人とひとを結ぶ本：へんしも情報

Kochi Prefec tural Federation of Small Business A ssociations

3

2017
vol.192

つな

人を継ぎ、組織を育む

高知県中小企業団体中央会

︻組合見聞録高
︼ 知県
菓子工業組合

１ 組合見聞録
・高知県菓子工業組合
3 中央会だより
・組合いんふぉめーしょん
・ものづくり担い手育成事業研修等開催報告
・平成28年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」公募結果
・組合の年度末決算に伴う事務手続き
・青年部情報 雄飛
・組合110番
・Pick Up！先進組合
12 施策情報
・全国健康保険協会高知支部からの保険料率改定のお知らせ
・公正取引委員会からのお知らせ
13 県内各業界別の動向・2月

KUMIAI KENBUNROKU

Kochi Federation of Small Business Associations

戦後の混乱期からこれまで
そしてこれからも
お客様に喜ばれる
お菓子作りを目指します︒

︻組合見聞録︼

高知県
菓子工業組合

［組合プロフィール］
所 在 地：高知市石立町97番地1
Ｔ Ｅ Ｌ：0 8 8 - 8 31-7 10 3
組合員数：52名
設
立：昭和 3 7年11月
主な事業：・菓子類製造業に関する指導及び教育
・菓子類製造業に関する情報又は資料の収集及び提供
・菓子類製造業に関する調査研究

理事長

刈谷 喜明

組合員の構成としては和菓子店が多いですが、和洋両方扱う
お店や土産物用をメインに取り扱うお店もあります。お菓子につ
いては日常的に自己消費するものから贈り物、旅行のお土産など
様々な用途がありますので、組合員のお店ではお客様の要望に
応じて様々なお菓子を提供しています。ただ、
お中元やお歳暮は
比較的維持しているものの、節句のお祝いやお返しなどは核家
族化や少子化などの影響もあってか減少傾向にありますので、業
界が維持発展していくためには、菓子の需要拡大に向けた新た

氏

な取り組みなども今後必要になってきます。例えば、
ハロウィンなど
は外国のお祭りと言うこともあり我々が子供の頃は馴染みが薄か
ったですが、現在では秋のイベントとして大きな盛り上がりを見せ
ていますので、
こうした日本や外国の風習や季節に則したイベン

お菓子作りのため
戦後に組合を設立
本組合は、
県内の菓子製造業者で構成される組合で、
昭和２５
年９月に前身である
「高知県菓子協同組合」
としてまずはスタート
しました。組合が設立された当時は終戦から５年程経過していた
ものの、全国的に物資不足のため食糧や生活必需品などの一
部は配給制となっており、特に砂糖などは大変貴重で入手が困
難な時代でした。ただ事業者が集まった協同組合などであればあ
る程度調達の安定化が図れたことから、当時の県内有志が集ま
って組合を立ち上げたと聞いています。
その後、昭和３７年６月に
組合の活動の幅をより拡げるため協同組合を発展的に解散。新
たに工業組合を立ち上げ、
現在に至っています。
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ト、例えば七夕にあやかったサマーバレンタインなどを今後広めて
いければと考えています。

