文化財に
2010.12.9 四国 瀬戸内芸術祭、黒字１億円余－実行委
2010.11.17 四国 芸術・文化連携協力へ協定締結－高松市と四国学院大
2010.11.17 〃 タダノ、環境配慮型製品の販売強化
2010.11.11 山陽 香川県・岡山県が共同制作の観光ＰＲ映像
2010.11.4 四国 四国学院大学、韓国の大学と学術交流協定
2010.11.1,2 四国、日経 瀬戸内国際芸術祭、来場93万人で閉幕
2010.10.21 四国 松谷化学が番の州に希少糖工場
2010.10.20 山陽 川重坂出工場、省エネＬＮＧ船を建造
2010.10.19 日経 豊島美術館、10月17日開館
2010.10.13 四国 高松～小豆島のフェリーもＩＣカード導入
2010.10.13 〃 タダノが大型風力船開発へ参画
2010.10.1 四国 高松丸亀町Ｃ街区に医療モールオープン
2010.9.17 山陽 日中韓共同制作ＴＶドラマ、高松ロケ実現を
2010.9.9 四国 三菱化学、坂出事業所の生産能力増強へ
2010.8.26 四国 国道32号バイパスの1.5㎞、４車線化完成
2010.8.10 日経 高松でパーク＆ライドの社会実験－高松市
2010.8.3 日刊工 川崎造船、12月めどに坂出第１ドックを閉鎖
2010.7.22 四国 四国学院大、来年度から演劇コースを開設
2010.7.18 〃 新生ニューレオマが７月17日、開園
2010.6.26 四国 三豊市と香川大が地域づくりで包括連携
2010.6.23 〃 海藻からオリゴ糖抽出－宝食品
2010.6.16 〃 直島町に「李禹煥(リウファン美術館」開館
2010.6.4 〃 高松市中央卸売市場を年４回、一般開放
2010.5.18 四国 ニューレオマワールド、「大江戸温泉」傘下に
2010.5.14 〃 農業用車両開発へ産学官連携に調印－三豊市、香川高専など
2010.4.15 四国 世界最大級の帆船「日本丸」、高松へ寄港
2010.4.9 〃 大阪のソフト開発会社が高松に新たな拠点
2010.4.7 山陽 丸亀オリジナル切手、観光案内所で発売
2010.4.3 四国 「年明けうどん」認知度アップ
2010.3.31 朝日 瀬戸内国際芸術祭の事業計画、決定
2010.3.30 四国 希少糖を一般消費者に販売する新会社設立
2010.3.26 〃 糖脂質の素材供給拡大－自然免疫応用技研
2010.3.15 山陽 国際線拡充狙う高松空港、中国線新設へ需要調査
2010.3.9 四国 中央卸売市場を観光スポットに－高松市
2010.3.8 〃 県プロ５チームのグッズを販売するアンテナ店、オープン
2010.3.5 〃 ランチ情報「ツイッター」で商店街を活性
2010.3.2 日経 瀬戸内芸術祭、効果50億円－日銀高松支店
2010.2.26 四国 希少糖の販売会社を設立－香川県
2010.2.16 〃 高松･丸亀町Ｇ街区再開発､10月着工､２年後完成
2010.2.5 日刊工業 番の州臨海工業団地を分譲－香川県
2010.2.4 産経 新品種の香川産小麦｢香育(かいく21号｣登場
2010.1.29 四国 三豊にテープ工場を新設－サン・ジャパン
2010.1.27 〃 イサム・ノグチ考案の遊具、中央公園のシンボルに
2010.1.22 〃 宇高航路開設100周年で「船の祭典」を開催
2010.1.19 〃 瀬戸国際芸術祭の割安パスポート、１月25日から販売
2010.1.16 〃 オリーブ葉で高濃度エキスを抽出－ヤマヒサ
2010.1.15 日経、四国 定住自立圏を形成－高松市と周辺５町
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2010.1.15 山陽 「塩チョコ」開発－直島町観光協会
2010.1.13 四国 アオイ電子、高松工場に新施設、７月稼働へ
2010.1.6 〃 県産ノリ、全国ブランドに
2009.12.31 四国 県内観光客、２年ぶりに増－四国運輸局
2009.12.22 〃 瀬戸内国際芸術祭、68人・団体活動拠点固まる
2009.12.19 〃 芸術祭、島を結ぶアクセスは新規･増便で充実
2009.12.18 〃 カマタマーレの新監督、高松出身の北野氏に
2009.12.8 〃 瀬戸内国際芸術祭のフリーパス、１月販売へ
2009.12.2 〃 県農業試験場跡地、３エリアに整備
2009.11.23 四国 ロボコン大会で、香川高専詫間が全国Ｖ
2009.11.19 〃 高松市の観光大使に日銀支店長ら２人新たに
2009.11.14 山陽 高松国際ピアノコンクールに26カ国・243人
2009.11.2 四国 アジア太平洋盆栽水石大会、高松で2011年開催
2009.10.28 日経、四国 興亜海運、高松～釜山航路を増便
2009.10.2 四国 栗林公園の音声案内、８言語に対応
2009.10.2 〃 ｢高松高専｣と｢詫間高専｣統合し､｢香川高専｣開校
2009.10.1 日刊工 糖質バイオ、産業応用へ－隆祥産業が寄付研究
2009.9.26 四国 国の登録文化財、善通寺から８件
2009.9.4 〃 琴平町に無料の足湯がオープン
2009.9.1 四国 医療用麻薬製剤の開発等で帝國製薬とテルモが提携
2009.8.21,28 四国、朝日 ジャンボタクシー、観光ツアーを９月から実施
2009.8.20 日刊工 四国電子、車部品の新工場建設し生産能力倍増
2009.8.14 四国 ロケ地「小豆島」を鑑賞者に特産品などでＰＲ
2009.7.27 四国 社会実験で、高松港と女木･男木航路の運賃が100円
2009.7.25 〃 県がＣＯ2吸収量認証書を５社に交付
2009.7.18 〃 糖尿病治療にＩＴシステム－香川大付属病院
2009.7.15 〃 イルカを間近に見ることができる新プール完成
2009.7.11 山陽 カマタマーレ、胸ロゴに「さぬきうどん」を
2009.7.11 四国 県内では初めて、住民がＪＲ屋島駅を運営
2009.7.8 〃 男木島に交流施設整備
2009.6.18 四国 土庄町にコールセンター・ウェルコムが進出
2009.6.11 〃 節水型建築物、新たに２施設を県が認定
2009.6.9 〃 アパグループがホテル買収し、四国初進出
2009.6.9 〃 観音寺にワクチン製造施設を整備－阪大微研
2009.6.7 〃 庵治・観光交流館６月７日、オープン
2009.6.3 〃 高松･トキワ街の情報発信基地、７月５日オープン
2009.6.2 〃 高松にコールセンター「テレコメディア」進出
2009.5.31 四国 モネの「睡蓮」、企画５作品を一般公開－地中美術館
2009.5.30 〃 地域貢献へ連携強化－高松高専と香川大が協定
2009.5.23 〃 香川大学、教養学部を新設
2009.5.21 山陽 アートの直島、観光客が７年連続で最多更新
2009.5.11 日刊工 三菱樹脂、ピッチ系炭素繊維の生産効率３割向上
2009.5.8 四国 三豊市に宗吉瓦窯(むねよしがよう)跡史跡公園がオープン
2009.5.1 読売 瀬戸内海７島、アートと融合－瀬戸内国際芸術祭
2009.4.21 四国 高松丸亀町Ｇ街区の再開発、３年後の完成目指す
2009.4.12 〃 香川大学、学外から専門家招き「讃岐学」開講
2009.4.1,8 四国、朝日 府中湖スマートインター、社会実験踏まえ正式運用
2009.3.20,23 四国 平賀源内の偉業後世に－さぬき市に記念館開館
2009.3.17 〃 こんぴら街道まち歩きイベント、中讃21コースでスタート
2009.3.15 〃 観光ミシュランが栗林公園を三つ星評価
2009.3.12 徳島 高松丸亀町再開発・商店街に「医・食・憩い」の施設
2009.2.27 四国 帝國製薬が「認知症貼付剤」開発へ
2009.2.26 〃 宇多津の黒米で酒の新商品－勇心酒造
2009.2.21 山陽 若手芸術家支援「小豆島アーチストインレジデンス」に２氏決まる
2009.2.20 四国 高松港の新クレーン稼働、コンテナ荷役能力増強
2009.2.20 〃 高松～ソウル便、ダイヤ改正でより利便性
2009.2.8 〃 豊島再生のシンボル目指し、美術館起工
