高知県 のあら まし
四国 の面積の 約

高 知県大 阪事務 所は、 高知の 観光情 報の提供 をはじめ、 高知の
企 業情報 の紹介 、展 示スペ ースの貸 し出し、 高知への 就職案内
を 行って いま す。ま た、毎 週木曜日 には「土 佐の木曜 市」を開
催 し、 高知県 産のフ ルーツ や鰹の たたき、 酒盗などの 地場産品

％ が山地と なって います。 約６

販売や、 高知県 の様々な 情報を 紹介し ています 。

％ を占める 高知県 。県全体 の面積 の

ぶ 街路に ５００軒 以上の 露店が並 び、近 隣の農家 の野菜 、果物 をはじめ 、日用 品、骨董 、

そ んな「豪 快な高 知県」を 満喫で きるの が日曜市 です。 高知城追 手門か ら東へ１ ㎞にお よ

高知県に対し、「豪快」というイメージを持っている方は多いのではないでしょうか。

旬の 観光

ート 」の利用 促進で 、積極的 に高知 県観光 をＰＲし ていま す。

いれており 、「リョーマの休日」という観光キャンペーンを展開し、お得な「龍馬パスポ

制栽培 が盛ん です。近 年は、 歴史や自 然、ご 当地グ ルメ、体 験など の総合的 な観光 に力を

を引っ 張った人 物を輩 出して います。 産業面 では、温 暖な気 候を利用 した野 菜の促 成・抑

対し、 国会開設 、憲法 制定を提 唱する 自由民権 運動を 推進し た板垣退 助など 政治面で 日本

近代史で は、薩 長同盟の 仲立ち をし、 大政奉還 を主張 した坂本 龍馬、 軍閥専制 政治に 反

ます。

の 山間部 では３０ ００㎜ にも達 します。 また、 台風の上 陸も多 く台風銀 座とも 呼ばれて い

く 、日本 の年間降 水量が 約１７０ ０㎜な のに対し 、太平 洋沿岸 部では約 ２５０ ０㎜、一 部

し く、１月 の平均 気温が１ ℃前後 になる ことも珍 しくあ りません 。県全 体では降 水量が 多

候は 太平洋 岸気候 で、年平 均気温 が１６・ ９℃と 温暖です 。一方 、山間 部は冬の 寒さが 厳

国定 公園、 石鎚国定 公園を もつとい う、多 彩で美 しい風景 を持つ 県といえ るでし ょう。気

８０ ㎞と長い 海岸線 には、 足摺宇和 国立公 園、室戸 阿南海 岸国定公 園を、 山間部 には剣山
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時、

～３月は ５時半 ～

時 まで開か れます が、この ほか、 場所

刃 物、植 木、金魚 まで売 ってお り、およ そ欲し い物は何 でも買 えそうな 名物市 です。 日曜
市は、４ ～９月 は５～
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は、土 佐弁の 売り手と 全国か らの観光 客の方 言が、ご く自然 にやり とりされ 、傍ら で聞い

どがあ り、これ らの市 を巡るだ けで土 佐のエ キスパー トにな れるかも しれま せん。市 場で

と時間が 違う火 曜市、 木曜市、 金曜市 、また、 オガニ ックマー ケット の池公 園の土曜 市な
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ている だけでも 面白い 。会話の 流れで 意外な 「おまけ 」をつ けてくれ ること も。買い 物だ
けでな く、何 気ないや りとり から話が 弾み、 高知全体 の観光 が目に 浮かんで くるこ とも、
この市 の魅力 の一つで す。
龍河洞 香
( 美 市 ） は 、 約１ 億 ７ ５ ０ ０ 万 年の 時 を 経 て 作 ら れ た全 長 ４ ㎞ にも 達 す る 鍾乳
洞で 、国の天然記念物に指定されています 。洞窟の入り口には、弥生時代の生活跡があり、
鍾乳 石の中 に土器が 巻き込 まれてい る例は 他になく 、
学術 的に貴 重な史料 となっ ています 。
是非 、チャレンジして頂きたいのが冒険コース。夏でもまっ暗でひんやりしている洞内を 、
ナ ビゲータ ーの案 内でヘッ ドラン プをつけ て進み ます。
日 本最 後の 清流 と言 われ る四万 十川 に遊 ぶの もお 勧め 四
( 万 十市 ）。 最後の 清流と 言わ
れ るのは 、本流に 法律上 のダムが なく、 昆虫、 甲殻類、 魚類、 鳥類を含 めた豊 かな生態 系
が 残って いる為 です。環 境保全 のため厳 しい基 準があり ますが 、観光 遊覧船や カヌー 体験
もできま す。ま た、専業 の漁師 の方の 指導の下 、伝統 的な漁法 の石ぐ ろ漁、芝 づけ漁 で天
然鰻を 獲ったり 、青の り漁、ゴ リ漁、 地引き網 を体験 したり と、四万 十の味 覚を堪能 する
事も出 来ます。 一方、 全国一 級河川水 質ラン キングで 日本一 美しい川 となっ た仁淀川 （い
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の町） でも、 カヌー体 験がで きます。 これか らは、千 年の伝 統ある 紙漉体験 をする には絶
好のシ ーズン でもあり ます。

太平洋岸では、土佐湾のホエールウォッチング（土佐市ほか）を楽しむことができます。
高 知にはニ タリク ジラが回 遊して きます。 このク ジラはと てもフ レンド リーで、 船の周 り
に 集まって くるそ うです。 こちら も現役 の漁師の 方がポ イントに 案内し てくれる ので、 ク
ジ ラ特有 の潮吹き や、餌 を食べる 際のフ ィーディ ング、 水面上 に大きく ジャン プするブ リ
パー セントと いうこ とです。

ー チング などクジ ラの生 態が間 近で見ら れます 。なお、 ７月か ら９月に クジラ と遭遇 する
確率は約

大自然を 楽しむ 他にも 、四国三 大祭り のよさこ い祭り もありま す。こ の祭り は、戦後 の
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不景 気を 吹き 飛ば そう と昭 和 二九 年に 高知市 で始 ま
りま した 。当 初は 日 本舞 踊を 基本 とし たス タイル で
した が、 現在 は サン バや ロッ ク、 ヒッ プホ ップな ど
日ま で開 催さ れ、 約１ ９０ 団体 、子 供か

自由 な 楽曲 と振 り付 けを 観光 客に 披露 しま す。 ８月
９ 日か ら
らお 年寄り まで２万 人の個 性が発揮 されま す。
夏 休み シー ズン を前 に、 高知 県 大阪 事務所 では 、
積 極的 に観 光情 報を 発 信し てい ます 。お 立ち寄 り頂
き 、高知の 魅力に 触れて 頂ければ 幸いで す。

高知県大 阪事務 所
大阪市 中央区本 町２の ６の８
船場セ ントラル ビル１ 階
０６・ ６２４ ４・４３ ５１

掲 載 の 記事 ・ 写 真・ イ ラ スト 等 の 全て の コ ンテ ン ツ 無断 複 写 、転 載 を 禁じ ま す 。
（ 株） フ ァ ッシ ョ ン ビジ ネ ス ・御 堂 筋 新聞
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