ており、お菓子への関心

売れるお菓子作りは
技術の研鑽から

を高めると共に消費拡大
にも繋がるよう取り組ん
でいます。
お菓子のＰＲに関する

菓子業界の現況としては、食生活の多様化や景気の長期低

取り組みは全国でも行っ

迷の影響もあり、他の業界と同様全国的に厳しい経営環境が続

ておりまして、特に今年は

いています。
このためお菓子屋さんも減少傾向にありますが、一方

「全国菓子大博覧会」の

で技術向上に努めることで売上を維持あるいは増加したお店もみ

開催年にあたります。
この

られます。世間には様々なお菓子があふれており、
美味しくて魅力あ

博覧会は明治４４年からほ

るお菓子を作らなければお店は存続していけません。
そのためには

ぼ４年に１度開催されているもので、
お菓子の歴史と文化を後世に

技術を全国レベルまで高めていく必要があり、
私どもの組合では定

伝えるとともに、
菓子業界、
関連産業の振興と地域の活性化に役

期的に技術研修会を開催することで、組合員の技術力向上やお

立てることを目的としており、
１００年以上の歴史があります。菓子

店の発展に繋げるべく取り組んでいます。
また、他店との差別化を

博では全国から集められたお菓子の展示や販売を行うほか、
菓匠

図るには原材料にもこだわる必要がありますので、
組合では常に新

（菓子職人）
たちが高い技術と感性で産み出す工芸菓子も多数展

しい情報を収集し、
組合員に提供していくよう心掛けています。

示されることで非常に良い刺激を受ける場にもなっており、
前回は

その他の組合事業としては、
お菓子をより身近に感じてもらう

平成２５年に広島県で開催され、
高知県からも複数の組合員が参

ため、今年は組合の青年部を中心に一般の方を対象とした和

加して展示や販売を行いました。
２７回目となる今年の菓子博は三

菓子作りに関する講習会を
「高知市文化プラザかるぽーと」で

重県において開催されることとなっており、
今回もできるだけ多くの

開催する予定のほか、組合事業ではありませんが、個々の組合

組合員が参加し、高知県のお菓子のＰＲや県外の菓子職人との

員のお店でも地域の子供達を対象としたお菓子教室を開催し

交流による技術の研鑽に努めていきたいと考えています。

地元食材を活用した
お菓子の開発に取り組んでいます
高知県は豊かな自然に恵まれ、新鮮で美味しい食材がたくさんあります。こうした中、
高知市と市内の経済・労働団体等で構成される高知市雇用創出促進協議会が、地元
食材を活用した新たな土産物となる加工商品の開発に取り組まれることとなり、昨年１１
月に「高知市産柑橘の土産菓子」
をテーマとした商品開発に向けての協力事業所の募
集案内がありました。そこで組合からも組合員の皆様にお知らせし、複数の組合員から
試作品の提案を行っています。現在は試作品の選考段階にあり、今後は物産展でのテ
スト販売などを行った上で平成２９年度内には商品化を
目指す予定となっておりますので、完成しましたらぜひ召
し上がって頂ければと思います。
私どもの役割は、美味しくて魅力あるお菓子作りを通
じてお客様に笑顔と満足を与えることだと考えておりま
すので、今後も皆様に喜ばれる活動を続けていきたいと
思います。

第 27 回

kumiai kenbunroku : Koreshitchoite!

全国菓子大博覧会
日 時：平成29年4月21日
（金）
〜5月14日
（日）
場 所：三重県営サンアリーナ 及び その周辺
第27回全国菓子大博覧会
（お伊勢さん菓子博2017）
が、
今年は三重県伊勢市で開催されます。
菓子博は一般の方も入場可能で、
全国から集められたお菓子の展示・販売が行われるほか、
菓子博限定メニューも登場する予定です。
また、
今年は浮世絵師歌川広重作「伊勢参宮 宮川の
渡し」
をモチーフにお伊勢参りの賑わいをお菓子で表現する、
幅10ｍ×奥行き5.5ｍの巨大な工
芸菓子も展示予定です。
高知県からもブース出展する予定ですので、興味がある方はぜひご来場下さい。
※菓子博の詳細につきましては、
ホームページをご参照下さい。http://www.kashihaku-mie.jp/
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中 央 会だより

組合 いんふぉめーし
ょん

Kumiai Information

大橋通り商店街振興組合

新年を祝う「かいつり」を
開催しました
大橋通り商店街振興組合（鍋島勇雄理事長）
では、
２月４日
（土）
に高知県の民俗行事である
「かいつり」
をカイツリ復活実行
委員会との共催で開催いたしました。仮装した子どもたちが「カイ
ツリ、
カイツリ」等と言いながら店舗を訪ねて、
お菓子等をもらうこの
行事は、近年日本でも身近になりつつあるハロウィーンのイベント
に似ていますが、高知県内で江戸時代から昭和初期にかけて新
年を祝う行事として行われた伝統的な年中行事でした。
当日は事前の想定を大きく上回る６００人もの子どもたちが商店
街を訪れ、大いににぎわうとともに、地域の歴史や文化を楽しみな
がら体験してもらうことができました。

高知県スポーツ用品小売商協同組合

高知龍馬マラソン
完走記念タオル等を販売
高知県スポーツ用品小売商協同組合(美馬義一理事長)では、
「高知龍馬マラソン２０１７」の参加ランナー
２月19日に開催された
に記念となるスポーツタオル等の販売を行いました。
前日受付の会場の高知市中央公園付近と、開催当日はフィニ
ッシュ会場の県立春野総合運動公園に出店ブースを設置し、完
走ランナーに記念となる走行タイムと名前の刺繍入れサービスが
付いた各種スポーツタオルをはじめ、
Ｔシャツ・グッズ・サプリメント
などを販売しました。今回は１万人を超えるランナーが参加し、応
援・観戦者なども多く、終日会場は賑わっていました。
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高知県中古自動車販売商工組合