2009.2.5 〃 観音寺～阪神への直通バスを運行－ＪＲバス
2009.2.5 山陽 備讃瀬戸海域研究へセンター開設－香川大
2009.1.30 四国 目指せ「牟礼博士」－牟礼町が「わが町検定」
2009.1.27 〃 瓦町周辺再生へＯＰＡ跡地に複合ビルー常磐興業
2009.1.27 〃 三豊市の丸善が芦原科学賞の大賞に
2009.1.17 〃 廃天ぷら油をバイオ燃料にー土庄町のホテル
2009.1.17 〃 宇多津町が「ファンド」創設し、まちづくり
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2008.12.14 四国 地元住民が、ＪＲ屋島駅に観光案内所を開設
2008.12.13 読売 県内に４社が新工場を計画－真鍋知事が公表
2008.12.12 四国 豊島～直島～高松を結ぶ｢アートライン」就航
2008.12.7 〃 国道32号バイパス全線開通
2008.12.3 〃 香港で県産品商談会－百十四銀行初主催
2008.12.2 〃 “セカチュー”でおなじみの庵治文化館を観光交流館に
2008.11.29 四国 無農薬野菜のソース・ドレッシングを農商工連携で製品開発
2008.11.27 〃 韓国のハンバット大と香川大が学術交流協定締結
2008.11.15 〃 ジョージナカシマ記念館が高松市に開館
2008.11.14 山陽 三豊・香川用水調整池、来春の運用目指す
2008.11.12 四国、山陽 ゆめタウン三豊、11月11日オープン
2008.11.12 四国 子育て支援の「わははネット」総理大臣賞
2008.11.12 〃 直島に新美術館建設－瀬戸内国際芸術祭
2008.11.10 〃 香川の小売業面積、全国２位－経済産業省
2008.11.9 〃 07年県内製造品出荷額、５年連続増
2008.11.3 〃 仏で食の見本市、海外市場開拓に成果
2008.10.30 四国 「ゆめタウン三豊」、11月11日に開店
2008.10.28 山陽 かがわ県産品コンクール、最優秀賞にオリーブサイダー
2008.10.18 四国 宇多津町の産業資料館改修し、新拠点に
2008.9.30 四国 栗林公園、パーク改めガーデンに
2008.9.5 山陽 英語力生かし直島ガイド－香川大生がボランティア
2008.9.4 〃 高松、詫間電波を統合し「香川高専」発足
2008.9.2 四国 地域活性化へ経営手法教育－香川大地域マネジメント研究科
2008.9.1 〃 県産農産物の輸出、東南アジア中心に好調
2008.8.29 四国 にっぽんｅ物産市プロジェクトに香大事業、採択
2008.8.27 毎日 府中湖スマートインター、24時間運用に
2008.8.11 四国 栗林公園内にジョージ・ナカシマコーナー新設
2008.8.2 日経 東洋炭素、三豊市に新工場
2008.7.27 四国 全国で初めてワタリガニ種苗育成試験に成功
2008.7.23,3 四国、山陽 イオン綾川、７月23日グランドオープン
2008.7.18 四国 香川大がトキワ街にミッド・プラザを来春開設
2008.7.15 〃 小豆島舞台の「ぼくとママの黄色い自転車」ロケ順調
2008.7.9 〃 「まち歩き博2009」に向け８月に実行委を
2008.7.3 朝日 本四高速、女子バレーボール・エイティ８にポロシャツを
2008.7.1 四国 「ふるさと納税」のお礼にＤＶＤ－香川県
2008.6.29 四国 07年商業統計、事業所数など過去20年で最低水準
2008.6.29 〃 高松港朝日地区国際ターミナル、着工
2008.6.28 山陽 高松市のまち歩き専用ガイド本、発刊
2008.6.14 四国 塩江の団塊向けプロジェクト、経産省支援事業に
2008.6.6 〃 高松市と香川大が県都活性化へ連携強化
2008.6.4 山陽 高松にビジネスホテル、来年６月オープン
2008.5.31 四国 さぬき映画祭2007優秀企画の「高松純情シネマ」クランクイン
2008.5.24 〃 高松～ソウル便、利用拡大へ団体客に助成金
2008.5.19 山陽 古い米蔵を再生した「こめっせ宇多津」オープン
2008.5.13 四国 目指せ“オリーブ博士”－小豆島で初検定
2008.5.8 〃 高松丸亀町再開発Ｃ街区西に複合ビル、来年完成
2008.5.2 〃 国道11号三豊～観音寺間、４車線化に着手
2008.5.2 〃 2007年度の高松～ソウル線利用客、３年連続減
2008.4.27 四国 香川大学、来年度から学生証をＩＣ化
2008.4.27 〃 岡山・犬島に美術館「精錬所」が完成
2008.4.26 〃 県産ハマチの新加工品４種、販売
2008.4.16 毎日 「医」「食」の複合施設建設へ－旧光洋精工工場跡地
2008.4.5 四国 塩江に体験宿泊施設がオープン
2008.3.31 山陽 歴史と美術複合した県立ミュージアム、４月１日オープン
2008.3.30 四国 直島町に環境大臣賞
2008.3.29 〃 四国・九州アイランドリーグ香川の松尾がマイナー契約
2008.3.25 山陽 第２回高松国際ピアノコンクール、10年３月開催
2008.3.25 四国 屋島の「夢虫(むちゅう)館」３月29日から営業再開
2008.3.12 〃 三ツ星ベルト、四国工場に50億円投資し生産能力増強
2008.3.11 〃 アートの島・直島の観光客、５年間で６倍に
2008.3.10 山陽 犬島の銅精錬所を美術館に再生、４月27日開館
2008.2.24 四国 香川県が温暖化防止へ森づくり
2008.2.24 山陽 肥土山農村歌舞伎、最優秀の大臣賞
2008.2.20 〃 小豆島２町が「空き家バンク」ネットを開設
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2008.2.15 四国 香川県立中央病院、朝日町のＪＴ跡地に決定
2008.2.13 毎日 「ひけた鰤」でブランド登録
2008.2.13 四国 県の｢協働の森づくり」事業、県内企業と初協定
2008.2.7 山陽 県民ホール命名権、穴吹興産が取得
2008.2.1 日経 タダノ、アンコール遺跡修復に一役
2008.1.23 四国 「香川大博物館」４月開館
2008.1.10 山陽 瀬戸大橋20周年記念曲｢架け橋の向こうに｣ＣＤ発売
2008.1.4 四国 玉藻公園、天守復元へ｢鯛願城就｣のグッズ､販売
2008.1.1
2007.12.31

四国,産経 瀬戸大橋とオーレスン橋が姉妹橋提携へ

2007.12.27 日経 液晶向け部材生産倍増－大倉工業
2007.12.22 四国 瀬戸大橋20周年記念イベント、初の橋上全面通行止め
2007.12.21 〃 世界初ドーナツ型水槽－新屋島水族館
2007.12.19 日経 南海プライウッド、棚板をインドネシアで増産
2007.12.11 四国 観音寺・山田産業団地、平成19年中に分譲完了
2007.12.9 〃 ゆめタウン丸亀、三豊店、平成20年秋開店へ
2007.12.9 〃 琴電琴平線の高松・三条～太田間、立体交差開通
2007.12.7 〃 番の州立地の７社、設備投資1,000億円超
2007.12.6 日経 丸亀市にホテル・ソラーレが四国初進出
2007.11.16,17 四国 高松丸亀町商店街Ｂ､Ｃ街区､再開発計画了承される
2007.11.16 〃 県歴史博物館、来春から県立ミュージアムに
2007.11.13 日経 炭素繊維を坂出で７割増産―三菱化学産資
2007.11.8 四国 北京に合弁会社設立、油圧部品を現地生産－タダノ
2007.11.4 〃 丸亀町Ａ街区事業、最優秀の国交大臣賞に
2007.11.2 〃 大型ショッピングセンター「イオン綾川」、来秋開店
2007.10.31 四国 高松ファイブアローズ,三木町に専用アリーナ－
2007.10.27 〃 丸亀に「ゆめタウン」が来秋オープン
2007.10.23 〃 若者の県内就職促進へ県が情報サイト開設
2007.10.22 産経 塩江で田舎暮らし－滞在型ホテルを開業
2007.10.3 四国 希少糖研究の拠点施設が三木町に完成
2007.9.28 四国 中小企業応援ファンドに県が年間２億円を助成
