
高知

日付 紙名 見出し 会報№
2020.11.27 高知 四万十市の集客拠点施設、デザイン賞ダブル受賞 698
2020.10.26 高知 足摺海洋館、単年度の来館者最多に 697
2020.9.19 高知 ゲーム関連会社、高知市に進出 696
2020.8.20 高知、日経 高知市、宗教施設を災害時の避難所に 695
2020.8.7 高知 津野町に森林アスレチック開設計画 694
2020.6.6 高知 新足摺海洋館、開業へ準備着々 693
2020.4.15 高知 モネの庭に「ボルディゲラの庭」完成 692
2020.4.9 高知 高知大学と旭食品が共同講座を開設 691
2020.2.25 高知 アンジャッシュ渡部さん出演「高知家の食」動画公開 690
2020.1.28 高知 「土佐あかうし」独自格付けを導入 689
2019.12.21 高知 龍馬の脇差し里帰り　記念館に寄贈 688
2019.12.12 高知 土佐沖メタン詳細調査へ　県内組織が公募に提案 687
2019.10.26 高知 高知みらい科学館、プラネタリウム客数日本一に 686
2019.10.4 高知 旅行サイト動物園ランキングで「のいち」が日本一
2019.10.1 〃 フジドリームエアラインズ、高知～神戸線就航へ
2019.9.6 高知 高知新港に新岸壁構想
2019.9.5 〃 「高知家の魚応援の店」登録1,000店に
2019.7.24 高知 土佐町の集活センター、宿泊業務開始
2019.7.21 〃 県産２品、食品コンクール最高賞
2019.6.22 高知 龍河洞、SNS用に通信環境整備など全面改修 682
2019.6.7 高知 黒潮町、移住・子育て支援奏功で初の社会増 681
2019.4.20 高知 「カツオマイスター」に初認定71人 680
2019.3.30 高知 高知新港を釣り振興でモデル指定
2019.3.26 〃 入交グループと東洋電化工業、節目記念し企業支援
2019.3.1 高知 高知駅にJR四国がホテル整備
2019.2.16 〃 南国オフィスパーク、新棟完成
2019.2.6 高知 高知～窪川に新観光列車
2019.2.1 〃 高知県が農研機構と協定、３大学も連携
2018.12.28 高知 オーテピア、来館者50万人超
2018.12.27 〃 四万十市に大学構想
2018.11.23 高知 須崎市、ふるさと納税アワードで大賞
2018.11.17 〃 高知競馬、売り上げが初の400億円超
2018.11.7 高知 崩落した高知道、来夏までに復旧
2018.11.7 〃 高知空港、国際線対応へ
2018.9.21 高知 高知県内の食品輸出額、10億円突破 673
2018.9.14 高知 土佐清水市の新海洋館が起工
2018.8.30 〃 高知～成田線、12月に就航
2018.7.26 高知 「トリプルクロス」観光資源に
2018.7.21 〃 高知県内事業継承へ、官民が連携
2018.6.16 高知 CLT工法の「北川村温泉」落成 670
2018.6.13 高知 高知県、東大院とIoT連携
2018.5.31 〃 室戸の廃校水族館が好調
2018.5.6 高知 防災意識、高知が全国２位
2018.4.18 〃 ８月10日を「よさこいの日」に登録
2018.4.13 読売 木戸から龍馬へ、倒幕促す手紙発見 667
2018.3.15 高知 高知大に「ゆず健康講座」
2018.2.21 〃 安田町、スペインの町と協定
2018.2.13 高知 「モネの庭」９年ぶり入園者数７万人
2018.2.2 〃 県外観光客数が最高確実
2018.1.10 高知 クルーズ船、高知寄港が突出
2017.12.16 〃 女性の働きやすさ、高知が全国１位
2017.12.15 高知 よさこいで脱温暖化、環境省アワード入賞
2017.11.28 〃 よさこい指導者を海外派遣
2017.10.18 高知 高知銀行、女性活躍で三つ星 661
2017.8.22 高知 伊尾木洞ガイド利用、県外客急増 660
2017.8.1 高知 高知銀行と革新機構、AI企業に4.7億円投資
2017.7.21 〃 高知県内の津波タワー、100基に
2017.6.17 高知 龍馬「最長」の手紙発見、県が購入へ 658
2017.6.9 高知 四国森林管理局、新建材CLTで新庁舎 657
2017.4.29 高知 「森林鉄道とユズ」日本遺産に 656
2017.4.10 高知 「高知家の魚」応援690店に
2017.4.4 〃 高知城博物館、来館者３万人突破
2017.2.10 日刊工 高知工科大、南海トラフ地震に備え観測網拡充
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高知

2016.1.31 高知 高知駅に「アンパンマンひろば」新設
2017.1.14 高知 龍馬の暗殺５日前の直筆手紙「維新博」で公開 652
2016.12.10 高知 「KOCHI YUZU」海外で商標登録
2016.11.22 〃 県がサイクリングコース43コースを設定
2016.11.7 高知 ゆるキャラＧＰ、須崎市「しんじょう君」日本一
2016.11.2 〃 高知県とアマゾン協定、産業振興で全国初
2016.10.4 高知 「高知家会議」高知独自の幸福度指標を発表 649
2016.9.17 高知 高知をＡＩ拠点に　進出３社資本業務提携
2016.9.9 〃 高知道「佐賀～四万十」実現へ前進
2016.8.26 〃 黒潮町の砂浜美術館にサントリー地域文化賞
2016.7.23、25 高知、日経 「よさこい」海外チームを認定制に
2016.7.22 高知 「50歳から住みたい地方」高知市全国2位
2016.6.7 高知 旧魚梁瀬森林鉄道を日本遺産申請へ
2016.5.21 〃 「土佐のおきゃく」経済効果、過去最高
2016.4.14 高知 「高知の魚」応援店、海外初進出 644
2016.4.2 高知 高知県、観光客向け公式アプリ運用開始
2016.3.25 〃 県道バイパス開通、足摺岬へアクセス向上
2016.3.2 高知 高知家プレミアム旅行券、県内消費額２７億円 642
2015.12.27 高知 県内ユズ輸出額、５年間で５倍　欧州圏へ拡大 640
2015.12.1 高知 高知県がお見合いシステム、入会受け付け開始
2015.11.13 〃 マグロ種苗、県内初生産
2015.10.9 高知 地域観光活性化へ、四銀など３億円ファンド 638
2015.9.12 高知 高知市「リブロード」跡にホテル開業
　　〃 〃 県の食品と酒、輸出3億円突破
2015.8.21 高知 高知県内移住者、前年同期比４割増
2015.8.15 〃 CLT普及へ　14自治体が組織設立
2015.7.11 高知 事業継承センター本格始動
2015.7.3 日経 維新150年で他県と観光タッグ
2015.6.4 高知 県、ネットに仮想旅行社 634
2015.5.16 高知 高知ＪＣＴ～高知南ＩＣ、2020年度開通 633
2015.4.30 高知 「高知家・まるごと東部博」が開幕
2015.4.9 朝日 「高知城歴史博物館」を建設、2017年完成予定
2015.3.25 高知 高知県、ヤマトと包括協定
2015.3.5 朝日 「龍馬旅行券」発行へ
2015.1.20 高知 県、CLT普及へ集成材メーカーと協定
2015.1.10 〃 県東部へ自動車道が相次いで延伸
2014.12.27 高知 クラウド投資で焼酎づくり　四国銀行が仲介 628
2014.11.14 高知 黒潮町防災缶詰、全国へ 627
2014.10.30 高知 高知大「地域協働学部」認可 626
2014.9.4 日刊工 「こうちビジネスチャレンジ基金」認定５社、本格始動 625
2014.8.16 高知 龍馬パスポート、利用者８万人突破 624
2014.7.26 高知 「高知の食」日本一返り咲き－じゃらん調査
2014.7.24 日経 県、富士通と連携して地域振興
2014.6.17 高知 県と旭食品が協力協定 622
2014.5.6 高知 土佐市を風景街道認定、県内４カ所目
2014.5.2 〃 大月でマグロ人工種苗、技術確立目指す
2014.4.26 高知 中村宿毛道路、19年度全通 620
2014.3.10 高知 自動車道「のいち～かがみ」開通
2014.3.5 〃 高知工科大が「経済・マネジメント学群」新設
2014.3.1 〃 高知大、県内７ヵ所に衛星教室
2014.2.26 高知 「高知家・まるごと東部博」2015年度に開催
2014.2.11 〃 「はた博」観光客146万人
2014.1.18、28 高知 四万十市にコールセンター開設
2014.1.17 〃 県、高台で企業用地分譲　南海トラフの津波対策で
2013.12.28 高知 県内移住、上半期143組227人
2013.12.27 〃 土佐備長炭、伝統特産品に
2013.11.30 高知 県とカゴメ、包括協定　高知家ブランド発信を
2013.11.28 日経 高知へ移住、優待で促進
2013.10.29 読売 道の駅「なぶら土佐佐賀」来春開館
2013.10.21 高知、日経 全国初の津波救命艇、「わんぱーくこうち」に設置
2013.9.12 高知 高知市の中心商店街で「まちゼミ」開催
2013.9.4 〃 県内新規就農、最多263人
2013.8.22 高知 県のキャンペーン「高知家」、人気沸騰
2013.8.16 〃 木造新工法普及へ、産学官で協議会設立
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高知