経営力強化に繋げる
講習会を開催！
高知県中古自動
車販売商工組合
（小松豪理事長）
で
は、去る２月１４日
（火）
にホテル日航
高知旭ロイヤルに
て、本会支援事業
（連携組織活性化
支援事業）
を活 用
し講 習 会を開 催し
ました。
本講習会は、経営者やリーダーに求められる考え方や具体的な
行動について習得することで、企業の経営力強化に繋げることを
目的に開催。講師としてロジカルマネジメント 代表 岩城博之氏を
お招きし、
「 経営力強化に繋げるためのリーダー論、具体的な行
動」
と題して、
ご講演頂きました。
講習ではモチベーションの重要性やモチベーションがもたらす
社内環境への影響などについて講師の体験談や事例を交えなが
ら説明頂くとともに、従業員や部下のタイプに応じた接し方、指導
育成方法についても項目立てて分かりやすく説明頂き、参加者に
とって有意義な研修となりました。

協同組合韮生の里

魅力的な直売所づくりを
学ぶ講習会を開催！
協同組合韮生の里（門脇邦泰理事長）
では、去る２月２１日
（火）
に保健福祉センター香北にて、本会支援事業
（連携組織活
性化支援事業）
を活用し講習会を開催しました。
本講習会は、
お客様にとって魅力的な直売所とはどのようなも
のか、
また、
そのためにお店や出荷者が取り組むべきことを、事例を
交えて研修することを目的に開催。講師として、株式会社アグリシ
ステムソリューションズ 代表取締役 松村啓司氏をお招きし、
「お
客様が喜び、
出荷者が元気になる直売所づくり」
と題して、
ご講演
頂きました。
講習では、直売所を利用する消費者からみた直売所のイメージ
や直売所に対するニーズ、他の道の駅の活動事例等をご説明頂
き、今後の直売所運営に活かせる有意義な研修となりました。

Kumiai Information

高知県トラック団地事業協同組合

高知県商店街振興組合連合会

経営者の資質向上を図る
講習会を開催！

四国ブロック情報連絡会議
を開催しました

高知県トラック団地事業協同組合
（小松秀則理事長）
では、去
る２月２４日
（金）
に城西館にて、本会支援事業
（連携組織活性化
支援事業）
を活用し講習会を開催しました。
本講習会は、国際的な政治・経済の情勢や原油価格の動向な
ど不透明な環境下において、
これらの動きを注視し、予測する大
切さを学び経営者としての資質向上に繋げることを目的に開催。
講師としてエネクスフリート㈱ 取締役営業本部長 竹内雅人氏を
お招きし、
「 原油価格と為替相場を予測した上での軽油価格動
向」
と題して、
ご講演頂きました。
講習では、
OPECの生産枠の動き、
ロシア・イラン産原油の動向、
シェールガス・オイルの製造原価と輸出体制の動き等、
原油価格と
為替相場を推測し
軽油価格の動向を
予測することなどを
説明頂き、
今後に活
かせる有 益な情 報
が得られた研修とな
りました。

高知県商店街振興
組合連合会
（廣末幸彦
理事長）
では、去る３月
９日
（木）、
１０日
（金）
に
四国四県の商店街振
興組合連合会と四国
経済産業局、高知県、
高知市の担当職者を
集めて四国ブロック情報連絡会議を開催いたしました。
９日は高知サンライズホテルにて、国や市の商業施策に関して
各担当者より説明頂きました。
また、開催県の事例発表として、平
成２５年度に「子ども若者育成・子育て支援功労者表彰」
で内閣
総理大臣賞の受賞歴がある大橋通り商店街振興組合
（鍋島勇
雄理事長）
の「わくわくワークるんだ商店街」の取り組みについて、
小笠原晃男副理事長、
安藤一臣副理事長より講話頂きました。
その後、四県の県振連事務局より連合会としての取り組み状
況報告や意見交換を行いました。
１０日には、開館間もない「高知城歴史博物館」にて学芸員の
筒井聡史氏より博物館と地域との連携の展望などについて講話
頂いた後、幕末維新博会場にもなっている館内を見学しました。

中村地区建設協同組合

天神橋商店街振興組合

地域と連携した
防災イベントを開催しました！
中村地区建設協
同組合（植田英久
理 事 長 ）では、3 月
11日（土）に、黒潮
町伊与喜小学校及
び 校 区の藤 縄・熊
井・伊与喜・市野々
川・市野々川団地・
不破原地区住民の
皆様と協働で、防災炊き出しイベント
「かまどベンチで鍋パーティ
ー」
を開催しました。
このイベントは、建設業の魅力を発信するとともに子供たちに建
設業に親しんでもらうことを目的に今回で３回目の開催となるもの
で、当日は児童や地区住民、組合関係者など約100名が参加し、
災害時にかまどとして使えるベンチが組合より製作・寄贈された
後、
かまどベンチを使った炊き出し訓練をはじめ、防災ミニ講座や
防災グッズのワークショップ、建設機械の体験乗車など様々な催し
が行われ、組合ではイベント実施を通じて参加者に建設業の魅力
や地域防災力としての必要性等を伝えることができました。