2007.9.28 毎日 07年上半期の貿易、前年比11％増の過去最高
2007.9.27 四国 トキワ街再興へ旧ジャスコ跡地をマルナカ落札
2007.9.25 〃 たかまつ松平藩まちかど漫遊帖、コース充実で開幕
2007.9.22 〃 高松・丸亀町Ａ街区オープンで、集客力アップ
2007.9.1,8 四国、産経 丸亀うちわを世界ブランドに
2007.9.1 四国 高松、詫間２高専、2009年10月に統合
2007.8.18 四国 香川銀、ヤフーと業務提携
2007.8.8 日経 無痛のワクチン投与、開発－メドレックス
2007.8.5 四国 道の駅「源平の里むれ」、高松市にオープン
2007.8.2 〃 穴吹ハートレイが「サンピアさぬき」購入
2007.8.1 〃 高速道に四国初のコンビニ
2007.8.1 産経 小豆島への移住促進に交流推進協が発足
2007.7.27 日経 船舶小型エンジン増産－マキタ
2007.7.20 四国 高松市が13年ぶりに４カ国語観光パンフ改訂
2007.7.14 〃 香川大と徳島文理大、学術交流で協定締結
2007.7.5 山陽 ＩＴ企業育成で連携－香川県とマイクロソフト
2007.7.4 四国 希少糖食品の開発へ４社がベンチャー設立
2007.6.29 四国 希少糖第Ⅱ期不採択で事業化遅れマイナス
2007.6.22 〃 携帯電話で観光情報－香川県
2007.6.20 〃 綾川へのイオン出店に、県が開発許可
2007.6.15 〃 うどん柄ネクタイ、２千本の大ヒット
2007.6.14 〃 新事業創出を支援－県が｢応援ファンド」設立
2007.6.2 〃 府中湖ＰＡにＥＴＣ専用ＩＣ設置へ
2007.5.30,31 四国，読売 イオン、綾川に大型店出店計画
2007.5.27 四国 映画「喜びも悲しみも～」記念ビール発売へ
2007.5.25 〃 希少糖試薬、新たに11種類を５月から販売
2007.5.22 〃 セーラー広告、６月に上場
2007.5.21 毎日 香川県、韓国人観光客増へ三角ルート開発
2007.5.17 四国 香大の人工衛星「ＳＴＡＲＳ」が宇宙へ
2007.5.1 〃 いただきさんの海鮮食堂が市場体験ツアー
2007.4.16 読売 「ひけた鰤(.ぶり)」ブランド化へ
2007.4.12 日経 協働の森づくり事業、香川県も実施
2007.4.10,27 四国 イオン高松ショッピングセンター、オープン
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2007.4.10 〃 小豆島、こんぴらなど各所10景フレーム切手に
2007.4.10 山陽 直島の魅力を外務省が世界へ発信
2007.4.10 四国 栗林公園の入園者数、7年ぶり60万人突破
2007.4.5 〃 子育て支援企業、四国初の認定
2007.4.2 〃 与島に「オアシスパーク」オープン
2007.3.30 四国 県営球場の愛称は「サーパススタジアム」
2007.3.26 〃 詫間港に憩いの空間、ボードウオークが完成
2007.3.25 〃 国道32号、綾歌の2.5㎞区間４車線化、完成
2007.3.14 朝日 団塊向け講義ツアーを香川大とＪＴＢ企画
2007.3.13 四国 善通寺市が花公園を整備、09年度末完成へ
2007.3.9 日経 東洋炭素、来年初め黒鉛を４割増産
2007.3.3 四国 道の駅｢源平の里むれ｣が８月にオープン
2007.3.1 〃 徳島文理大教授らが初の１細胞採取装置を開発
2007.2.23 四国 引田町にまち並み交流館｢讃州笠屋邸｣がオープン
2007.2.23 産経 ＰＦＩ方式の学校給食センターが宇多津町に完成
2006.10.31
2007.2.22

四国、愛媛 「山田錦」に負けぬ酒米を香川大などが開発

2007.2.17 四国 丸亀町再開発を核に－高松市が活性化計画
2007.2.17 山陽 海水捨てず陸上養殖－屋島栽培漁業センター開発
2007.2.16 四国 ひまわり油、まちおこしの起爆剤に
2007.2.16 読売 「小豆島への移住促進を」首都圏でＰＲ
2007.2.16 日経 オリーブスタジアム、香川県が命名権売却
2007.2.9 四国 タダノの多度津工場、７月稼働
2007.2.2 〃 香川プロスポーツクラブ結成、５団体が連携
2007.2.1 〃 三豊市にゆめタウン、平成20年秋オープン
2007.1.31 山陽 瀬戸大橋20周年事業、2008年４月～12月に開催
2007.1.30 四国 国道11号豊中～観音寺間4.6㎞、都市計画道路に
2007.1.25 産経 水の安定供給へ香川用水調整池を－水資源機構
2007.1.12 日経 隆祥産業、ライン上で検査
2007.1.5 四国 四国電力坂出発電所がＬＮＧ基地建設に着手
2007.1.1 〃 香川大が全学連携で「瀬戸内研究」を
2006.12.28 日経 竹使う複合材を開発－香川県産業技術センター
2006.12.24 四国 新屋島水族館、12月23日リニューアルオープン
2006.12.17 産経 香川県観光協会が「骨付鳥」のパンフ、作成
2006.12.16 四国 県内の農林漁業女性起業家が「うまいもんネット」を設立
2006.12.13 四国,産経 常磐ティシュ製紙工場跡地、マンション核に複合施設
2006.12.13 四国 老朽化で香川県漆芸研究所を文化会館に移転
2006.12.12 産経 再開発ビルの｢高松丸亀町壱番街」オープン
2006.12.2 〃 玉藻公園披雲閣で「椿三十郎」の映画ロケ
2006.11.26,29 四国、産経 ジャンボフェリー、ＥＴＣ利用し乗船
2006.11.29 四国 詫間港のボートパーク完成
2006.11.29 読売 県産農産品の｢Ｋ．ブランド」、県内向けカタログ販売
2006.11.27 四国 商業施設に複雑な県民意識－県政世論調査
2006.11.23 〃 パーク・アンド・ライド、電車の次はバス
2006.11.22 〃 高松サンポート合同庁舎が完成－国７官署を集約
2006.11.22 〃 プロ野球ドラフト、四国ＩＬから深沢ら初指名
2006.11.21 日経 吉田樹脂化学、さぬきに新工場
2006.11.18 四国 天然系添加物使用の紙製抗菌パッケージを開発
2006.11.17 〃 木田郡三木町が廃校に希少糖の研究施設を誘致
2006.11.16 〃 香川大農学部がオリジナルワインを発売
2006.11.16 山陽 地域おこしの「ひまわり油」生産大詰め-仲多度郡まんのう町
2006.11.11 四国 四国初、府中湖ＰＡにウエルカムゲートを開設
2006.11.7 〃 芸術の島・直島町営バス、利用50万人に
2006.11.5 山陽 大橋・与島の往復割引で、通行量初の３倍超過
2006.11.1 四国、日経 ダイエー屋島店跡に中四国最大級のＨＣが出店
2006.10.31 日経 希少糖の生産施設完成－香大農学部
2006.10.31 〃 高松丸亀町商店街の再開発ビル、12月開業
2006.10.28 産経 豊稔池の堰堤(えんてい)、重文に答申
2006.10.28 日経 高松丸亀町商店街、有機野菜の市場が本格開業
2006.10.28 四国 緑の光で病害予防－四国総合研究所
2006.10.13 〃 糖鎖大量生産を採択－ＮＥＤＯの実用化研究
2006.10.17 〃 サンポート高松の保留地、売却完了
2006.10.6 日経 燃料電池の寿命10倍以上に－カナック
2006.10.3 四国 屋島山上水族館、クラゲコーナーを新設
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2006.9.23 四国 琴電「イルカ」電子マネー、27店舗で11月スタート
2006.9.22 〃 高松坂出有料道路、2011年度から無料化
2006.9.22 〃 高松東～さぬき三木間、高速バス停新設
2006.9.15 〃 まち歩きで観光活性化－市民ボランティアが紹介
2006.9.14 毎日 塩江温泉郷「行基の湯」に足湯場オープン
2006.9.13 四国 小豆島･二十四の瞳映画村に{キネマの庵｣誕生
2006.9.9 〃 高松中央通りの歩道、段差解消し透水舗装に