2013.7.2、23 高知 高知自動車道延伸で道の駅の業績好調 611
2013.6.22 高知 県産材で統一ブランド－おおとよ製材、既存業者と連携
2013.6.15 〃 国道56号 片坂バイパス、2018年度に開通
2013.5.16 日経 県が南海トラフ被害を予測 609
2013.4.29 高知 春の味覚総選挙・水産品部門でカツオ１位
2013.4.26 〃 年中、よさこい体感できる｢情報交流館｣開館
2013.3.30 高知 県ＧＤＰ、４年ぶりにプラス
2013.3.29 〃 龍馬パスポート、人気沸騰
2013.2.21 高知 津波リスク回避に高台工業団地－県・高知市　
2013.2.14 日経 津波シェルター、まず室戸に
2013.2.5 〃 独居高齢者見守りシステムを地元ＶＢと開発
2013.1.21、23・26高知、日経 高知空港への就航相次ぎ、地域活性化へ
2013.1.18 高知　 東部自動車道 かがみ～やす、２月17日開通
2012.12.21 高知 高知道の中土佐～四万十町開通で、交通量大幅増加
2012.12.15 〃 高知道延伸で、高知市～幡多の高速バス復活
2012.12.1 〃 国が高知市中心街活性化計画を認定
2012.11.29　 高知　 県産食材再び世界の空へ－日航国際線
2012.11.20　 〃 よさこい効果、最高の85億円
2012.11.10　 日経　 高知自動車道、四万十町まで12月９日開通
2012.10.4、16 高知、日経 技研製作所のくい圧入工法、国工事に初採用
2012.10.3 高知 高知市の桂浜道路、2014年度無料に
2012.9.12 高知 北川村のユズ玉、欧州へ
2012.9.8 高知 四万十町大正に宿泊施設－地元建設業組合
2012.8.10 日経 レクサス用木製ハンドルを増産－ミロクテクノ 600
2012.7.28 高知 ｢こうち旅広場｣が全国優良施設コンで最優秀
2012.7.27 日経 高知自動車道・須崎東ＩＣ、津波避難所に
2012.7.25 高知 ホビー館、10万人突破
2012.7.10 〃 高知工科大学教授らが木質発電
2012.6．28 高知 「海洋堂かっぱ館」、７月７日オープンへ
2012.6．8 〃 県と立命館大学、就職支援で協定
2012.5.30 日経 中山間地再生で、「ふるさと応援隊」募集
2012.5.19 高知 安芸市の土居廓中、重要伝統的建造物群保存地区へ
2012.4.28 高知 高知市、標高マップを5月に公開
2012.4.10 日経 官民連携で、養殖マグロ増産
2012.3.9 高知 「10年で衰退・消滅」75％－県が中山間集落住民調査 595
2012.1.13 高知 高知県産ユズ、シンガポールへ
2012.1.12、25 〃 安芸道路5.8㎞、着工了承
2011.12.22 高知 高知産竹でハンドル製造－ミロクテクノウッド
2011.12.20 〃 油圧装置製造の中国企業が香美市に進出
2011.11.30 高知 津野町がどぶろく特区に－内閣府が認定
2011.11.16 〃 人材派遣のセントメディア、コールセンター開所
2011.11.7 〃 四万十町に「海洋堂かっぱ館」、来年７月開館
2011.10.4 高知 高知～土佐山田「あけぼの街道」､10月４日開通 590
2011.9.26 高知 海洋堂ホビー館、入館５万人突破
2011.9.21 日経 四国最大級の製材工場建設－銘建工業
2011.9.19 高知、日経 「室戸ジオパーク」が「世界ジオパーク」に認定
2011.9.16 日経 滋賀県の山科精器が土佐町に新工場
2011.8.3 高知 「食」で本県連年１位－じゃらん調査 588
2011.7.29 高知 片坂バイパス、本線工事に着手
2011.7.6,7 〃 「志国龍馬博」の新パビリオン、７月９日完成
2011.7.6 〃 植物プランクトンで抗がん性物質生産へ
2011.7.2 〃 高知工科大がスパコンで南海大地震被害を予測
2011.6.28 高知、四国 海洋堂ホビートレイン、７月９日から運行 586
2011.5.27 高知 海洋堂ホビー館、四万十町に７月９日オープン 585
2011.4.15 高知 太平洋セメントが「高知県協働の森」協定 584
2011.2.10,22 高知 東部自動車道夜須～芸西間、３月26日開通
2011.2.4 〃 台湾発で高知にチャーター便ツアー
2011.1.28 高知 高知道の須崎～中土佐、３月５日に開通
2011.1.22 〃 住友電工、香南市に進出
2011.1.22 〃 兼松エンジ、中国企業と提携
2011.1.12 〃 超高級ティッシュは高知産
2010.12.22 高知 エム・セテック、高知工場を増強
2010.12.22 日経 「龍馬ふるさと博」７月に新施設オープン
2010.12.18 高知 ダイドーとユズ果汁協定－ＪＡ土佐あき
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高知

2010.11.25 高知 岩崎弥太郎切手、11月26日発売
2010.11.11 〃 中岡慎太郎切手、11月10日発売
2010.10.20 高知 地芳道路、11月13日全面開通
2010.10.16 日経 「龍馬ふるさと博」、来年３月から１年間開催
2010.10.6 高知 温泉とホテル結ぶ「雲の上のギャラリー」完成
2010.9.23 高知 黒潮実感センター、環境省エコツーリズム大賞に
2010.9.19 〃 ゆずジュース、生産能力５倍に
2010.9.8 〃 高知自動車道の影野トンネル、貫通
2010.9.3,5 高知、産経 ｢君が踊る、夏｣切手、関西と四国で限定販売
2010.8.31 高知 フクハラ(横浜市)にＣＯ2を販売－高知県
2010.8.25 〃 高知球場ナイター整備、2012年春完成
2010.8.19,29 〃 「まちの駅ゆすはら」が８月29日オープン
2010.8.21 〃 アンテナ店「まるごと高知」、銀座に開店
2010.8.9,21 〃 北川奈半利道路、８月20日全面開通
2010.8.5 〃 太陽電池向け原料の生産工場完成－東洋電化工業
2010.8.3 日経 龍馬伝経済効果、半年で257億円
2010.7.22 高知 台湾に｢龍馬会｣を発足－李元総統が名誉会長
2010.7.2 高知 高知駅整備事業・ＪＲ高架下側道が全通
2010.6.16 〃 深層水でピロリ菌抑制－高知大と赤穂化成
2010.6.12 〃 百貨店の商談会、開催－四国銀行など
2010.6.5 〃 近赤外線でリンパ管“透視”－高知大医学部
2010.5.14 高知 高知市の旅館｢城西館｣が独自ツアー 573
2010.4.30 高知 四万十川をのんびり遊覧できる「川バス」、運行
2010.4.22 〃 太陽電池向け工場増設し７月稼働－東洋電化工業
2010.4.21 〃 2009年度高知新港の貨物量、最高
2010.4.13 〃 観光案内リーフレット、人気は「名物屋台」
2010.4.1 〃 県アンテナ店の初年度売り上げ３億円
2010.4.1 〃 四国横断道ＩＣ名は「須崎西」「中土佐」
2010.3.20 高知 弥太郎生家、国登録文化財に－文化審答申
2010.3.18 〃 法人化で旅行商品を企画・販売－幡多広域観光協議会
2010.3.13 〃 「食」の出会いを支援－四銀商談会
2010.3.2 高知 ＣＯ2クレジット、県が百貨店協に1,645トン販売
2010.2.25 〃 ユズ香料工場進出で県と安芸市が協定－三重の辻製油
2010.2.23 〃 明星産商が南国工業団地に進出
2010.2.20 〃 県内食品業者が外販組合を結成
2010.2.18 〃 県産品アンテナ店「てんこす」が新京橋に開店
2010.2.11 〃 ＺｎＯ膜で液晶テレビ、実用化にめど－高知工科大
2010.2.6 〃 高知カシオ新社名｢オルタステクノロジー高知｣に
2010.1.29 高知 タクシーで観光巡り、県内“全域”カバーへ
2010.1.29 〃 最高輝度の薄膜蛍光体の形成に成功－高知工科大
2010.1.14 〃 四万十町で宿舎付き農園、４月開園
2010.1.9 〃 龍馬ガイド付きバス、１月16日から運行
2010.1.8 〃 牧野植物園の新温室、４月24日オープン
2010.1.6 〃 土佐山田駅前に交流施設が今春開設
2010.1.4 朝日 四万十発エコ林道、全国普及、国も支援
2009.12.26 高知 環境省・エコツーリズム大賞、砂浜美術館が優秀賞
2009.12.19 〃 高知ＦＤのホームタウンは佐川、越知町
2009.12.18 〃 クルーズ・オブ・ザ・イヤー、本県に特別賞
2009.12.13 〃 国内最大級の屋内水槽、完成－土佐清水市
2009.12.10 〃 南国市は「リキュール特区」、四万十町は「どぶろく特区」に
2009.12.9 〃 龍馬コインの発行決定－硬貨に偉人肖像は初
2009.12.3 〃 深層水で認知機能改善－名古屋市立大教授ら研究
2009.12.1 〃 まちづくり専門家養成へー高知工科大
2009.12.1 日刊工 高知工大、ロボットの知的判断技術を開発
2009.11.28 高知 2011年から高知女子大の名称が「県立大」に
2009.11.25 高知 高知～奈半利間、１日乗り放題の「龍馬伝きっぷ」販売
2009.11.19 〃 高知新港～釜山の定期コンテナ航路、週２便に
2009.11.18 〃 四万十川ウルトラマラソンの応募者数、日本一
2009.11.17 日経 高知自動車道の窪川ＩＣ、12年度開通予定
2009.11.17 高知 高知道・土佐～須崎東間のスマートＩＣ12月開通
2009.11.12 〃 池一菜果園が新工場建設し、ジュース生産３倍に
2009.11.7 〃 カシオと凸版印刷、有機ＥＬ量産へ合弁会社を
2009.11.6 〃 高知ＦＤをトリムがスポンサー継続
2009.10.28 高知 ＭＹ遊バス、龍馬ゆかりの地を追加して毎日運行
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高知