掲載
無料

組合いんふぉめーしょんのコーナーを、
組合活動のPR、イベントなどの告知に
ぜひご活用下さい。
中央会までどしどし情報をお寄せ下さい！
！

中 央 会だより

組合 いんふぉめーし
ょん

チャレンジショップに
出店しませんか？
天神橋商店街振興組合
（國吉康夫理事長）
の運営する
「チャレ
ンジショップＴＪＢ」
とは、
自分のお店を開業したいとお考えの方や、現
在の業種・業態の転換を考えている方が半年間から最長一年間、
月額１万円以内の低コストでお試し出店ができるお店です。
商店街で実際にお店を経営しているメンバーによる店舗運営の
アドバイス等も参考にしながら、
リスクの少ないこの期間に、
お客様
作りや品揃え、
お店のコンセプトを明確にすることで独立開業に大
きく近づきます。現在、
３店舗が卒業生として独立開業し、商店街内
で活躍中です。
チャレンジショップでは、専従スタッフ２名のほか、
月に一度の運
営会議を中心に組合や行政、商工会議所なども全力でサポートし
ています！このほか詳細は事務局へお問い合わせください。
出店メリット
①店舗使用料が月額１万円以内
【電気代、水道代、
インターネット環境(Wi-Fi完備)等含む】
②宣伝活動
【年４回の「はたも〜ら」掲載、集客イベント開催、
折込チラシ配布等】
③商店街へ開業する場合、高知県及び四万十市の空き店舗対策
事業費補助金を活用できる場合があります
募集要項 所在地：四万十市中村天神橋５４
店舗面積：１店舗あたり６〜７坪程度
応募資格：①卒業後に独立して商店街へ新規開業する意欲のある方
②新規開業・業種や業態の転換を検討している方
③原則として小売業を行われる方
※その他の業種に関しても、
出店できる場合がありますので、是非一度お問合せください。

★お問合せ先
天神橋商店街振興組合チャレンジショップTJB事務局
高知県四万十市中村天神橋５４ TEL/FAX 0880-35-2019

4

中 央 会だより

ものづくりの基盤技術強化を図る研修会等を開催
― 平成２８年度ものづくり担い手育成事業 ―
本会では、県内ものづくり企業の生産性向上を図り、
受注機会の確保や増大に繋げていくことを目的に、
本年度もものづくりに係る技術の習得を図る人材育成研修を開催しています。

□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□

機械加工技術者

■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■

金属材料の破損・不良解析研修

汎用フライス盤加工研修

県内企業で機械加
工に従事する方を対象
とした「 金属材料の破
損・不良解析（鉄鋼材
料の材 料 評 価と熱 処
理）研修」
を１月１７日・２４日・３１日・２月7日・１４日に高知県

県内企業で機械加工に
従事する方を対象とした
「汎
用フライス盤における六面
体加工及びエンドミル加工
研修」
を２月２１日・２２日にポ
リテクセンター高知にて開
催しました。
研修では、
ポリテクセンター高知の仙道洋平氏を講師に
招聘し、汎用フライス盤の操作及び作業段取りなどの基本
知識を学ぶとともに、加工機を使用して６面体を加工する実
習に取り組みました。

工業技術センターにて開催しました。
研修では、高知県工業技術センターより講師を招聘し、
金属材料を扱うものづくりの現場で発生する欠陥、破損等
の問題解決策を見出す手法を身につけることを目標に、金
属材料の破損原因
の究明や解析に関
する座 学とともに、
金属材料の引張等
の試験や金属組織
観 察などの実 習に
取り組みました。

外国人技能実習制度適正化講習会を開催
本会では、去る２月２４日
（金）午後１時３０分より高知市
高須「サンピアセリーズ」において、標記セミナーを開催しま
した。
本セミナーは、外国人技能実習生共同受入事業を行う
組合及び組合員企業を対象に、事業の適正な運営管理の
推進並びに新たな技能実習制度に関する情報提供を行う
ことを目的に開催しており、
はじめに「技
能実習生の労務管理上の留意事項に
ついて」
と題して、中谷社会保険労務士
事務所・所長・中谷公一氏より技能実習
生の雇用面や労働管理面に関する注意
点や適正化に向けたアドバイスが行われ
ました。
続いて昨年１１月に「外国人の技能実
習の適正な実施及び技能実習生の保
護に関する法律」
が成立したことを受け、
「新たな技能実習制度の内容について」