2006.9.9 〃 糖質バイオベンチャーがネクスト香川に入居
2006.9.7 日経 希少糖使い農薬・肥料を開発－香川大等
2006.9.7 四国 低価格の運動器具、バーチャル技術利用－香川大発ＶＢ
2006.9.1 日経 半導体や精密部品、ナノレベルで形状測定
2006.8.26 四国 映画｢ＵＤＯＮ｣ロケ地マップを作製－県観光協
2006.8.25 〃 野菜の新生産システム開発－徳寿工業
2006.8.24 〃 屋島水族館、12月にリニューアルオープン
2006.8.23 毎日 ＩＣカード乗車券で買い物－高松の３商店街で実証実験
2006.8.23 毎日 三越高松店がリニューアル、11月３日オープン
2006.8.22 日経、四国 希少糖ベンチャー設立－香川大など
2006.8.18 四国 過半数が中国に関心－ジェトロ香川
2006.7.30 四国 琴電新駅「空港通り」開業
2006.7.30 〃 大窪トンネル開通、式典で完成祝う
2006.7.27 〃 Ｉ・Ｕターン向けサイトを香川県が開設
2006.7.13 〃 東京のＪＲ山手線に｢ＵＤＯＮ｣電車が登場
2006.7.5 〃 高松ファイブアローズ、市民に愛されるチームに
2006.7.4 日経 大学発ベンチャーの「スペースタグ」が増資
2006.7.3 読売 宇多津町の新給食センター、市町初ＰＦＩ着工
2006.7.1 産経 県のエコオフィス計画、節減２億2,000万円
2006.6.20 四国 世界で初めて糖鎖の大量製造に成功
2006.6.11 〃 子育てタクシー｢快走｣－全国協会発足
2006.6.8 〃 竹パウダーで、放置竹林を有効活用
2006.6.8 〃 高松～ソウル線、週5便化へ協定
2006.6.4 〃 「昭和のげんぺい号」で定期観光
2006.6.2 朝日 高松・牟礼に来春「道の駅」オープン
2006.5.30 四国 栗林公園の管理棟、6月8日オープン
2006.5.24 〃 豊中ＩＣ～観音寺、4車線化手続き開始
2006.5.23 〃 サンポート高松北側街区、中長期的視点で検討
2006.5.21 〃 直島精錬所で「プラントツアー」開始
2006.5.17 〃 05年の県外観光客、４年ぶり減の789万人
2006.5.14 〃 “お遍路さん”定期預金発売－百十四銀行
2006.5.4 〃 高まる｢直島人気｣、観光客２年間で３倍
2006.4.27 四国 香大生の研究採択－宇宙オープンラボ
2006.4.21 〃 善通寺五重塔、４月26日からライトアップ
2006.4.16 〃 企業の技術開発支援へ産官学が連携推進
2006.4.14 〃 多糖活用し免疫力高める食品商品化へ
2006.4.11 〃 ｢さぬき映画祭2006｣今秋開催－香川県
2006.4.8 〃 韓国～高松のコンテナ新航路､４月8日開設
2006.4.6 〃 総本山善通寺、観光ボランティアガイド発足
2006.4.4 〃 直島町が県内初の景観行政団体に
2006.3.30 〃 高松・朝日地区２号堀、高潮防止へ全域埋め立て
2006.3.30 四国 希少糖活用で特定保健用食品、開発へ
2006.3.25 日経 百十四銀と香川証券が県内事業所企業に投資
2006.3.21,3.25 朝日、四国 高松道｢三豊鳥坂インター｣3月24日に開通
2006.3.23 〃 男子プロバスケのチーム名は｢高松ファイブアローズ｣
2006.3.21 日経 香川県の公共施設、13のうち10ヵ所を民間に委託
2006.3.10 四国 高松～ソウル便、県外団体客にも助成
2006.3.7 〃 高松に大型商業施設を出店へ－イオン
2006.3.5 日経 本島・｢塩飽水軍｣の空き家を民宿に
2006.3.4 山陽 グルメ事業の3弾は「骨付鳥」を発信
2006.3.3 日経 駄菓子屋の｢夢や」、首都圏で和風飲食店
2006.3.2 四国 一体感創出へ－田町広場地区の計画承認
2006.2.22 四国 企業経営幹部を育成－高松大とＩＴＣかがわ連携
2006.2.21,22 四国,日経 三豊鳥坂インター、3月24日供用開始
2006.2.15 四国 ゆめタウン高松、７月増床オープン
2006.2.14 〃 琴電が仏生山～一宮間に新駅を設置
2006.2.10 〃 与島ＰＡまでの往復割引、４月も実施
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2006.2.3 〃 ニューレオマに昆虫館が４月オープン
2006.2.2 〃 志々島をマーガレットの｢花のじゅうたん｣に
2006.1.26 四国 高松丸亀町Ａ街区､国の民間都市再生事業に認定
2006.1.26 日経 紀伊国屋書店、高松に11月にも出店
2006.1.25 山陽 志々島の遊休地に花畑を－香川県観光協会
2006.1.17 四国 初の高松国際ピアノコンクールの出場者、決定
2006.1.18 朝日 直島の「地中美術館」、来館者10万人突破
2006.1.12 四国 産学連携へ協定－百十四銀と香川大
2006.12.24 四国 ｢世界の中心で－｣の映画セット復元
2006.12.22 朝日 与島ＰＡ往復料金、半額割引に利用２倍超
2006.12.21 四国 高松港に防潮施設－高潮対策予算原案
2006.12.9 〃 ｢漆芸王国香川｣復活目指し連携－香川県
2006.12.8 〃 国際ピアノコンクール応募、国内外から多数
2006.12.6 〃 室内運動システム開発－香大ベンチャーＶＲスポーツ
2006.12.4 読売 善通寺創建1200年祭、多彩に
2005.11.30 毎日 大衆劇場仏生山、まちおこしの“立役者”
2005.11.26 山陽 香大工学部グループがナビを開発
2005.11.22 四国 希少糖、商品化第一号－県の産学官プロジェクト
2005.11.20 〃 讃岐コーチンＪＡＳ認定で、全国ブランドへ
2005.11.12 〃 来春公開の映画「県庁の星」、県内ロケ撮影順調
2005.11.11 〃 香川大、来年度から観光産業のプロ養成
2005.11.6 読売 香川の観光、雑誌特集など急増
2005.11.5 四国 子育てタクシー、新たに５社
2005.11.2 山陽 プロバスケｂｊリーグ、来季参入
2005.10.13 四国 男子プロバスケ「ｂjリーグ」穴吹工務店が加盟申請
2005.10.13 〃 搭乗前にひとっ風呂－塩江温泉
2005.10.5 〃 サンポート高松Ｂ２街区の譲渡価格 18億円
2005.10.5 日経 海洋糖鎖ウミノグリカンに抗肥満・免疫機能
2005.10.4 四国 サンポート高松～丸亀町商店街周回のまちバス、11月から運行
2005.9.29 四国 省エネ植物工場を開発－徳寿工業と香大教授
2005.9.29 毎日 「日本アイスホッケーリーグ西日本」を設立
2005.9.28 四国 サンポート県有２街区、商業施設誘致を促進
2005.9.28 四国、山陽 医薬品ベンチャー「メドレックス」が西山工業団地に進出
2005.9.23 四国 香川発の小径自転車、首都圏中心に今人気
2005.8.31 日経 36年ぶりに讃岐路に蒸気機関車が疾走
2005.8.30 四国 いただきさんの海鮮食堂、サンポート高松に２号店
2005.8.20 〃 糖質バイオのシーバイオン、チッソと業務提携
2005.8.13 日経 国際ピアノコンクールを来春、高松で開催
2005.8.3 〃 玄米を微粉化－産学官で技術・製品開発
2005.7.31 四国 四国初、メールで避難情報－県、全市町
2005.7.22 〃 竹林の整備と利用促進に県が手引き作成
2005.7.22 山陽 東かがわをモデルに観光のプロ養成へ
2005.7.21 四国 高松道の新インター「三豊鳥坂(みとよとっさか)」に正式決定
2005.7.13 四国、山陽 高松東ファクトリーパークに４社目進出
2005.7.1 四国 高松～仙台線、９月２日に就航再開
2005.6.29 四国 オリーブのブランド力強化へ実践プラン策定
2005.6.25 〃 直島に００７資料館が、７月24日オープン
2005.6.17 〃 高松サティに四国最大級のキッズ商品売り場
2005.6.4 四国,山陽 大的場健康体育センター跡地が複合施設に