2009.10.28 〃 「龍馬伝」の経済効果は234億円－日銀高知
2009.10.16 〃 宿毛湾港に交流拠点施設が完成
2009.10.15 〃 全日空、「龍馬伝」のラッピングジェットを就航
2009.10.3 〃 昨年の製造品出荷額、高知県は５年ぶりに最下位
2009.10.3 〃 安芸市が財政健全化団体に
2009.10.2 〃 養殖クロマグロ、本格出荷－極洋
2009.10.2 〃 京都のエフビット、顧客対応を高知市で開始
2009.9.29 高知 ゆず化粧品工場、来年３月末完成－馬路村農協
2009.9.19 〃 漫画家やなせ氏の生姜地蔵が南国市中心部に
2009.9.10 〃 旭食品見本市に352社が出展
2009.9.4 〃 高速バス・宿毛～大阪便の昼便が１日２往復
2009.9.4 〃 土佐路“旅行記”コンテスト、賞金総額1,000万円
2009.9.1 高知 四万十川中流域の特産栗をブランド化
2009.9.1 日刊工 高知に竹加工の新工場－タケックス・ラボ
2009.8.28 高知 県産トマトでケチャップ開発－ケンシヨー
2009.8.26 日経 高知アイス、冷菓・飲料をアジアへ
2009.8.26 高知 回数券なら運賃100円均一くろ鉄中村・宿毛線
2009.8.13 〃 「ＡＫＢ48」が四万十町で間伐も
2009.8.7 〃 幕末の志士44史跡巡ってパスポート券を
2009.8.3 〃 土佐清水市の以布利バイパス、８月２日開通
2009.7.30 高知 新財団「地産外商公社」設立し、観光情報発信
2009.7.29 〃 高知県産ショウガＰＲ－キリンビバレッジ
2009.7.28 〃 「土佐・龍馬であい博」の切手シートでＰＲ
2009.7.28 〃 エコポイント商品券点数に20％上乗せ
2009.7.28 〃 高知県とファミリーマート包括提携
2009.7.24 〃 県、食材「高知フェア」を促進
2009.7.18 〃 貿易促進へ新戦力－県コーディネーター配置
2009.7.7 〃 ＥＴＣで高知に来たら、2,000円分商品券でお返し
2009.7.7 〃 ゆずサイダー中岡慎太郎缶が登場－北川村ゆず王国
2009.7.2 〃 四万十市に物産館が開業
2009.6.17 高知 エコアス馬路村の間伐材バッグ、新作完成
2009.6.11 〃 高知駅立体交差に最高賞の国土交通大臣賞
2009.6.5 〃 高知女子大、2011年度に共学化
2009.6.4 〃 協働の森、初の協定更新－いの町、県と三井物産
2009.5.26 高知 ＮＤマテリアル、ＦＥＬ素材生産拠点を拡充
2009.5.22 〃 愛知・木村加工紙が津野町に農業資材工場
2009.5.19 〃 土佐･龍馬であい博、2010年１月16日に開幕
2009.5.16 〃 協働の森づくりに東京海上日動火災保険が協定
2009.5.12 〃 山本貴金属、高知大学と産学協定
2009.4.26 高知 四万十周遊バス、今年も運行スタート
2009.4.25 〃 高知ＦＤ支援へ越知町と佐川町がタッグ
2009.4.23 〃 幡多「観光圏」、国が認定
2009.4.19 〃 足摺岬に「万次郎足湯」がオープン
2009.4.15 〃 まんが甲子園、スカウト派遣16誌に拡大
2009.3.27 高知 高知工科大の公立化、認可
2009.3.27 〃 大阪の海遊館、土佐清水に大水槽新設
2009.3.25 〃 道の駅「かわうその里すさき」年商５億円
2009.3.20 〃 「高知の食」売り込む－四銀主催の商談会
2009.3.18 〃 ごめん・なはり線にやたろう号、しんたろう号を運行
2009.3.17 〃 カーボンオフセットを全国で初めてルミネと契約締結
2009.3.12 〃 であい博効果85億円－高知県観光部
2009.2.28 高知 「須崎道路」３月29日、全通へ
2009.2.28 〃 高知駅北に商業施設、５月にも開業
2009.2.25 〃 中村宿毛道路の四万十～間、３月20日開通
2009.2.24 〃 龍馬博ＰＲのキャラ、文字デザイン決定
2009.2.19 〃 「土佐の美味 売り出せ！」高銀が食の商談会
2009.2.16,3 朝日、毎日 鮮度長持ち・香りある「柚子ブリ」を商品化－高知大・深田准教授と鹿児島の漁協
2009.2.11 〃 旭食品、県の「協働の森事業」を締結
2009.2.7 〃 南国市の垣内が大型設備投資を
2009.2.1 高知 「十和おかみさん市」が日本農業賞 食の架け橋賞を受賞
2009.1.29 高知 三菱商事が協働の森に協定
2009.1.27 〃 ハムに深層水の恵み－四万十町のあぐり窪川
2009.1.27 〃 機内サービスにゆず飲料－ひまわり乳業
2009.1.26 〃 土電･県交通、ＩＣカード「ですか」を運用開始
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高知

2009.1.16 〃 国道195号あけぼの街道６割整備、22年度末全通
2009.1.15 〃 「土佐のまほろば風景街道」が日本風景街道に認定
2008.12.26 高知 国道56号｢須崎道路｣の一般道､１月10日全通
2008.12.3 〃 新しい深層水塩、好評－室戸の企業と工科大が開発
2008.11.29 高知 森林のＣＯ2吸収量を売却－高知県が独自取引制度を検討
2008.11.29 〃 四国横断道新荘～中土佐間の全トンネル貫通
2008.11.27 〃 新三セクの「元気プロジェクト」が正式発足－土佐清水市
2008.11.15 高知、日経 オンワードが「協働の森」で協定
2008.11.14 高知 高知駅環状線、完成へ
2008.11.8 〃 四国からジオパークを－広域協設立会合
2008.11.7 〃 ＮＨＫ大河ドラマ「龍馬伝」主役に福山雅治さん
2008.11.7 〃 幡多移住、３年で100人突破
2008.11.29 高知 ヤフー高知オフィスが開所
2008.10.8 〃 食品産業担う人材育て－高知大が開講
2008.9.26 高知 大豊町特産の碁石茶、全国販売へ
2008.9.26 〃 ルネサス高知、高耐圧回路を主力に
2008.9.22 〃 「北川村ゆず王国」工場完成し、10月から稼働
2008.9.19 〃 奈半利町の移住体験施設、低料金で好評
2008.9.13 〃 売り込め土佐の「食」－県内宿泊施設とＪＴＢ
2008.9.9 〃 高知工科大が協働の森、締結
2008.9.3 〃 金属加工廃液を燃料化－太陽
2008.8.19,14 高知、日経 坂本龍一さん、中土佐町でも協働の森、締結
2008.8.8 高知 ビジネスホテル・ルートインが進出
2008.8.5 〃 西日本高速が協働の森事業に協定締結
2008.8.3 〃 国道440号、高知県内分２車線に
2008.7.29 高知 ＪＴＡ高知～沖縄線、平成21年１月末廃止
2008.7.23 〃 ヤフーが高知市に進出
2008.7.17,23 日経、読売 高知工科大マネジメント学部に財界人ら「サポーター」に
2008.7.16 高知 工科大と県内２社でＺｎＯ使い紫外線センサーを開発
2008.7.10 〃 高知駅東線、７月18日開通
2008.6.25 高知 電源開発、安田町に協働の森、締結
2008.6.24 〃 高知自動車道、４車線化で７月31日開通
2008.6.21 〃 ＣＯ２削減量、県がルミネに売却へ
2008.6.11 〃 室戸をジオパークに、協議会を設立
2008.6.10 〃 漢方薬製造販売のツムラが協働の森、締結
2008.6.5 〃 高知市中心に西鉄インが６月14日、オープン
2008.6.3 〃 日米合作映画「はりやま橋」クランクイン
2008.5.31 高知 エム・セテック新工場起工し、年度内に稼働
2008.5.14 〃 高知工科大、ナノテク研究所を新設
2008.5.13 〃 高知自動車・川之江～高知間、対面通行解消
2008.4.18 高知 昨年の室戸深層水商品の売上高、148億円
2008.4.17 〃 昨年の県外観光客、前年比5.4％減の304万人
2008.4.8 〃 ネットで「龍馬検定」－県立龍馬記念館
2008.3.30 高知 ビワの種で花粉症改善－高知大医学部
2008.3.29 〃 女子フットサルのトリム杯、全国大会に昇格
2008.3.29 日経 ユズ生産でスクラム－旭食品など
2008.3.20 〃 高知で「食の商談会」－四国銀行
2008.3.11 〃 高知新港～釜山港、コンテナ船大型化
2008.3.7 高知 南国オフィスパーク完売
2008.3.7 〃 東京からの食品加工企業「北川村ゆず王国」夏ごろ本格操業
2008.3.7 〃 高知自動車道４車線化、８月完了
2008.2.29 高知 「花・人・土佐であい博」が３月１日開幕
2008.2.29 〃 ＺｎＯ実用化へ協議会、４月発足
2008.2.29 〃 土佐道路、全４車線化で３月１日開通
2008.2.22,26 〃 埼玉の｢電硝エンジニアリング」が室戸市に進出
2008.2.22 〃 次世代照明、高知県で量産へ－県内外企業が新会社
2008.2.10 〃 室戸深層水でジーンズ加工
2008.2.2 〃 ＣＤでＣＯ２排出相殺－本県森林でカーボンオフ
2008.2.1 〃 ディスプレー、薄く大きく－高知工科大の平木教授
2008.2.1 四国 対向車の接近をセンサーで感知―県と高知工科大
2008.1.31 日経 透明導電膜に抗菌機能－高知工科大学
2008.1.29 高知 春野の高品質メロン、好調
2008.1.25 〃 ハートが「協働の森」で県と協定
2008.1.25 〃 50周年の牧野植物園、南園リニューアル３月完成
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高知