5

と題して、公益財団法人国際研修協力機構・高松事務所
長・藪内敏裕氏より法律の概要や新制度の仕組み、今後
対応すべき点などについて説明が行われました。
最後に事務局より全国中央会補助事業として実施して
いる外国人技能実習制度適正化事業について説明・報告
した後、閉会しました。

革新的ものづくり・商業・サービス
開発支援補助金公募結果について

中 央 会だより

平 成２８年 度 補 正

本事業については、平成２８年１１月１４日（月）から平成２９年１月１７日（火）
（電子申請については１８日
（水））
までの期間において公募を行いましたところ、全国で１５，
５４７件の応募がありました。
地域採択審査委員会および全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果、当地域事務局では以下
のとおり３５件を採択することといたしました。

詳しくは本会ＨＰをご覧下さい ⇒ http://www.kbiz.or.jp
【お問い合わせ先】 高知県地域事務局 高知県中小企業団体中央会 ものづくり補助金事業推進室
TEL：088‑845‑6222 FAX：088‑845‑8010 E-mail：info@kbiz.or.jp
採択事業者名

事業計画名

有限会社パッケージ高知

大ロット・多品種・短納期に対応するクラウド活用型デザイン
（パッケージ）
企画提供サービス

株式会社カツラ・オプト・システムズ

車載カメラの検査調整用ＬＥＤ光源の開発・試作

フソー化成株式会社

高性能スリッター機を導入した品質・生産性向上、
コストダウンの実現

株式会社四国パイプクリーナー

下水道管路施設の維持管理報告書システムの開発及び運用

有限会社土佐佐賀産直出荷組合

高知県版ＨＡＣＣＰ社内管理基準実現のための設備導入

四万十コンクリート株式会社

大型コンクリート製品製造設備の導入による受注拡大及び生産性の向上

第十工業株式会社

昇降式片持ち３軸ポジショナー導入による中型製品溶接加工ニーズ伸長へ対応

株式会社トミナガ

光学ＣＭＭ３Ｄスキャナ導入によるロボット産業向け鋳鉄部品の受注獲得

株式会社澤田機工

地域基幹企業に貢献する！高難易度部品加工プロセスの改善

株式会社野本精工舎

レーザー切断機の導入と
Ｉ
ｏＴ活用による、
魚養殖業向け新製品の生産体制構築

株式会社加寿翁コーポレーション

土佐料理 司 高知本店 業務平準化による
「ケータリング宅配事業シェアアップ・葬祭市場進出」計画

西山板金工作所

最新シャーリング加工機の導入による鋼板切断の精度と生産性の向上

株式会社精工

デジタル印刷ユニットを搭載した製袋システムによる青果物包装の革新

株式会社無手無冠

日本酒部門強化
（特定名称酒増産・新商品開発）
の為の設備投資

高知機型工業株式会社

非接触型３次元測定機導入によるリバースエンジニアリングの活用と品質保証の確立

四国スッピル工業有限会社

熟練工技術のデータ化による建機部品試作対応の高効率化

有限会社大埇製作所

高効率化と短納期対応の為の新ＣＮＣ旋盤導入で事業領域の拡大及び新分野進出

株式会社モンプレジール

ＯＮＬＹＯＮＥ商品「ミレーサンド」付加価値の飛躍的向上のための自動製造ライン新設

有限会社上田電機

クレーン自動溶接システムと自動保守管理システムのＩ
ｏＴ技術による融合

株式会社岡林農園

主力柑橘「文旦・柚子」の皮の活用に対する課題解決型設備投資

有限会社繁春鉄工所

産業用ロボット向け部品市場獲得へ向けた高精度歯車部品の量産体制確立

有限会社さえんばニュー山重

Ｉ
Ｔを活用した自産他商の拡大と品質向上によるブランディング戦略

企業組合ごめんシャモ研究会

ごめんケンカシャモ解体・包装施設の新設

有限会社仙頭酒造場

高知県の新酵母・新酒米を使用した海外向け吟醸酒の開発及び増産体制の確立

株式会社メディエス

高知県下における先進的物流管理システム導入による業務効率化及び競争力強化

株式会社ダイセイ

通信販売事業者向けコールセンター設置と付加サービスによる総合物流サービス拠点の確立

有限会社松村鉄工所

知能化制御機能を活用した完全自動加工体制の構築による生産性向上

株式会社グラッツェミーレ

地方創生へのチャレンジ〜グラッツェミーレを活用した農産業の未来創造

株式会社エムズデンタルアート
株式会社土佐龍

歯科技工用レーザー溶接機導入による、
高精度義歯の提供
「焼印まな板」の製造販売強化を実現する生産体制の確立

株式会社フジ工芸

看板撤去作業効率向上！抜柱機能を兼ね備えたクレーン装置の開発

株式会社土佐電子

エコリフロー導入による省エネ化の実現及び受注拡大