2005.6.3 四国 坂出のダイエー跡地に複合施設がオープン
2005.6.2 〃 「さぬきの夢2000」作付面積、最高に
2005.6.2 〃 ホテル川六の新館２号館、来春開業
2005.6.2 日刊工 愛媛のタック化成が香川県山本町に新工場
2005.5.28 四国 坂出に愛媛のスーパー「ママイ」が10月出店
2005.5.26 〃 香大農学部、大学院に「希少糖専攻」を設置
2005.5.24 〃 サンポート高松オープン１年、当初予測85万人増
2005.5.20 〃 「遊びと学び」産学が連携
2005.5.18 〃 サワラ漁獲量、大幅回復
2005.5.12 〃 イチゴの新品種「さぬき姫」、開発
2005.5.8 〃 手袋生かし新ブランド－東かがわ市商工会
2005.4.30 四国 観光周遊バス「義経号」、４月３日スタート
2005.4.27 〃 焙煎玄米粉を商品化
2005.4.18 日刊工 炭素繊維増産のため坂出の設備を増強
2005.4.16 四国 ニューレオマ開業１年、来場者160万人超
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2005.4.15 朝日 台湾からの観光客を香川・鳥取へ運ぶチャーター便、好調
2005.4.8 日経 渋み・苦みを抑えたオリーブ茶、開発
2005.4.4 四国 直島に本格ホテル－ベネッセ
2005.4.4 〃 カーネーションの新品種、ワインレッドの気品
2005.4.1 〃 鳥坂ＩＣが年度内完成へ
2005.3.28 四国 大型キウイ「さぬきゴールド」新品種に登録
2005.3.28 〃 旧市民会館跡地のレンタサイクルポート、完成
2005.3.27 〃 国道32号バイパスの満濃工区4.6㎞、開通
2005.3.23 〃 県産ナシフグ、ブランド化で市場定着
2005.3.22 〃 高松丸亀町Ａ街区再開発ビル、起工
2005.3.18 〃 仮想運動システム機能搭載のリハビリ機器を開発
2005.3.17 日経 観音寺の山田産業団地に物流拠点－パルタック
2005.3.15 四国 高松東ファクトリーパーク、リース制度終了
2005.3.5 〃 菊池寛の実像描く「こころの王国」映画化へ
2005.2.25 四国 東山魁夷せとうち美術館、４月９日オープン
2005.2.24 〃 讃岐うどんの生麺、ＮＹに初上陸
2005.2.18 〃 高松にコナミスポーツクラブ、６月上旬オープン
2005.2.18 産経 鍋島の「灯台前」に枝垂れ桜を
2005.2.13 四国 栗林公園の観光客、韓国人客が76％増
2005.2.4 〃 丸亀うちわ、世界へＰＲ
2005.2.2 〃 香川県防災センター､７月のオープン目指す
2005.2.3 日経 鉄道・バス共用のＩＣカード｢イルカ｣、運用開始
2005.2.1 四国 東かがわ市引田に讃州井筒屋敷がオープン
2005.1.30 四国 サンポートに医師会館、07年開館目指す
2005.1.29 日経 県産ブレンド米で魚沼産並みのおいしさ
2005.1.28 四国 「香川のみどり百選」決まる
2005.1.28 日経 全日空、高松～札幌線、７～９月に季節運航
2005.1.27 四国 「007｣ロケ誘致の弾みに、小説の資料館建設
2005.1.20 〃 四国初の超小型衛星打ち上げへ－香川大学
2005.1.6 〃 しょうゆ豆、味な食感
2005.1.6 〃 加ト吉、熱電併給設備を導入
2005.1.5 山陽 岡山、香川の美術館結び誘客
2004.12.28 四国 高松丸亀町商店街の再開発ビル、06年秋完成
2004.12.27 〃 高松～ソウル線、韓流ブームで利用好調
2004.12.26 〃 子育て支援タクシー、好評
2004.12.15 日経 加ト吉、中国・山東省に２工場
2004.12.15 四国 ＪＲ四国バスがバリアフリー、２階建てバスを導入
2004.12.14 〃 都市計画線引き制度廃止後の開発許可、件数、面積とも２倍超
2004.12.12 〃 香川の農業、主力は65歳以上
2004.12.4 日経 丸亀・高松～名古屋に高速バス
2004.12.3 日経 香大発ベンチャー、福祉機器など共同開発
2004.12.1 四国 ゆめタウン高松前の高速バス待合所、座席数大幅増加
2004.11.27 〃 片原町に新スポット、北海道と県内の名産市
2004.11.27 〃 吉田樹脂化学とリース契約－高松東工業団地
2004.11.27 産経 四国で初めてＩＣチップシステムを導入－観音寺市立図書館
2004.11.26 四国 出入時間短縮の新地下駐車装置を開発
2004.11.23 〃 農作物の水耕プラントで無農薬・通年栽培
2004.11.21 〃 香川大、特色ある研究を重点的に支援
2004.11.12 〃 新品種のブドウでオリジナルワインを製品化
2004.11.12 〃 日本で一番人気のめんは「さぬきうどん」
2004.11.5 〃 坂出・ダイエーハイパーマート跡地に複合商業施設
2004.11.3 四国 「東山魁夷美術館」完成、来年４月開館
2004.11.１ 〃 琴電、ＩＣカード導入で鉄道･バス乗り継ぎ割引
2004.10.26 〃 琴電仏生山駅をバス・アンド・ライドに
2004.10.23 〃 高瀬･原下工業団地進出第１号に高瀬ユニード
2004.10.20 〃 うちわの港ミュージアム、入館者20万人突破
2004.10.18 〃 香川を訪れる韓国人の満足度は86％
2004.10.14 〃 松山のスーパー「フジ」、さぬき市に出店へ
2004.9.30 四国 ボイラー燃料、一部を天然ガスに－讃州製紙
2004.9.29 〃 スープのアンテナショップ、高松駅に１日開店
2004.9.26 〃 ドン・キホーテが四国・高松に初進出
2004.9.24 読売 小豆島にオリーブ大学を2008年に開校
2004.9.19 四国 男木島を「水仙郷」に－男木島観光協会
2004.9.18 〃 阪大微研がワクチン大量生産へ
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2004.9.17 山陽 倉庫改装しＮＹ感覚の商業施設に－高松市
2004.9.16 四国 米国人観光客を小豆島ツアーに
2004.9.8 〃 ファミリーマートの製造・物流拠点が完成－観音寺市
2004.8.25 四国 坂出市のＪＲ駅周辺事業、最終年度で南口の整備着手へ
2004.8.25 〃 香南町の耕作放棄地、移動放牧で肉用牛繁殖
2004.8.24 〃 高松コンテナターミナル貨物取扱量、３割増
2004.8.20 日経 四国フェリーの新居浜～神戸便、詫間町に寄港
2004.8.14 〃 香川漆器、普段使いの新デザイン提案
2004.8.13 読売 機関車先生のロケ地を観光スポットに整備
2004.8.13 四国 高松城跡の石垣現況調査で天守閣復元へ第一歩
2004.8.2 〃 ゴールドタワー、８月１日新装オープン
2004.7.30 四国 電車・バス共通ＩＣカード、来年２月導入
2004.7.28 日経 オリーブから清涼飲料
2004.7.19 四国 直島に地中美術館オープン
2004.7.18 〃 香川のイメージＣＭ完成、首都圏で放映へ
2004.7.16 〃 全国初の個人向け光サービス、10月から開始
2004.7.15 〃 直島でリサイクル施設が操業
2004.7.9 日経 高松の商店街、ポイント制で客囲い込み
2004.7.6 〃 鎌田醤油が洋館を改装し、人形館をオープン
2004.7.2 四国 マリンライナーに鉄道ブルーリボン賞
2004.7.1 〃 栗林公園新駅舎が完成－高松琴平電気鉄道
2004.6.30 四国 和三盆、オリーブ製品の一気浸透は難しい－首都圏の市場調査
2004.6.29 〃 京阪神高速バスの車体にサンポート描く
2004.6.29 日経 ３割安く乗れる「タクシー定期券」
2004.6.28 四国 県漆芸研究所、ＪＲ栗林駅北に移転
2004.6.27 〃 首都圏の香川イメージは「うどん」が６割
2004.6.26 〃 豊島のスラグを生コン骨材などに活用
2004.6.25 〃 水素ガス可視化に成功－四国総合研究所