2008.1.5 日経 春野町編入で新・高知市が始動、人口34万人
2007.12.25,26 高知 ＪＲ土讃線連続立体交差高架、２月26日開通
2007.12.6 〃 歌手の一青窈さん、協働の森に参加
2007.12.6 〃 広島のＩＴ企業・ミックスが高知市に進出
2007.12.1 〃 協働の森で坂本龍一さん理事の会社と協定締結
2007.11.28 高知 地方再生事業で、土佐清水に食材加工施設
2007.11.27 〃 エム・セテックが新工場－須崎市が用地取得
2007.11.23 愛媛 栗之浦ドック、宿毛に造船新工場
2007.11.5 高知 国道440号の地芳道路1.6㎞、部分開通
2007.11.1 高知 高知県とローソンが包括提携
2007.10.31 〃 ＺｎＯラボ事業拡大へ、県外２社出資
2007.10.25 日刊工 酸化亜鉛薄膜トランジスタ駆動－高知工大など
2007.10.25 〃 安芸市でウェディングドレス年2,000着縫製－クラウディア
2007.9.28 高知 香南市、エコ庁舎に改修、エネルギー20％減
2007.9.28,29 日経、高知 高知東宝会館跡にホテルが10月４日、オープン
2007.9.14 高知 宿毛湾港団地に19億円－進出企業へ補助増額
2007.9.12 読売 高知港 韓国・木浦新港と提携
2007.9.11 高知 ソナックの高知工場、完成
2007.9.5 〃 県内19漁協が合併調印、来年４月高知県漁協発足
2007.9.1 〃 南国、香南市に新工業団地－県と共同開発
2007.8.30 高知 ミロク新工場完成し、猟銃部品生産性向上
2007.8.21 〃 県内高校生の求人、９年ぶり1.0を超す
2007.8.14 日経 ユズ使うスポーツ飲料、10月発売－馬路村農協
2007.8.10 高知 極洋が大月町でクロマグロ養殖、３年後出荷
2007.8.1 〃 高速道西伸へ整備着々と進む
2007.7.31 高知 窪川アグリ塾人気、就農希望者が全国から続々
2007.7.28 〃 北川村ゆずサイダー完成
2007.7.13 〃 芸西村に２階建て木造の特養、特区で実現
2007.7.12 〃 高知西武百貨店跡に商業施設が年内にも着工
2007.7.12 日経 ミュージカルオペラ「龍馬」の脚本、ジェームス三木氏に
2007.7.7 高知 須崎市のサービスエリア、国交省の社会実験に採択
2007.7.5 日経 土佐であい博、来年３月１日開幕
2007.7.2 高知 室戸市の深層水体験２施設、じわり定着
2007.6.26 高知 日高村に来春ＪＲ新駅
2007.6.23 〃 道の駅「四万十とおわ」、７月１日開業
2007.6.16 〃 高知道高知～川之江４車線化、20年度全線開通へ
2007.6.14 〃 高知県、産業支援に100億円基金を創設
2007.6.12 〃 高知女子大池に統合－県と基本設計合意
2007.6.12 〃 宮地電機、育休中も月５万円の手当
2007.6.12 〃 安芸にクラウディアの婚礼衣装工場
2007.6.9 日経 高知大の生産誘発266億円
2007.6.6 〃 四万十地域活性化で四万十市、高知大と連携協定
2007.6.6 高知 国道381号半家バイパス、６月10日開通
2007.5.22,25 高知 ハチミツメーカーがユズ加工で北川村と進出協定
2007.5.19 〃 ＪＥＬ研究試作棟が完成
2007.5.18 〃 昨年の県内製深層水商品、135億円の売り上げ
2007.5.17 〃 香美市のＮＤマテリアルＦＥＬ素材量産化
2007.5.17 〃 高知松山自動車道の越知道路が６月９日、一部開通
2007.5.11 〃 四銀、ＮＰＯと連携し農業支援を本格化
2007.5.9 〃 高知信金、純利益150億円超と県内初の“大台”
2007.5.3 〃 土佐道路・河ノ瀬立体交差、新筆山トンネル、６月３日開通
2007.4.21 日経 高知の森づくりに住友大阪セメントが参加
2007.4.19 山陽 四万十のカニ養殖成功、観光資源に
2007.4.12 高知 昨年の県外観光客、15万人増
2007.3.30 高知 みなとオアシスに宿毛湾港、片島核に登録
2007.3.27 日経 ルネサステクノロジ、森づくり、県と協定
2007.3.23 高知 ＪＲ高知駅、木のアーチ登場８月末完成へ
2007.3.17 〃 四国横断道・中土佐～窪川に影野ＩＣを新設
2007.3.16 〃 県内森林整備、四銀も支援－県と「協働の森」協定
2007.3.13 〃 二十四万石博の経済波及効果は107億円
2007.3.10 〃 ベンチャー支援、四銀が新ファンド
2007.2.28 高知 宿毛湾港団地、九州企業誘致に重点－高知県
2007.2.22 〃 畑山温泉、指定管理者導入から２年で商い上々
2007.2.17 〃 西南工業団地にハジメ産業が進出
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高知

2007.2.14 〃 タイム技研高知が新工場－宿毛市
2007.2.9 〃 テクノパークにミロク新工場、起工
2007.2.1 〃 宿毛湾港工業流通団地、２期分譲開始
2007.1.28 高知 高知県東部の魅力、女性塾がマップ作製
2007.1.27 日経 深層水粉末でサプリ、林原グループ
2007.1.25 高知 損保ジャパン、森林43haを整備－県、馬路村と協定
2007.1.24 産経 「立ち上がる農山漁村」表彰、高知から２団体
2007.1.18 高知 「土佐打刃物」商標登録へ
2007.1.17 〃 ソナックが高知テクノパークに工場進出
2007.1.16 〃 漁村体験で、宿毛観光を活性化
2007.1.15 〃 韓国プロ球団が高知球場でキャンプ
2007.1.10 日経 地元野菜使う店を認定－高知県
2007.1.9 産経 350年周期で巨大津波発生の恐れ－高知大
2007.1.7 高知 日本航空、高知～宮崎線を廃止
2007.1.6 〃 高知生まれの歯材発売－山本貴金属
2006.12.29 日経 深層水の粉末を使った日本茶パック、開発
2006.12.28 〃 興亜海運が高知新港向けの小口混載サービス、開始
2006.12.7 高知 銘建工業が大豊町に製材工場を建設
2006.12.7 〃 高知駅前広場、北口にバスターミナル
2006.12.5 〃 高知テクノパークにＪＥＬ高知が進出
2006.12.3 〃 地芳道路、梼原側の1.3㎞が完成
2006.11.30 高知 よさこい経済効果、79億円
2006.11.18 日経 森林のＣＯ２吸収、認証制度創設へ
2006.11.14 高知 道の駅「四万十とおわ」、来年７月開業
2006.11.10 日経 酸化亜鉛で電磁波防御－高知工科大学
2006.11.4 高知 特区指定の三原村“どぶろく食堂”倍増
2006.11.3 日経 歩行訓練機で、全方向移動型を開発
2006.10.25 日経 端材・間伐材を燃料化－高知県など
2006.10.19 高知 黒潮町の自然公園目指し、住民が整備
2006.10.18 日経 国の過疎地活性化表彰にＪＡ土佐れいほく受賞
2006.10.14 高知 コクヨ｢結(ゆい)の森｣プロジェクトが森林認証取得を支援
2006.10.11 〃 四万十川流域「重文景観」選定を
2006.10.8 〃 横断道・須崎新荘～窪川間のトンネル、起工
2006.9.28 高知 移住用空き家が不足－四万十市への在住を支援する協議会
2006.9.26 日経 地元素材で芋焼酎－室戸市など開発
2006.9.21 〃 コメ入りアイス、11月から東京進出
2006.9.16 高知 四万十川流域の民間開発、10月から許可制に
2006.9.9 〃 四万十川流域で森整備－高知県、四万十町等と協定
2006.8.31 〃 ビワから｢飲む化粧品｣－県内外産学が研究組織
2006.8.24 高知 四国横断道・中土佐～窪川の影野ＩＣ、10月にも申請
2006.8.23 日経 アクリル上に透明導電膜－高知工科大と旭化成
2006.8.19 高知 高知自動車道の４車線化工事、急ピッチで進む
2006.8.10 〃 物部～赤岡結んだ産業道「塩の道」全線復活へ
2006.8.10 〃 高知南国道路・南国市３地区が調印
2006.8.9 日経 半導体工程のレジスト除去の新装置開発
2006.8.4 〃 山崎機械､富士鍛工､ダイネツ､高知で工場新増設
2006.8.1 高知 県外在住者に移住情報－県が専用ＨＰを開設
2006.8.1 〃 愛知の東亜システムが来春、高知市へ進出
2006.7.28 高知 国際ホテル跡に西鉄インが２年後開業
2006.7.26 日経 Ｊパワーと高知県、馬路村が森づくりで協定
2006.7.21 〃 健保組合など対象に栄養指導の支援を事業化
2006.7.15 高知 テクノパークに県外企業・ＪＥＬが初進出
2006.7.12 〃 農家民宿が情報交換－体験ツーリズム大学いの町で開講
2006.7.12 〃 高知県の移住促進－協働パートナーに５市町
2006.7.12 日経 ユズ原料の化粧水、今秋発売－馬路村農協
2006.7.11 高知 深層水で美と健康、滞在型タラソ施設完成
2006.7.8 〃 精工が南国工場を増設
2006.7.6 〃 秦山公園、開園８カ月で10万人突破
2006.7.6 〃 本県発着高速バス、昨年度利用者は80万人突破
2006.7.2 〃 旧川口小を宿泊施設－Ｉターン夫妻が運営
2006.6.30 高知 農家民宿の連携強化を－ツーリズム連絡会発足
2006.6.23 〃 酸化亜鉛で｢通電性紙｣－工科大と県内2社開発
2006.6.22 〃 高知西武跡、商業ビルにホテル併設構想
2006.6.21 〃 室戸の深層水体験施設、7月1日オープン
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高知