廣瀬製紙株式会社

Ｉ
ｏＴ・Ａ
Ｉ技術を通じた生産性・製品品質向上による、既存市場シェアの維持・拡大と新市場展開活動

株式会社みなみ丸

須崎市産養殖魚を活用した加工品開発

高須工業株式会社

ＮＣ旋盤の自動化によるベアリング部品の受注量拡大
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組合の年度末決算に伴う事務手続き
事業年度終了後における組合事務手続き処理は決算関係書類の作成に始まり、
行政庁への書類届出
や税務申告まで非常に煩雑となります。以下をご参考に適正な事務手続きを行って下さい。

組合決算期の事務手続きフロー（3月末決算例）
出資変更

年度末（3／31）
「決算関係書類」
「事業報告書」の作成

あり

監事へ「決算関係書類」
「事業報告書」の提出

法務局へ登記

監事の監査
「監査報告」作成通知

4週間以内
（4／28）

監事は決算関係書類の全部
を受領した日から4週間後、
もし
くは理事との合意により定めた
日のいずれか遅い日までに監
査報告を作成し理事に通知

理事会招集通知

定款で定める期間

理事会開催
理事会議事録作成
「決算関係書類」
「事業報告書」の備置き

通常総会会日の2週間前まで

通常総会招集通知

定款で定める期間
「決算関係書類」
「事業報告書」
及び「監査報告」の提供

通常総会開催※1

原則 事業年度終了後2ヶ月以内
に開催
（5/31）
ただし定款変更に
より3ケ月以内に変更が可能

総会議事録作成

理事会開催
代表理事等選任※2
議事録の作成

登記事項※3
あり
認可書到達後2週間以内
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代表理事の
就任後
2週間以内

認可

法務局へ登記

変更のあった
日から
2週以内

行政庁届出

31

税務署・県税事務所・市町村

① 法定準備金の積立て・繰越金の繰越し

行政庁へ認可申請

新理事の就任

② 出資配当支払い

総会後すみやかに

剰余金処分
③ 利用分量配当金支払い

あり

税務申告

④ 脱退者への持分払い戻し

あり

決算関係書類提出

事業年度終了後2ヶ月以内︵5／ ︶
ただし︑申請により申告期限の延長が可能

役員（理事・監事）改選

通常総会終了後2週間以内

定款変更

※1

通常総会開催
●成立の定足数

中 央 会だより

<<手続きにおける留意事項>>

総組合員の2分の1以上の出席
なお、出席者には書面及び代理人（委任状）による出席を含む

●総会の議長
原則として出席した組合員の中から選任
議決権（選挙権を除く）を行使することができないため、他の組合員の代理人となることはできない

●議決事項

法定議決
事項

［ 主な事項 ］
定款変更、規約及び共済規定の設定・変更・廃止、毎事業年度の事業計画及び収支予算の設
定・変更、経費の賦課及び徴収方法、決算関係書類の承認、役員の選挙又は選任、役員の報
酬、組合員の除名、組合の解散又は合併、組織変更、組合員による役員の解任請求、組合員の
出資の口数に係る限度の特例、事業の全部の譲渡、新設合併の場合における設立委員の選任

任意議決
事項

定款で定める事項
（例）借入金残高の最高限度、1組合員に対する貸付け又は1組合員のためにする債務保証
の残高の最高限度など

●議決方法

※2

特別議決（総組合員の半数以上が出席し、
その議決権の3分の2以上の多数）

定款変更、組合員の除名、組合の解散又は合併、組織変
更、組合員の出資口数に係る限度の特例、事業の全部の
譲渡、新設合併の場合における設立委員の選任
※協業組合には別途定めあり

普通議決（総組合員の半数以上が出席し、
その議決権の過半数）

上記以外

代表理事の選任
代表理事が交代した場合だけでなく、再任された時も法務局への登記が必要

※3

定款変更認可後に登記が必要な事項
名称、地区、事務所の所在地、公告方法、事業、出資1口の金額、出資払込の方法

▽▲決算関係書類等の提出をお忘れなく▽▲
組合は毎事業年度、通常総会終了の日から2週間以内に決算関係書類（財産目録、貸借対照表、損益計算
書、剰余金の処分又は損失の処理方法を記載した書面）及び事業報告書を所管行政庁に提出することが法
律上定められています。所管行政庁では、組合が事業活動を行っているかどうかを決算関係書類等の提出の
有無によって判断しており、3年連続して提出を怠ると休眠組合と見なされ、解散整理の対象となります。必
ず決算関係書類等を提出するようにして下さい。
なお、中央会宛に2部（行政庁用1部、本会用1部）
ご提出いただければ、本会経由で所管行政庁へ提出します。