2004.6.18 〃 坂出ＬＮＧ事業で新会社を設立－四国電力
2004.6.16 〃 窓掃除ロボット、愛知万博へ－香大・学生ベンチャー開発
2004.6.5,8 日経,四国 山本町の工業団地にタック化成が進出
2004.6.2 四国 「００７」ロケ誘致へ官民連絡会議、旗揚げ
2004.5.29 四国 サンポート高松の合同庁舎Ａ棟、06年９月完成へ
2004.5.24 〃 映画ロケ地を「にぎわい」の起爆剤に
2004.5.21 〃 讃岐三白、全国PRへ
2004.5.19 愛媛 ゴールドタワーが８月１日リニューアルオープン
2004.5.15 四国 ７～９月限定で、高松～札幌便が復活
2004.5.17 〃 市街化調整区域の線引き廃止で開発ラッシュ
2004.5.15 〃 香川のイメージ創出－県産品振興協
2004.5.13 日経 衛星データで地下水探知
2004.5.11 四国 県が国の地域再生計画に申請
2004.5.10 〃 県が初のアートマップを作成
2004.5.4 〃 来春の採用計画、改善傾向も慎重姿勢
2004.4.27 四国 ＪＲ四国が「スープ空海」を６月販売
2004.4.23 日経 琴電、来年２月めどにＩＣカードを導入
2004.4.22 四国 ニューレオマの温浴施設が４月21日オープン
2004.4.21 〃 うどんタクシー急増、33業者が営業中
2004.4.20 〃 瀬戸大橋の利用促進へ、ウェルカムキャンペーンを実施
2004.4.18 〃 県魚市場が食堂をオープン
2004.4.14 〃 高松道・鳥坂インター、県道と連結許可申請
2004.4.10 日経 首都圏でのイメージ「香川＝うどん」
2004.4.9 四国 新型リハビリシステム実用試験開始－香大
2004.4.8 〃 「行基の湯」の休憩施設、完成
2004.4.8 〃 瀬戸大橋記念公園球技場、４月11日オープン
2004.4.7 毎日 「讃岐の百人」県民アンケート調査
2004.4.5 四国 高松シンボルタワーの３施設、４日オープン
2004.3.25 日経 三ツ星ベルト、四国工場の生産力４割増
2004.3.22 四国 香川を世界にＰＲする「名誉大使」を創設
2004.3.20 〃 ニューレオマへの連絡バス、４路線運行
2004.3.19 山陽 うどん用小麦「さぬきの夢2000」、中四国で最高評価
2004.3.17 〃 香川大､高松･詫間高専と単位互換協定を締結
2004.3.16 四国 携帯の進化を体感－ドコモ四国
2004.3.11 〃 自家用水力発電、整備へ－丸亀市
2004.3.10 〃 多度津町パークアンドライド駐車場、１日でも利用OK
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2004.2.28 四国 直島町に「地中美術館」－福武財団
2004.2.25 〃 高松シンボルタワーの商業施設、3月30日一斉オープン
2004.2.24 〃 高松城、天守閣再建へ前進
2004.2.21 〃 ４月開園の「ニューレオマ」、ヘリ遊覧飛行を企画
2004.2.21 〃 かがわ産品ブランド化「あたたかさ」前面に
2004.2.16 〃 三木町の白山を桜の公園に
2004.2.16 産経 上天神交差点に地下道が完成
2004.2.13 四国 市街化区域と市街化調整区域の線引き、廃止
2004.2.10 日経 香川大教授が視覚検査新システムでＶＢ
2004.1.22,2.3 四国 高松シンボルタワーの商業施設、3月30日オープン
2004.1.29 日経 坂出にＬＮＧの共同設備
2004.1.24 四国 四国初の貨物航路、高松－青島就航へ
2004.1.22 〃 瀬戸大橋フィッシャーマンズ・ワーフに温泉
2004.1.22 〃 坂出番の州にスラグ中継地
2004.1.21 〃 「義経」を観光振興の起爆剤に
2004.1.9 〃 土庄にダイキが進出、12月オープン
2004.1.7 〃 仲南町に「道の駅・交流センター」がオープン
2004.1.4 四国 路線バス、効率的運行へ－県警
2003.12.30 〃 県民の晩婚、少子化顕著－2003年度県政世論調査
2003.12.21 〃 琴電の共通ＩＣカード、事業化へ前進
2003.12.20 〃 高松東ファクトリーパーク、新たに２社進出
2003.12.12 〃 小豆島の観光客数、７月以降順調に回復
2003.12.9 〃 全日空、高松～札幌線を再開
2003.12.4 四国 サンポートのシンボルタワーに料理の３鉄人が出店
2003.12.3 〃 新生レオマの名称｢ニューレオマワールド｣
2003.12.1 〃 新県消防学校が起工
2003.11.26 〃 シンボルタワーに「ドコモ四国本社」移転
2003.11.25 〃 瀬戸大橋新特別料金「不満」が県民の４割超
2003.11.25 〃 うどん店巡り「また行きたい」が９割－日本うどん学会
2003.11.22 〃 農作物の新ブランドをキャラクター化
2003.11.22 〃 香川大に３専門職養成機関、来年４月開設へ
2003.11.20 日経 キウイの新品種「さぬきゴールド」と命名
2003.11.13 四国 初の県産品コンクール「ふるさと賞」決まる
2003.11.11 〃 観音寺・山田産業団地にシノブフーズが進出
2003.11.8 〃 めりけんや、首都圏に初直営店
2003.11.7 〃 瀬戸内海のサワラ、漁獲量順調に回復
2003.11.6 〃 新型マリンライナー、好発進－ＪＲ四国
2003.11.1 四国 愛称は「ｅ－とぴあ・かがわ」－来春オープンの県情報通信科学館
2003.10.30 〃 四国初の天然ガススタンド、高松に開設
2003.10.30 〃 太陽光発電システム、中国で実証研究
2003.10.22 〃 レオマ、来春全施設オープンへ
2003.10.22 〃 中心部へのアクセス・東浜港花ノ宮線が全通
2003.10.21 〃 2002年度のコンベンション経済効果､15.2％減
2003.10.21 〃 「香川薬学部」を新設－徳島文理大
2003.10.17 日経 れんがの吸水率２倍に－西谷陶業
2003.10.17 四国 讃陽食品、中国に新工場
2003.10.10 〃 サンポートに特別賞－水辺のユニバーサルデザイン大賞
2003.10.8 日経 香川大学生が初の大学発ＶＢ
2003.10.5 四国 四国１号店の「コジマ高松店」開店
2003.10.4 〃 男木島遊歩道が完成
2003.10.2 日経 丸協運輸が高松東ファクトリーパークに配送拠点を新設
2003.9.27 四国 高松東ファクトリーパークに大阪の運送会社進出
2003.9.24 〃 サンポート中核施設「高松シンボルタワー」に決定
2003.9.23 〃 24時間営業の讃岐うどん店、東京・新宿に開店
2003.9.20 〃 東山魁夷美術館、2005年春開館へ
2003.9.19 〃 豊島産廃処理、直島でプラント稼働
2003.9.19 〃 ゆめタウンの新館、９月19日にオープン
2003.9.19 〃 日プラ、沖縄に新工場整備
2003.9.18 日経 アイスの専門店、高松に来春開設
2003.9.13 〃 リモニウム、青色ＬＥＤで促成栽培
2003.9.11 四国 ＪＲ瀬戸大橋線、一部複線化へ予算を計上
2003.9.8 日本工 「うどんタクシー」を運行開始－琴平バス
2003.9.4 四国 ショッピングバスとレインボー循環バスの路線統合し、11月から本格運行
2003.8.30 四国 県外企業が初進出－高松東ファクトリーパーク
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2003.8.28 〃 高松・丸亀町のＡ街区再開発ビル、着手
2003.8.28 〃 高松港F地区に３万t級バースを設置
2003.8.28 日経 讃岐うどん、ＮＹへ進出
2003.8.26 四国 遍路接待所を募集－高松市
2003.8.26 〃 トルコにうどん店－めりけんや
2003.8.26 〃 新香川大に寄付研究部門
2003.8.21 〃 「レオマワールド」来春の再開目指す
2003.8.13 〃 「おいしさの科学研究所」を設立－山野香大名誉教授