2006.6.17 〃 土佐の｢おきゃく｣経済効果、6億6,800万円
2006.6.16 〃 四国横断道の中土佐～窪川に新ＩＣを
2006.6.15 〃 シキボウ高知、都築紡績に譲渡
2006.6.10 〃 日本エアコミューター・高知～宮崎線、廃止へ
2006.6.6 〃 高知工科大大学院ＯＢらが起業ネット
2006.6.4 〃 高知東宝跡にロイネットホテルが進出
2006.6.2 日経 ダイヤモンド薄膜で光源、量産技術開発へ
2006.5.31 高知 ミロク機械が新工場
2006.5.30 〃 河ノ瀬交差点に橋げた架設－立体化へ新工法
2006.5.17 日経 市販のネットワークカメラで災害監視システムを開発
2006.5.12 〃 高知県･キリンビールが｢協働の森づくり｣協定
2006.4.28 高知 日曜市の経済効果、130億円
2006.4.20 〃 県内に移住ビジネスを－研究会設立へ
2006.4.15 日経 予防医学ネット設立－高知大学
2006.4.2 四国 「土佐二十四万石博」４月開幕
2006.4.1 高知 入交産業の子会社、銀座に家庭料理の店
2006.3.30 日経 微細藻類・乳酸菌、｢宇宙酒｣に続く
2006.3.29 高知 高知市と高知大が地域創造へ新たな連携
2006.3.28 〃 高知の市花・トサミズキの“香り”開発
2006.3.28 〃 高知市の筆山トンネル、19年度中の開通目指す
2006.3.23 〃 津野町の風力発電、巨大風車20基が稼働
2006.3.19 〃 馬路村農協の｢ゆずの森加工場｣が完成
2006.3.17 日経 熱センサー使い走行中の対向車の接近、通知
2006.3.12 高知 高知駅の大屋根、着工
2006.3.10 〃 高知道の立川トンネルが貫通
2006.3.8 〃 昨年の高知新港～釜山のコンテナ取扱量、最大
2006.3.3 〃 全国では初めて大方高校に企業が入居
2006.2.24 日刊工 ＣＮＴ束エミッターで、電界集中効果２割増
2006.2.24 高知 旧横浪こどもの森施設は高知大等の共同研究拠点に
2006.2.23 〃 高糖度パインなどを栽培する観光農園整備
2006.2.22 〃 産業振興へ高知高専と高銀が連携
2006.2.22 〃 ミロク、テクノパーク用地に新工場建設
2006.2.15 日経 県西南部13団体が県外客向けに体験ツアー
2006.2.12 高知 四国横断道・中土佐～窪川間が起工
2006.2.11 〃 ＮＰＯ砂浜美術館が｢オーライ！ニッポン大賞｣を受賞
2006.1.31 高知 高銀が３月１日に東証２部に上場決定
2006.1.31 〃 土佐二十四万石博－県市負担３億5,400万円
2006.1.26 〃 エム・セテックの新工場棟、25億円投資し生産力倍増
2006.1.25 〃 ジョン万ハウス｢海の駅｣へ－足摺岬から４月移転
2006.1.24 〃 ミロクテクノウッド、創業６年で売上高40億円
2006.1.18 日刊工 海洋深層水研究所にミネラル調整液製造プラントを新設
2006.1.13 日経 企業との協働の森づくり事業に三井物産が第１号
2006.12.24 高知 あけぼの街道(国道195号)布師田の1.39㎞開通
2006.12.14 日経 ＩＣタグ使い観光案内－NTT西日本
2006.12.13 高知 「土佐はちきん地鶏」開発、19年度本格販売
2006.12.3 日経 蓄電・活電産業育て―高知県で取り組み、
2006.12.9 高知,日経 高知西武跡、２年後にも商業ビル
2006.12.2 高知 四電工が長浜産業団地へ進出
2005.11.29 高知 高知女子大に法学系学部を検討
2005.11.26 日経 「絵金蔵」の隣接地に歌舞伎「弁天座」を
2005.11.22 〃 木くずで固形燃料－梼原町、矢崎総業
2005.11.5 高知 ＮＴＴマーケティングアクト四国、新コールセンター開設
2005.11.4 〃 須崎市のごみ処理場に太陽光発電－エム・セテック社
2005.10.28 高知 高知県東部の町並み売り出しに、保存団体が連携強化
2005.10.24,26 山陽、日経 ダイヤ薄膜で発光率向上－高知県産業振興センター
2005.10.15 高知 県産宇宙酵母で来春「酒」発売へ
2005.10.14 日経 薄膜トランジスタ、酸化亜鉛使い世界最速
2005.10.9 高知 南国安芸道路が起工
2005.10.7 日経 高知県とパワーシステム、産業育成で協力
2005.9.23 日経 酸化亜鉛で、新産業集積狙う
2005.9.16 高知 高知駅前に複合施設－高知県が構想
2005.9.15 日経 高知県が企業と森づくり事業に
2005.9.14 〃 旭食品、高知県産ユズで自社ブランド商品を
2005.9.8 〃 韓国映画ロケ、高知に誘致
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高知

2005.9.8 高知 幻の碁石茶の即席粥、原料は大豊町産
2005.9.4 〃 竜串の海中公園を拡張
2005.9.4 〃 深層水タラソ施設、室戸に来夏オープン
2005.8.30 日経 高知の食の電子商店街
2005.8.26 高知 グリーンピア土佐横浪、エム・セテックが購入
2005.8.2 〃 地産地消、橋渡し順調－ジャパンフーズネット
2005.8.2 〃 ギリシャ風新館オープン－国民宿舎土佐
2005.7.28 日経 高知カシオ、TFT液晶、2.4倍に増産
2005.7.24 高知 土佐町を有機農業教育の拠点に
2005.7.15 〃 室戸市に深層水濃縮施設が完成
2005.7.8 〃 県内で大規模太陽光発電のモデル地域に
2005.7.7 〃 「馬路の村おこし」教科書に
2005.7.5 〃 高知新港～釜山の外貿船、木曜日に寄港
2005.7.4 〃 エム・セテック高知工場、秋に第２工場稼働
2005.6.23 日経 高知工科大の酸化亜鉛用途開発、経産省事業に採択
2005.6.20 高知 土佐西南大規模公園内に「ビオスおおがた」オープン
2005.6.17 〃 高知工科大学に研究拠点
2005.6.16 日経 アクサ損保が高知市にコールセンターを
2005.6.16 高知 西日本一の滑り台 114ｍが秦泉寺公園に完成
2005.6.14 〃 風力発電所「大月ウィンドファーム」が起工
2005.6.11 〃 四万十流域の開発を制限
2005.6.8 〃 県内の産学が連携し、金属加工技術者を育成
2005.6.7 〃 南国市の企業団地、分譲・入居が５割突破し好調
2005.5.31 高知 かずら細工などができる農家民宿、６月開業
2005.5.24 〃 テクノパークに企業が初進出
2005.5.20 日経 温暖化ガス削減、庁内に担当組織
2005.5.9 高知 布ロールでコメ栽培－室戸市の若手が新農法
2005.5.7 日経 土佐の日本酒メーカーが「宇宙酒」を開発
2005.5.3 〃 高知市の日曜市で休憩所や宅配サービスを開始
2005.4.30 高知 海のギャラリー、自然光で深海ムード
2005.4.24 〃 高知道大豊～南国間、完全４車線化
2005.4.21 〃 共同研究や新事業促進で四銀と高知工科大が協定
2005.4.20 〃 高知野菜の知名度、関西でトップ
2005.4.16 〃 オープン１年・海の駅「とろむ」、まずまずの出足
2005.4.16 日経 自然エネルギーの利用を推進－高知・須崎市
2005.4.16 高知 地上波デジタル、衛星で難視聴地解消
2005.4.2 〃 ＪＲ高知駅　→　県庁方面に土電、直行便
2005.3.31 高知 越知町～仁淀村結ぶ林道横倉長者線が開通
2005.3.22 〃 龍馬の生まれたまち記念館、予想上回る入館
2005.3.17 〃 高知ＩＣ～川之江ＪＣＴの４車線化、７割に
2005.3.16 日経 深層水抽出液で野菜を栽培－高知県
2005.3.9 〃 半導体開発ＶＢを設立－高知工科大学教授ら
2005.3.8 〃 小規模森林の作業集約し、生産性を向上
2005.3.4 高知 昨年の県深層水商品、154億円と過去最高
2005.3.3 〃 高知大が防災啓発リーダーを養成
2005.3.2 〃 室戸市の｢いやしの里公園」、来春オープンへ
2005.2.25 日経 高知丸高の新工法、地場産大賞に
2005.2.16 〃 吾川村、役場支所と郵便局が一つ屋根の下
2005.2.16 高知 春野農協の新メロン、あと味すっきり
2005.2.16 〃 みちの駅「やす」100万人突破
2005.2.11 〃 赤岡町の「絵金蔵」、2月11日オープン
2005.2.11 〃 魚さい施設、４月１日から本格操業
2005.2.10 〃 高知エコ産業大賞決まる
2005.2.2 〃 宿毛市の旧酒蔵を複合商業施設に
2005.1.30 高知 大山道路の設計、地権者に説明
2005.1.30 〃 乗り継ぎ情報サイト、大幅改善
2005.1.29 〃 高知市にコールセンター、70人新規雇用
2005.1.28 〃 宿毛湾港の第１防波堤、建設始まる
2005.1.26,28 日経 観賞用ショウガを品種開発－牧野植物園とキリンビール
2005.1.20 〃 女性社長の比率、全国を上回る
2005.1.19 高知 韓流ドラマ、本県ロケ実現へ前進
2005.1.15 〃 ブンタンの味、光で測定－ＪＡ高知はた宿毛
2005.1.14 〃 新体験型観光にフルーツトマトを
2005.1.14 日経 温泉どうふ、とろける味わい－タナカショク
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高知