<お問い合わせ・提出先>

高知県中小企業団体中央会
〒781‑5101 高知市布師田3992‑2 高知県中小企業会館4階
TEL 088‑845‑8870 IP電話 050‑3537‑1702
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青年部情報
青年部活性化セミナー
（新年交流会）
を開催
去る２月２日
（木）
午後５時３０分よりホテル高砂にお
いて、
青年部活性化セミナーを開催しました。
本セミナーは、従業員や部下のやる気を引き出し、
自
発的な行動を促すため、経営者等に求められる
「コーチ
ング
（目標設定）」や「メンタリング
（指導育成方法）」
な
どの考え方とその実践方法について学ぶことで、
より良
い経営環境の構築等に繋げていくことを目的に開催。
講師として株式会社クローバー・代表取締役・貝瀬
公弥氏をお招きし、
「 企業の業績向上に向けた経営
者・指導者の役割について」
と題してご講義頂きました。
セミナーでは、経営者や指
導者に求められる考え方や役割、従業員に対する見方や考え方、指導育成する場合の注意点などについ
て説明が行われ、当日参加した青年部員等３８名は熱心に取り組んでいました。
また、
セミナー終了後には懇親会も開催し、参加者間の交流親睦を一層深めることができました。

商工3団体青年部四国トップ会議へ出席

去る２月１７日
（金）
、香川県高松市にて開催された商工３団体青年部四国トップ会議に出席しました。
本会議は、四国各県における商工３団体の青年部
（中小企業青年中央会、商工会青年部連合会、商工会議所青年部連合会）
が一同に会し、
交流・連携を深めることで相互のビジネスチャンス拡大を図ることを目的に開催されており、
はじめに会長会議において
次年度の開催概要について協議が行われました。
続いて開催されたセミナーでは、①瀬戸内海の12の島々を舞
台に昨年開催された
「瀬戸内国際芸術祭2016」の開催概要、
②四国こんぴら歌舞伎大芝居の裏方として開催支援を行う琴
平町商工会青年部の活動についてそれぞれ説明を受けたほか、
講演後には 今後の青年部における地域振興、地域貢献のあり
方について をテーマにグループディスカッションも行われました。
また、
トップ会議終了後には懇親会も開催され、出席者一同、
和やかな雰囲気のもと親睦・交流を深めていました。
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組合員である法人の役員が、当該組合の理事に選任された後、法人の
経営する業務に携わる他の役員に理事を交替する必要が生じた場合は、
手続きを経ずに交替することはできるでしょうか。

中 央 会だより

法人役員の組合理事が同一法人の他の
役員と組合理事を交替することについて

理事の選任は、中協法第３５条の規定により、必ず総会において選挙又は選任しなければ
ならないため、
それによらない理事の交替は、法律違反となります。理事というものは、組合員た
る法人を代表しているのではなく、個人として、組合との委任契約により、公平な立場から組合
の業務執行の決定に参画するものです。
したがって、理事が、組合員たる同一法人の他の役
員と交替するということは、
理事本来の趣旨からいってもできないことになります。

中央会の研修室を
ご活用下さい！
組合の会議や研修・講習会等に中央会の貸
室をご利用下さい。
なお、事前に利用申込みが必
要となります。料金は下記のとおりです。

●東研修室（学校形式で40名程度）
●西会議室（ロの字で18名程度）
半日
利用料金 ※

全日

（9時〜正午）
（13時〜17時）

（9時〜17時）

員

３，
０００円

６，
０００円

非会員

６，
０００円

１２，
０００円

会

※東研修室・西会議室共通 ※別途消費税がかかります
※冷暖房代含む

お申込み
問い合わせ先

高知県中小企業団体中央会
総務企画部
ＴＥＬ ０８８−８４５−８８７０

中央会メルマガ
登録のご案内
本会では中央会情報をはじめ、中小企業組合及
び中小企業向けの施策や補助事業などの情報を
掲載したメールマガジンを毎月配信しています。
登録は無料、ご希望の方は、本会ホームページ上
からまたは下記メールアドレスに配信希望メー
ルを送信下さい。

●宛 先：info@kbiz.or.jp
●件 名：メールマガジン配信希望
●必須記入事項
①所属（組合名・事業所名）
②氏名
③配信希望メールアドレス
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Advanced cooperative