2003.8.12 〃 仏生山歴史街道が都市景観形成地区に
2003.8.8 〃 ユズの粉末香料を開発－四国総研
2003.8.8 〃 ＪＲ高松駅前地下駐輪場、利用時間を延長
2003.8.1 山陽 地上デジタル放送、実用化へ運用最終実験
2003.7.31 四国 高松にLNG基地、完成－四国ガス
2003.7.20 〃 ＧＳやコンビニで観光名所や穴場、教えます
2003.7.30 〃 温泉掘削で滞在型の観光地－瀬戸大橋フィッシャーマンズ・ワーフ
2003.7.31 〃 歴史資料館などネットで収蔵品検索－高松市
2003.7.17 〃 香川大が地域マネジメント研究科、設置申請
2003.7.15 日経,産経 ＪＲ瀬戸大橋線、１億5,000万人を突破
2003.7.13 四国 世界初のスプレー缶式、２液性塗料を開発
2003.7.12 〃 工業団地の土地リース制度、初進出企業が起工
2003.7.11 日経 アオイ電子、微小機械金型に進出
2003.7.5 四国 高松空港乗降客、開港15年で2,000万人突破
2003.7.3 朝日 離島観光、民宿の車でも
2003.7.1 四国 高松東ファクトリーパーク、県内３社進出
2003.6.28 〃 緊急整備地域で県と高松市が三越周辺を追加指定
2003.6.26 〃 高松城天守閣を復元
2003.6.20 〃 シンボルタワーの商業施設、テナント募集開始
2003.6.20 〃 家電販売のコジマ、高松に出店
2003.6.7 〃 観音寺の山田産業団地、貨物運送会社が進出
2003.6.6 〃 東京讃岐会館、東京さぬき倶楽部で８月ごろ再開
2003.6.4 山陽 大型スクリーンを開発－日プラ
2003.6.3 四国 全国初の遠隔医療ネットが稼働
2003.6.3 〃 地域開発共同研究センター棟が香大工学部に完成
2003.5.28 山陽 ６月から高松～草壁間に高速艇
2003.5.28 四国 レオマ、来春営業再開へ
2003.5.21 〃 三ツ星ベルト四国工場、増設へ
2003.5.21 日経 めりけんや、モンテローザとＦＣ展開
2003.5.18 四国 ナノ物質工学科を新設－徳島文理大香川校
2003.5.13 日本工業 高松東ファクトリーパーク、新たに４社進出
2003.5.10 日経 ＶＢ創業支援、対象を拡大－香川県
2003.5.10 四国 生活文化の拠点「サンサン館みき」、オープン
2003.5.7 読売 琴電とバス共通の前払いカードを導入
2003.5.4 四国 高松中央～高松西ＩＣ間、開通１ヵ月で滑り出し順調
2003.4.25 〃 瓦町～香川大間にモーニングバスを試験運行
2003.4.24 〃 新感覚のリゾートホテルが内海にオープン
2003.4.24 〃 サンポート高松に、バス専用駐車場オープン
2003.4.23 〃 粟島キャンプ事業、宿泊施設を起工－ＪＲ四国
2003.4.16 〃 改革特区に「オリーブ」「糖質バイオクラスター」認定
2003.4.11 〃 タダノ、中国に合弁会社を設立
2003.4.8 〃 大和証券が香大で特別講座
2003.4.5 〃 サンポート高松～さぬき浜街道の地下道、７日に開通
2003.4.3 〃 さぬき市パークアンドライド、新駐車場オープン
2003.4.2 四国、山陽 瀬戸大橋フィッシャーマンズ・ワーフ、新会社でスタート
2003.4.1 四国　 サンポート高松の新町名は「サンポート」に
2003.3.31 〃 四国横断自動車道の高松道、全線開通
2003.3.29 〃 四国で初めて、企業会議・修学旅行に助成
2003.3.26 〃 「ホテル№１高松」オープン
2003.3.26 〃 「金丸座」改修し、江戸時代の「姿」に復元
203.3.25 〃 フジグラン丸亀中府店、４月４日オープン
2003.3.22 朝日 とらまる人形劇ミュージアム、大内にオープン
2003.3.20 四国　 善通寺の国道11号バイパス、1.3㎞区間が開通
2003.3.18 〃 瀬戸内海の美舞台に「機関車先生」のロケ誘致
2003.3.16 〃 高松の新市民会館、来年５月20日にオープン
2003.3.14 〃 高松東ファクトリーパーク、新たに３社進出
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2003.3.13 〃 菜の花バス、夏にも実証実験へ－小豆島バス
2003.3.4 四国 三越に「エルメス」の専門ショップ、21日オープン
2003.3.4 日経 オールインワン、パスタ店で外食参入
2003.2.27 四国 炭壁・炭天井、発売へ－四国化成工業
2003.2.24 〃 小豆島への観光客数、２年連続の増加
2003.2.20 〃 高松に「しごとプラザ」開設
2003.2.19 〃 四国横断道･高松中央～高松西､３月30日開通
2003.2.15 〃 ＪＲ高松駅前バスターミナル｢旅客ビル｣に移設
2003.2.15 〃 公共車両優先システムを来年１月、導入へ
2003.2.9 四国 将来の記録媒体・流体フェライト開発－高温高圧流体技術研究所
2003.2.8 〃 ベンチャー育成講座を開設－香川大経済学部
2003.2.5 山陽 ポイントサービスを高速バスに導入
2003.2.4 産経 ＪＡＳ高松～仙台便、４月からも運航継続
2003.2.4 〃 セルフ式うどん、関西１号店オープン
2003.1.31 日経 粟島でキャンプ事業－ＪＲ四国
2003.1.24 四国 アナログ周波数変更へ－四国総合通信局
2003.1.17 〃 ゆめタウン高松の新館、９月オープン
2003.1.8 山陽 セルフうどん、東京出店へ－ティー･プロジェクト
2002.12.30 四国 東部運動公園の造成地を暫定開放
2002.12.23 〃 高松空港が確保したい路線は、札幌線が１位
2002.12.22,23 〃 香川大、香川医科大を統合
2002.12.20 〃 高速バス・高松～なんば便、５往復増便
2002.12.18 〃 多度津のさぬき浜街道、0.8㎞区間開通
2002.12.16 〃 香大工学部１期生の45%が大学院へ進学
2002.12.15 〃 丸亀・通町の商店街に「まちの駅」オープン
2002.12.14 山陽 古書店のフォー・ユー、米へ進出
2002.12.13 四国. 全国初の「ＩＣカード改札」導入へ－琴電
2002.12.13 〃 県庁舎屋上に緑を－県がモデル事業
2002.12.12 〃 丸亀にフジグラン出店へ
2002.12.3 日経 多糖類使い健康食品－香川大
2002.12.2 四国 高松東ファクトリーパーク、リース制度を県が創設
2002.11.30 〃 高松駅北側駐車場、長距離利用者に割引サービス
2002.11.30 〃 情報通信科学館は参加体験型
2002.11.29 日刊工 海外見本市に初出展－日本手袋工業組合
2002.11.22 山陽 中国で冷凍食品本格販売－加ト吉
2002.11.20 産経 サンポート高松｢シンボルタワー｣、入居者募集
2002.11.13 四国 四国横断道・高松中央～高松西が連結
2002.11.12 日経 うどん増産へ新工場－めりけんや
2002.11.2 四国 四国村ギャラリーが11月３日、オープン
2002.11.2 〃 県の高速情報ネット、稼働
2002.10.31 〃 パークアンド高速バスライド、高松でスタート
2002.10.29 日経 マリンライナーで絶景を－ＪＲ四国が新車両
2002.10.24 四国 新市民会館の愛称「サンポートホール高松」
2002.10.24 〃 国内初の文理融合寄付講座－香川大工学部と香川証券
2002.10.18 〃 県立医療短大を４年制化
2002.10.5 四国 高松駅周辺地域、緊急整備地域に指定
2002.9.29 〃 どんぐり銀行の活動拠点が完成－公渕公園
2002.9.29 〃 地球温暖化防止へ「木質バイオマス研」設立
2002.9.28 〃 琴電「学園通り」駅、開業
2002.9.26 〃 クローン苗培養の安価なシステム、開発
2002.9.26 〃 家庭用窓ふきロボ開発－香大工学部
2002.9.25 〃 スーパー銭湯が高松市にまたオープン
2002.9.14 産経 県がビル緑化に助成金
2002.9.7 四国 希少糖応用研究センターが香川医科大に開所