2005.1.9 高知 全国最大規模のキュウリ出荷ライン、一新
2004.12.30 高知 琵琶湖産の小魚・ホンモロコ繁殖に成功
2004.12.21 日経 大河ドラマ関連の経済効果、135億円
2004.12.19 高知 高知道４車線化急ピッチ、来夏にも70％完成
2004.12.18 〃 なはり線の新車両「手のひらを太陽に」命名
2004.12.16 〃 高知駅～桂浜間の周遊バス、来年も運行
2004.12.15 〃 国際ホテル跡に東横イン、来年７月にも開業
2004.12.8 日経 深層水をミネラル粉末化－県など製造プラント建設
2004.12.7 日刊工 廃棄物を路盤材やエネに－還元溶融技術研
2004.12.5 高知 四国横断自動車道 須崎新荘～中土佐が起工
2004.12.1,2 高知､日経 新たに４社の支援ＶＢ
2004.12.2 高知 佐川町でバイオマス発電－川崎重工
2004.12.2 〃 よさこい祭り効果、70億円－四銀キャピタル調査
2004.11.28 〃 宿毛フェリー、12月15日に航路再開
2004.11.25 日経 知財権使い、農業活性化－高知大学
2004.11.17 高知 四国横断道の中土佐～窪川間、県が用地交渉開始
2004.11.12 〃 研究用高速ネット利用を－県内産学官の連絡会設立
2004.11.10 〃 県漁連が高知市に鮮魚直売店
2004.11.6 日経 ほにやの「ちりめん前掛け」、ＮＹで最優秀新商品賞
2004.11.5 高知 新宮～大豊間、４車線化へ－日本道路公団
2004.11.4 〃 「ゆずの森」に新加工場－馬路村農協
2004.10.30 高知 「高知フィルムコミッション」11月に発足
2004.10.29 〃 森林環境税で里山整備
2004.10.26 〃 牧野植物園など国内５園が企業と連携
2004.10.26 〃 龍馬脱藩の道に農家民宿、11月オープン
2004.10.22 日経 豆乳クリーム使い食品－四万十こまち工房
2004.10.21 高知 自動車専用道・窪川佐賀線、年内にも都市計画決定
2004.10.20 〃 黒潮牧場で風力発電
2004.10.1 高知 高知高専、産業振興へ社団法人
2004.9.30 〃 高知道４車線化の刈屋トンネル貫通
2004.9.28 〃 宿毛佐伯航路、12月中にも運航再開へ
2004.9.23 〃 南国市の農家10戸が推進組織
2004.9.23 日経 高知のシネコン、開館２ヵ月で13万人と出足好調
2004.9.22 〃 室戸市のいやしの里にシュウウエムラが進出
2004.9.18 高知 東山建設がニラ栽培の農業に参入
2004.9.17 日経 TFT液晶を高知工科大とカシオが開発
2004.9.16 高知 天崎鍾乳洞、一般公開へ
2004.9.12 〃 トマト工場、病害克服し初年度好調－三原村
2004.9.8 〃 光通信が大旺建設と共同出資しコールセンター
2004.9.4 〃 四国横断道の窪川延伸、10年以内
2004.9.4 日経 土佐和紙、研修施設で職人育つ
2004.8.28 高知 高知駅発土電電車、来春から県庁方面直通便
2004.8.27 〃 国道33号の野老山トンネル貫通
2004.8.20 〃 高知市にＬＮＧ基地が完成－四国ガス
2004.8.18 〃 人口増へ住宅団地を起工－安芸市
2004.8.17 〃 須崎市の造成現場で温泉、活用へ市が温泉調査
2004.8.15 〃 大豊町の空き家定住、契約第１号
2004.8.13 〃 温泉施設「ゆの森」、売り上げ22％増で好調
2004.8.12 〃 大阪高知特急フェリー、29日から甲浦寄港
2004.8.12 日経 深層水でミネラル残す新製塩法を開発
2004.8.11 高知 間伐促進へ新兵器
2004.8.2 〃 クラシックカー博物館が野市町にオープン
2004.7.22 高知、日経 高知工科大に重点予算－文部科学省
2004.7.23 高知 高知道４車線化、一の瀬第一トンネル貫通
2004.7.18 〃 観光周遊バス、試験運行
2004.7.16 〃 物部村に木材集出荷施設が完成
2004.7.15 〃 パプリカ収量倍増に－県農業技術センター
2004.7.11 〃 におわないタオル「ゼヨ」、全国販売へ
2004.7.8 〃 町ごと自然体験ゾーンに－大正町
2004.7.8 〃 中村市に大型商業施設、来春開業へ
2004.7.7 〃 安価な透明導電膜を開発－高知工科大学
2004.7.4,17 高知、日経 四国最大級のシネコン、７月17日オープン
2004.6.29 高知 高知～釜山航路の所要日数、1日短縮へ
2004.6.22 日経 アスティス、高知市の拠点を南国オフィスパークに
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高知

2004.6.21 高知 土佐道路、18年度末に全線４車線化
2004.6.21 〃 深層水アオノリ養殖施設が完成
2004.6.19 〃 「後免町駅」の愛称は「ありがとう駅」に決定
2004.6.19 〃 道の駅「あぐり窪川」、４年連続黒字に
2004.6.16 日経 風・太陽光で発電－高知県梼原町
2004.6.10 高知 大月町に風力発電12基、18年にも売電開始
2004.6.9 〃 深層水、粉末化に成功－県、女子大など
2004.5.28 高知 テクノパーク企業誘致、土佐山田町で連絡協議会
2004.5.27 〃 修学旅行で柏島、人気
2004.5.26 〃 東洋町で全国初の郵便局内支所
2004.5.20 〃 牧野植物園、鳥取、兵庫の県立園と提携
2004.5.15 〃 県庁の受付係、タッチと音声で電子案内
2004.5.13 〃 廃棄ＣＤ、床材に再利用－山崎技研
2004.5.13 〃 高知自動車道４車線化、笹ヶ峰トンネル貫通
2004.5.10 朝日 県が防災産業育成へ
2004.5.8 高知 農産物包装資材の精工南国工場が稼働
2004.5.1 〃 高知アイスが南国から吾北村へ進出
2004.4.25 高知 「こども動物園」を改装－のいち動物公園
2004.4.24 〃 若者の就職活動を支援－県相談センター
2004.4.21 〃 四国銀行の有志が間伐ボランティア
2004.4.20 〃 四国最大級のシネコン、７月中旬開館
2004.4.18 〃 室戸岬新港に新名所・直販市などがオープン
2004.4.16 〃 漫画家の横山邸離れを神奈川県から移築
2004.4.15 日経 食べ残し画像で摂取栄養量判断－高知工科大
2004.4.15 高知 ルネサス高知がフル操業
2004.4.9 〃 ＰＲソングでピーマン消費拡大へ－県園芸連
2004.4.8 〃 県東部の高速道整備に推進チームを創設
2004.4.8 〃 高知カシオ、16年３月期の出荷額75%増
2004.4.3 高知 残留農薬検査施設が完成
2004.3.25 〃 エム・セテック、須崎の高知工場で開所式
2004.3.25 〃 燃料電池、高知市の民家で実験－新日本石油
2004.3.22 〃 高知工科大が新棟増設
2004.3.21 〃 龍馬の「生まれたまち記念館」、21日オープン
2004.3.21 〃 東津野村の当別峠バイパス、開通
2004.3.19 〃 高知道・中土佐ＩＣ、新直轄で工事発注
2004.3.12 〃 昨年の深層水商品出荷額、135億円と過去最高
2004.3.5 〃 公共施設案内、自動で受け答え
2004.2.27 高知 土佐道路の河ノ瀬交差点を立体交差化
2004.2.27 〃 「釣りバカ日誌」の県内経済効果28億円
2004.2.25 日経 高知工科大、ＶＢに出資
2004.2.21 高知 高知～京都高速バス、３月からJR参入
2004.2.20 〃 高知空港の2,500ｍ滑走路、19日スタート
2004.2.20 〃 高知駅東側の都市計画道路、21日に部分開通
2004.2.11 〃 ホテル内にベンチャー支援の施設
2004.2.5 〃 キリンが４月から清流保全活動
2004.1.27 高知 土佐市バイパス、2月15日に開通
2004.1.22 〃 高知空港2,500ｍ化、2月19日使用開始
2004.1.19 〃 甫喜ケ峰森林公園の風力発電所、完成
2004.1.17 〃 県産品をデータベース化－県
2004.1.14 〃 ブンタンのオーナー制、好評－土佐市宮ノ内
2004.1.13 〃 プラズマテレビ、低価格化へ期待－高知工科大
2004.1.8 〃 葉山村に風力発電20基を計画－ニチメン
2004.1.8 〃 高知みなみ流通団地にニッポン高度紙が新工場
2003.12.25 日経 県科学技術アカデミー・統括会議のメンバー内定
2003.12.19 高知 なんごく流通団地に「精工」が新工場
2003.12.18 〃 高知～神戸高速バスを新設－ＪＲ四国
2003.12.12 日経 ＮＹ大と映像分野で提携－高知工科大
2003.12.9 高知 香北町にシイタケ栽培の大型施設が完成
2003.12.6 〃 大正町アーケード改築で、レトロな海の市場完成
2003.11.28 高知 四万十川流域の水上交通活用を－四国運輸局
2003.11.27 〃 国有林を体験学習の場に－中土佐町
2003.11.26 〃 梼原町の環境施策で、表彰－環境省
2003.11.18 日経 水面反射使い太陽光発電－エム・セテック
2003.11.15 高知 高知龍馬空港、誕生
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高知

2003.11.13 〃 高知工科大、起業家コース拡充へ
2003.11.12 〃 Ｉネットで物づくり－高知東工業高校
2003.11.5 〃 近鉄２軍が22年ぶりに高知市でキャンプ
2003.11.1 高知 幡多～京都高速バス、10月31日から運行開始
2003.10.29 〃 屏風絵収蔵の絵金館、起工－香美郡赤岡町
2003.10.17 〃 高知道４車線化で馬瀬トンネル貫通
2003.10.15,16 日経、高知 四国自治体で初の高知県上海事務所が開所
2003.10.10 高知 サンゴ活用し地域振興を－奈半利町
2003.10.10 〃 伊野町有林をＮＴＴドコモ社員が間伐
2003.10.10 日経 ニッポン高度紙、中国・蘇州で合弁
2003.10.9 高知 四国初の情報拠点、高知テクノポートが完成
2003.10.3 〃 高知駅周辺再開発、拠点街区に合同庁舎
2003.9.25 高知 大山道路の一部を事業化－国土交通省
2003.9.25 高知,日経 工科大に暗号化技術でソフト開発の新会社設立
2003.9.22 四国 温泉宿泊施設「オーベルジュ土佐山」、予約は半年待ち
2003.9.13 高知 高知道伊野～須崎東の開通１年の交通量、予想の1.5倍
2003.9.13 高知 新高知大「黒潮圏海洋研究科」開設へ
2003.9.11 高知 高知西バイパス、枝川以西へ着工
2003.9.10 高知 高知工科大、学内３グループに１億円
2003.9.5 日経 新エネ研究で大学構想－還元溶融技術研究所
2003.9.4 高知 高知医療センターの維持、運営に240社の応募
2003.9.2 高知 高知～大阪間、11月から９往復－エアーニッポン
2003.8.27 〃 大堂トンネル開通で、柏島まで15分短縮
2003.8.23 日経 グリーンピア土佐横浪、長期滞在型で再出発
2003.8.22 高知 里山整備に助成金－高知市
2003.8.20 日経 高知中心街の空き店舗活用、５店が10月開業
2003.8.16 高知 窪川－佐賀間を新たに２車線自専道で整備
2003.8.13 〃 大豊町と高知大が連携
2003.8.9 〃 「ウトコリミテッド」室戸工場、９月操業へ
2003.8.8 〃 国内初の人物名空港「高知龍馬空港」
2003.8.2 〃 片島港を範囲拡大し、宿毛湾港に改称
2003.8.1 高知 物部村、体験観光を全国ＰＲ
2003.7.31 〃 四電、IPPに資本参画
2003.7.31 〃 四万十川学遊館、開館１年余りで５万人突破
2003.7.23 〃 大屋根で高架すっぽり－ＪＲ高知駅舎改築
2003.7.23 日経 土佐電子、ベトナムに加工拠点
2003.7.21 高知 高速道設計協議、中土佐～窪川間で初調印
2003.7.19 〃 高速バス･宿毛～大阪･京都、10月下旬にも運行
2003.7.18 〃 かね岩海苔が新工場－高知みなみ流通団地
2003.7.18 〃 高架遊歩道で３案提示－高知市
200.3.6.24 高知 ハウス食品も深層水飲料－浅川食品がOEM供給
2003.6.17 〃 ｢いの町｣将来構想、自然活用理念の前面に
200.3.6.14 〃 一次産業現場に貢献－高知大農学部
2003.6.12 〃 須崎市の松下寿跡にエム・セテックが進出
200.3.6.8,6 〃 大豊町の戸手野トンネル、開通
2003.6.5 〃 馬路村に「地域文化賞」－サントリー財団
2003.6.5 日経 ＶＢ誘致で、報奨制－高知県
2003.6.1 愛媛 国道440号の地芳道路、永野～下本村間、起工
2003.5.28 日経 全国初のＰＦＩ活用の「高知医療ピーエフアイ」、05年３月開院へ
2003.5.25 高知 高知大海洋コアセンター完成
2003.5.23 〃 高知卸団地が門戸開放、卸業以外もＯＫ
2003.5.22 〃 佐賀町のかつお魚醤「びーみ」、反応上々
2003.5.21 〃 土電バス「番号化」スタート
2003.5.16 〃 吉井勇記念館、31日開館
2003.4.29 日経 衣料・雑貨の「ほにや」、銀座で健闘
2003.4.26 高知 食品売り場を全面改装－高知大丸
2003.4.26 〃 「道の駅・633美の里」27日オープン
2003.4.22 日経 海洋深層水で健康施設－シュウウエムラ化粧品
2003.4.19 高知 ｢龍馬のまち館」来年３月オープンへ
2003.4.16 〃 マリンエキスプレス、高知航路就航１年で旅客伸びる
2003.4.13 〃 原木販売から加工までの「木材センター」完成
2003.4.7 〃 海洋生物研究の拠点「じんべえ館」完成
2003.4.6 〃 町道大越線が開通－梼原町
2003.4.6 〃 新ユズ搾汁工場、落成－馬路村
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高知

2003.4.5 〃 かるぽーと、初年度の利用63万人
2003.3.29 高知 海洋コアセンター、完成－高知大学
2003.3.29 高知、日経 今春の県内プロ野球キャンプ経済効果、半減
2003.3.26 日経 海水使いシャーベット氷－高知工科大とナンカイ冷熱
2003.3.26 高知 太平洋セメント、電源開発と新会社設立
2003.3.20 〃 県アンテナショップ、順次３店オープンへ
2003.3.17 日経 ４月から森林税を導入
2003.3.14 〃 高知の自然・物産に評価－高知県観光コンベンション協会
2003.3.11 〃 海洋深層水の関連商品、全体売上高5.4％増
2003.3.5 高知 ヴィトン高知店、30日オープン
2003.3.2 〃 四国南東部初の自動車道が３月１日、開通
2003.2.28 〃 大野見村役場前に四万十民俗館がオープン
2003.2.23 〃 土電バス、運行ルート「番号化」へ
2003.2.22 〃 首都圏の修学旅行、37％が「高知に関心」
2003.2.19 〃 伊野、吾北、本川、来年10月に合併
2003.2.20 〃 高知市神田に魚腸骨処理の新施設
2003.2.18 〃 富士通が南国市に情報拠点を起工
2003.2.15 〃 “間伐材炭”を３月から生産－土佐郡大川村
2003.2.13 〃 映画「釣りバカ日誌」県内ロケ正式決定
2003.2.13 朝日 新工場はくぎ使わぬ木造建築－海洋深層水製品会社
2003.2.8 高知 北川～奈半利道路の柏木～野友、３月１日開通
2003.2.8 〃 中村宿毛道路の平田～宿毛間、設計測量本格化
2003.2.7 〃 長浜産業団地、対象業種を大幅拡大
2003.2.5 産経 アンパンマンミュージアムが２年連続トップ
2003.2.5 高知 マルナカ、12月に室戸進出
2003.1.20 〃 土佐あき農協が農業ヘルパーをあっせん
2003.1.9 高知 エコ事業のチップ化施設、４月操業目指す
2002.12.28 〃 県内国立大教官では初めて会社を設立
2002.12.27 〃 深層水豆腐特許、県外企業の利用認める
2002.12.25 〃 深層水ポンカンを出荷－室戸市の組合
2002.12.25 〃 ソフト開発・ＣＩＪが子会社｢ＣＩＳ｣を設立
2002.12.24 〃 「海のバザール」オープン－大方町
2002.12.23 愛媛 タイガーズ列車でＶへ快走
2002.12.20 日経 高知産品のアンテナ店、来年３月首都圏に３店開業
2002.12.19 高知 室戸深層水関連企業等がＩＳＯを取得
2002.12.14 〃 ＪＲ系大阪行き高速バス、20日から運行
2002.12.14 〃 「釣りバカ日誌」のロケ、土佐清水市などが内定
2002.12.11 〃 深層水飲料「ＭＩＵ」40％を室戸工場で生産－ダイドー・タケナカ
2002.12.9 高知 高知医療センター、17年春の開院に向け起工
2002.12.7 〃 高知カシオなどの電子技術を共同研究－科学技術振興事業団が事業採択
2002.12.6 〃 「ごっくん馬路村」を機内サービスで
2002.12.4 四国 全国初、県が「森林環境税」を導入
2002.11.28 高知 長浜産業団地、予約公募を12月開始
2002.11.22 〃 高速バス・高知～大阪線、ＪＲ四国が新規開設
2002.11.16 愛媛,日経 龍馬「脱藩の道」を観光でＰＲ
2002.11.16 高知 中村～高知空港に１日１往復の高速バス
2002.11.14 〃 大阪高知～宿毛佐伯のフェリー中継を初試験
2002.11.14 〃 安芸市の芸陽漁協、伊尾木川保全へ山林購入
2002.11.13 〃 高知道･須崎新荘～中土佐間、全区間で設計協議合意
2002.11.7 高知 富士通が南国市に情報産業拠点
2002.11.6 〃 高知大と医大統合で大学名は「高知大学」
2002.10.25 〃 県内の機械加工、ネット工場へまず10社
2002.10.25 〃 奈半利駅に観光案内所がオープン
2002.10.18 〃 「ガソニックス」が高知みなみ団地に進出
2002.10.17 〃 全国初、土電が軌道敷を緑化
2002.10.14 〃 高知発の高速バスが急成長－土電、県交通
2002.10.9 高知 15年秋、高知～伊丹に高速プロペラ機
2002.10.8 〃 超微細「針状シリコン」を発見－高知工科大生
2002.10.5 〃 深層水で伊勢エビを養殖
2002.10.2 〃 高知アローが「高知みなみ流通団地」に進出　　
2002.9.27 〃 菜園場アーケード一新、２月完成
2002.９.17 〃 ブンタンリキュールを発売－芸西村の酒造会社
2002.9.17 〃 高知自動車道・伊野～須崎東間が開通
2002.9.14 〃 臨港道路2.8㌔、４車線化
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高知