2002.9.4 〃 丸亀町のＡ街区再開発組合、10月にも設立認可
2002.9.4 〃 香川インテリジェントパーク、県が新活性化策
2002.8.27,9.3 〃 大的場～市民病院線バス、10月から循環実験運行
2002.8.24　 〃 フォー・ユーが讃岐うどん店を全国チェーン展開
2002.8.22 〃 ＪＲ高松駅～市南部商業施設にコミュニティーバス運行
2002.8.8 〃 ナベプロセス新工場が高松東ファクトリーパークに完成
2002.7.30 四国 10月から運行の新アンパンマン列車、内部に遊技空間
2002.7.26 四国、徳島 キョーエイ松島店を24時間営業の複合施設に
2002.7.25 四国 全国初のタクシー選別乗車方式を導入
2002.7.18 〃 松くい虫に強いマツの量産に道
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2002.7.17 〃 イサム・ノグチ生誕100年、記念事業でアピール
2002.7.13 〃 工業団地分譲に“苦肉の策”－県、誘致情報に報酬
2002.7.12 〃 国内最高水準の設備・四国新聞印刷センターが本格稼働
2002.7.12 〃 複合商業施設「パブリックプラザ丸亀」開店
2002.7.10 〃 朝日新町21haを準工業地に
2002.7.8 日刊工 人間に近い声を再現－香川大学
2002.7.6 山陽 学術研究協力で３者協定
2002.7.2 日経 丸亀・高松～大阪間の高速バス、８月から増発、運賃値下げへ
2002.6.29 四国 ６月末休止のＪＡＳ仙台線、10月から半年間暫定運航
2002.6.27 読売 消防学校など新築・移転、県が５年ぶりに着工へ
2002.6.26 四国 自然エネルギーを積極活用－県が目標値設定
2002.6.26 〃 豊島産廃処理ランニングコスト、10年で200億円
2002.6.25 〃 島の魅力向上へビジョンを作成－県
2002.6.24 〃 農産物の拠点施設「香南アグリーム」完成
2002.6.19 〃 法律サービスの拠点に、県弁護士会館、着工
2002.6.13 〃 香川医大で寄付講座
2002.6.12 〃 国際コンテナ定期航路、香港・バンコク便を新設
2002.6.7 四国 「サン・オリーブ」が６月７日オープン
2002.6.7 〃 高速バス事業に参入－加藤汽船グループ
2002.6.5 〃 フジグラン十川ＳＣ、６月14日オープン
2002.5.28 〃 讃岐うどん店を首都圏へ－ＪＲ四国
2002.5.26 〃 道の駅 香南楽湯がオープン
2002.5.21 〃 ホテル川六の新館「エルステージ」オープン
2002.5.17 〃 ミネラルウォーターの新会社を鳥取に設立－四国コカ・コーラなどグルー
2002.5.10 〃 ＪＲ高松駅北隣にサンポート初の複合商業施設がオープン
2002.5.9 四国 次世代ＩＣ用ワイヤを開発－産業技術総合研修所四国センター
2002.5.9 〃 国内初のタケノコメバルの種苗量産に成功
2002.5.1 〃 「乗り捨て」「低料金」のレンタサイクル好調
2002.4.30 〃 生涯学習の新拠点・まなびＣＡＮがオープン
2002.4.25 〃 環境学習の拠点・五色台ビジターセンターが完成
2002.4.23 四国、愛媛 松下寿が新セラミック基板を開発
2002.4.23 四国 県内初の24時間スーパー・イオンが出店
2002.4.17 〃 農産物等のＫブランド、県がアンテナショップ
2002.4.12 〃 サンポート高松港湾緑地内の第２駐車場、オープン
2002.4.10 〃 県都市計画、30年ぶり全面見直し
2002.4.9 産経 ＪＲ坂出駅前市民広場、完成
2002.4.7 四国 13年度の栗林公園来園者が増加
2002.4.2 四国 国際コンテナ定期航路・高松～上海を新設
2002.4.1 〃 「さぬき市」が４月１日からスタート
2002.3.9 〃 ７月から高松～東京間、全日空も増便
2002.3.8 〃 女木島を桜いっぱいに
2002.3.7 〃 高松市の自転車貸し出し施設、好評
2002.3.29 日経 直島のエコタウンプラン、国から承認される
2002.3.25 四国 道の駅「ながお」オープン
2002.3.14 〃 朝取り青果物を神戸で販売－県農協
2002.3.3 　四国 高松・南新町商店街のアーケード改修工事、４月中に完成
2002.3.1 〃 ３月８日から琴電の終電時間を延長
2002.2.27 〃 観光振興へ屋島にパラグライダー施設
2002.2.27 　山陽 小豆島の観光客112万人と３年ぶりに増加
2002.2.23 　四国 多度津町の｢パーク＆ライド｣、５月スタート
2002.2.22 〃 水電解の水素供給設備が完成－四国総研
2002.2.22 〃 国営讃岐まんのう公園に「自然生態観察園」今春オープン
2002.2.14 〃 高松市片原町商店街の再開発ビルが完成
2002.2.14 〃 島のいま、ネットで紹介－県が振興目的で紹介
2002.2.8 日経 大黒工業が香川に紙加工の新工場建設
2002.2.6 高知 サンポート高松で、エースワン起工式
2002.2.6 四国 粟井ダム、完工
2002.2.5 〃 ＪＡＳの高松～東京線、７月から１日１往復増便へ
2002.1.30 毎日 既存の配線で情報入手－四国電力
2002.1.25 四国 遊休地に市民農園－馬渕繊維グループ
2002.1.23,29 日経、四国 マリンライナー新型車両、来年度中にも導入へ
2002.1.23 四国 丸亀、高松と関空の直行路線バス 運行へ
2002.1.23 〃 四国高速バスが丸亀市にバスセンターを開設
2002.1.18 〃 「青少年交流プラザ」建設へ－志度町
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2002.1.18 〃 瀬戸大橋記念館を無料化
2002.1.11 産経 四国村の「加藤コレクション」，秋オープン
2002.1.8 〃 「おから」を容器に－丸善工業
2001.12.29 四国 かがわニュービジネス・サポート協会，NPO法人に認証
2001.12.20 〃 産学官の連携強化－香川大学農学部
2001.12.16 〃 大川町の雨滝山に自然科学館
2001.12.13 〃 東山魁夷美術館，大橋博跡地に建設へ
2001.12.13 〃 ゴールドタワー，１２月２７日から営業再開
2001.12.8 〃 内海町の県健康施設「サン・オリーブ」，来年６月オープン予定
2001.12.6 日経 加ト吉が中国に大規模生産拠点
2001.12.5 〃 県が直島で緑化試験
2001.12.4 〃 サンポート高松・情報通信科学館はＰＦＩ方式を導入
2001.11.30 〃 丸亀に複合商業施設を計画－中央開発
2001.11.29 日経 ＪＲ・高松駅～観音寺･琴平間に快速列車を来春から運行
2001.11.29 四国 市内循環バス 11月28日から運行開始
2001.11.28 〃 四国新聞社本社印刷センター、完工
2001.11.24 〃 高松国際ホテル別館解体し､跡地に駐車場整備
2001.11.23,16 〃 高松・丸亀町再開発組合が発足
2001.11.19 〃 ため池の水質浄化へ新兵器
2001.11.18 〃 四国学院大学が新図書館を建設
2001.11.1 四国 コトデン瓦町ビルに穴吹工務店が「住まいの情報館」出店
2001.11.1 〃 高松圏域健康中核施設が三木町で起工
2001.10.30 〃 高松駅北側に来春商業施設がオープン
2001.10.20 〃 瀬戸大橋記念館の展示見直し、無料に
2001.10.20 〃 太陽合成が「高松東ファクトリーパーク」に進出
2001.10.13 〃 三木町が琴電長尾線に新駅建設
2001.10.12 〃 県産農産物に認証制度－流通消費推進協
2001.10.12 〃 香大教育学部が韓国・清州大学と学術協定を締結
2001.10.6 日経 ＶＢ育成へ「かがわニュービジネスサポート協議会」を設立
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