2002.9.14 〃 県内産学官が次世代ＩＣカード開発
2002.9.13 〃 龍馬のまち館、来年度着工
2002.9.12 〃 深層水の県外分水を緩和
2002.9.4 高知 海洋コア研究施設、起工－高知大学
2002.8.27 〃 エコ資源として「竹」を産業化
2002.8.23 〃 土佐道路、31年目で９月7日に全通
2002.8.22 〃 中村宿毛道路 森沢～平田間、９月13日開通
2002.8.16 〃 風力・太陽光発電の避難誘導灯を土佐市宇佐町に設置
2002.8.9 〃 ヒノキ樹液で排ガス浄化装置
2002.8.5 高知 高知自動車道・伊野～須崎東、９月16日開通
2002.7.25 日経 高知市にＶＢ育成施設－NPOが10月開設
2002.7.24 高知 バス優先システムを開始－高知市
2002.7.23 〃 南国ＩＣ～南国ＳＡ、４車線化が完了
2002.7.13 〃 高規格・中村宿毛道 平田～宿毛ＩＣ間、２車線に縮小
2002.7.11 〃 「まぐろ土佐船」映画に－室戸ロケの可能性も
2002.7.7 〃 四万十川学遊館、オープン
2002.7.2 高知,四国 ごめん・なはり線、７月１日開業
2002.7.1 高知 高知県知事のＣＭで野菜産地のイメージ向上
2002.6.22 〃 仁淀川森林組合生産の竹炭、良質でろ過に最適
2002.6.22 〃 県道の1.5車線的整備、15年度から本格施工
2002.6.17 〃 奈半利駅～モネの庭、７月からバスを運行
2002.6.15 〃 「後免町～空港」直行バスを７月１日から運行－土佐電鉄
2002.6.13 〃 五台山道路、７月12日に全通
2002.6.5 高知 なはり線の全駅にやなせさん考案キャラクターの立体像を設置
2002.6.5 〃 宿毛湾港にＮＺ産の木材が入港
2002.6.4 〃 三原村とカゴメがトマト栽培協定を締結
2002.5.26 〃 県内初の人工芝球場「土佐山田スタジアム」完成
2002.5.26 〃 生コンに建設汚泥使用－県と工科大
2002.5.17 〃 特産品でミニテーマパーク「ゆずの森」整備
2002.5.3 高知 県内機械加工15社がネット化し、デジタル工場
2002.5.1 〃 県内８図書館をネット化－県教委
2002.4.28 〃 道の駅「やす」オープン
2002.4.19 〃 昨年度の14国立自然の家利用者、室戸の増加率が全国一
2002.4.19 〃 国道439号の新大峠トンネル開通
2002.4.19 〃 なはり線の高架下の賃貸駐車場、好評
2002.4.18 〃 高知大と高知医大、統合に正式合意、調印
2002.4.13 〃 室戸深層水で炊飯専用水－高知工科大と大和リゾート
2002.4.12 〃 大方町整備の王迎団地、分譲促進へ土佐くろ新駅
2002.4.12 〃 高齢者の格安定期人気－土佐電鉄
2002.4.11 〃 プロ野球春季キャンプの経済効果、65億円
2002.4.7 〃 4文化施設集合の「かるぽーと」、開館
2002.4.3 高知 安芸名物をネット販売－安芸市観光協会
2002.3.9 〃 阪神安芸キャンプの経済効果、14億8,900万円
2002.3.30 〃 長浜バイパス開通で、南北交通の渋滞解消
2002.3.29 〃 牧野植物園に標本3,500点を寄贈－米・テキサス植物研究所
2002.3.26 〃 大規模トマト温室を建設－幡多郡三原村農業公社
2002.3.22 〃 トンボ公園・さかな館が完成
2002.3.22 〃 潮江地区の土佐道路、暫定２車線で26日開通
2002.3.21 〃 日本トリム・子会社の高知工場、９月操業
2002.3.12 〃 超低床電車、４月中旬導入－土佐電鉄
2002.3.4 高知 国道56号の佐賀バイパス、開通
2002.3.1 〃 ディック四万十新設など、申請通り答申
2002.3.1 〃 嶺北の農産物をブランド化
2002.2.28 日経 ダイドー・タケナカが室戸市に新工場
2002.2.26 高知 ７月２日オープンの｢東洋医学の里｣は｢四万十いやしの里｣に名称変更
2002.2.23 〃 シュウウエムラが深層水で栄養補助飲料
2002.2.23 〃 須崎道路、３月23日暫定開通
2002.2.23 〃 14年度からバス優先システムを導入
2002.2.21 日経 ディーゼルエンジン、ヒノキ油で浄化
2002.2.20 高知 高知大に海底研究所新施設
2002.2.7 高知 高知大・高知医大の統合、３月中に基本計画
2002.2.6 〃 高知道・伊野～須崎、仕上げの舗装作業へ
2002.2.6 〃 ジェイエアが14年度から高知～名古屋を増便
2002.2.2 〃 天狗荘の別館、３月新装オープン
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高知

2002.2.2 〃 金星製紙日高新工場、２月中旬から本格稼働
2002.1.30 〃 緑の広場整備、本格化－高知空港滑走路延長工事
2002.1.24 〃 土佐山田ＳＣの新店舗、申請通り
2002.1.24 〃 ＪＲ高知駅、新駅舎デザイン検討へ
2002.1.24 〃 マリンエキスプレス、４月16日から高知寄港
2002.1.20 〃 鉱石用の荷役機稼働－高知新港
2002.1.12 産経 土佐の県道トンネル直下で天然記念物級の鍾乳洞
2002.1.10 高知 高知カシオ第３工場が１月中旬から本格稼働
2002.1.10 〃 超低床電車，土電が４月導入
2002.1.7 〃 日曜市に常設観光案内所－高知市
2002.1.1 〃 高知市文化プラザ「かるぽーと」，４月７日開館
2001.12.27 〃 工業団地「高知テクノパーク」，２月着工
2001.12.15 〃 ごめん・なはり線，来年７月１日開業
2001.12.12 高知 エコ団地で初操業
2001.12.7 〃 ごめん・なはり線レール締結、来年７月開業
2001.12.4 〃 包装資材のフソー化成 日高工場が本格操業
2001.11.27 〃 県観光連盟･高知コンベンションビューロー、来年４月統合へ
2001.11.27 〃 大阪高知特急フェリー、土佐清水へ延長申請
2001.11.22 〃 アンパンマン館と龍河洞結ぶ県道 香北～野市町が開通
2001.11.20 〃 宿毛湾港工業流通団地、分譲を開始
2001.11.20 日刊工 中学生を「経営者に」
2001.11.15 高知 深層水でヒラメ採卵－室戸市
2001.11.14 日経 下水汚泥と細菌肥料に再生実
2001.11.7 産経 高知の龍馬賞に馬路村、同村農協が受賞
2001.11.3 高知 本川村「木の香温泉」リニューアルオープン
2001.10.27 〃 ごめん・なはり線、開業まで半年あまり
2001.10.26 〃 西南国営農地が完工
2001.10.22 〃 サニータウン四万十、10月28日開店
2001.10.20 〃 サンゴの生態研究をする黒潮生物研究所が完成
2001.10.19 〃 西南空港整備で住民意向調査結果出る
2001.10.12 〃 日本トリムが南国市進出で契約締結
2001.10.10 〃 深層水の経済効果を評価－四国財務局
2001.10.10 〃 宿毛湾港工業流通団地、11月から分譲公募
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