元町商店街の新しい顔作りに取り組み、
インバウンド需要を取り込む

元町１番街商店街振興組合
■背景・目的
神戸は開港後、港町として栄え、元町商店街を神戸の中心商業地として
外国船の来港時には多くの外国人で賑わいをみせていた。阪神大震災後
は衰退の一途をたどっていた。そのようななか、当組合では商店街に賑わ
いを取り戻し、商店街組合員・地域住民が自分たち地域の良さを自覚する
ことで、元町から世界へ神戸・兵庫の良さを発信し、インバウンド
（外国人
観光客）需要も獲得したいと考えた。

■事業・活動内容
当組合では、①新たな来街者の創造（若返り、外国人観光客）、②新しい
元町の顔作り、③新しい地域住民も巻き込む、④生活者に応える食への挑
戦を目的に、様々な取り組みを行っている。
平成26年度、
インバウンド需要を獲得するため、1番街商店街参加店で
（に
割引ができるパスポート
「HAPPY PASS」を「地域商店街活性化事業
ぎわい補助金）」を活用して作成した。海外バスツアー会社に働きかけ、商
店街をツアープランに組み込んでもらい、外国人観光客へ配布している。
また、平成26年、27年には「兵庫食農甲子園」を企画し、兵庫県下の農
水産高校（全12校）
が元町商店街に集まり、日頃の学習の発表の場として
販売、展示、実演等を行った。出場校の生徒だけでなく、その家族、友人等
をはじめ多くの来街者を兵庫県下から集めた。農水産高校のオープンキャ
ンパスとしての意義も大きい。これまで「まちのにぎわいづくり一括助成
事業」
（神戸元町商店街連合会として採択）
を活用したが、平成28年度か
らは当組合の自主事業として継続運営する予定である。
そのほか、毎月第3水曜日に開催される「水曜市」の野菜は新鮮で美味

〔所在地〕兵庫県神戸市中央区元町通1丁目14-17元町1番街ビル2階〔TEL〕078-331-7850
〔組合員数〕83人〔設立〕昭和52年6月〔URL〕http://www.motomachi-1.com/
しいという評判を呼び、毎回大盛況である。7年目を迎え、新たな顧客だけ
でなく、多くのリピーターを獲得している。また、水曜市を通じて農家と直
接ルートができた飲食店では兵庫県産野菜や果物を原材料としたお勧め
料理を売り出し、
グルメにも人気を博している。

■成果
新たな元町の顔作りの
活動は、兵庫食農甲子園や
水曜市などの各種企画の
実施等により新たな来街者
を増やすなど、神戸・兵庫の
良さをインフォメーション
する役割として結実しつつ
ある。攻めの姿勢で顧客に
向き合う体制や活動がイン
バウンド需要獲得にも結び
つき、外国人観光客バスツ
アーは6か月間で当初目標
の5,000人を達成した。

欧州食文化における県産日本酒のポジションを確立

福島県酒造協同組合

〔所在地〕福島県福島市南矢野目古屋敷54-11〔TEL〕024-573-2131〔組合員数〕62人
〔設立〕昭和25年2月〔URL〕http://sake-fukushima.jp/

■背景・目的
福島県の日本酒は、全国新酒鑑評会において３年連続日本一の金賞受
賞数を獲得しており、品質の高さが認められている。また、県内５市町村で
「日本酒乾杯条例」が制定されるなど、県民生活にも根付いている。
当組合では、国内の日本酒の消費量が落ち込んでいるため、従来から
国外の販路拡大を精力的に行ってきた。スウェーデンをターゲットに設定
し、北欧食文化における日本酒のポジション確立を目的として販路拡大事
業を実施し、平成26年度はその成果を活かし、範囲をヨーロッパ諸国に広
げた。

■事業・活動内容
平成24年度に中小企業海外展開支援事業費補助金を活用し、
ブランド
戦略立案、
スウェーデン市場の調査、流通チャネルの開拓を実施した。ブラ
ンド戦略立案では、具体的なターゲット市場の設定、ブランド価値の定義
などを策定した。市場調査では、現地で消費者を対象としたアンケートお
よびワークショップ調査を行った。当初スウェーデンの消費者は保守的で
あるとの先入観があったが、実際には毎年のように新商品が導入され、新
商品や体験を積極的に取り入れる消費者層が約６割も存在することが判
明した。流通チャネルとしては、輸入業者のAkebono社に蔵元２社が採用
されることになった。
平成26年度には小規模事業者等JAPANブランド育成・地域産業資源
活用支援補助金を活用し、北欧４ヵ国とスイス、イタリアにおいて日本酒
PR、流通チャネルの開拓を行った。具体的には、現地流通チャネル調査、
現地チャネルとの共同による市場開拓、販路拡大調査、共同商品の開発、
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日本文化の発信を実施した。北欧４ヵ国のうち、スウェーデン、
ノルウェー
は市場として大いに拡大する可能性が感じられ、日本食および日本酒を
セットでPRし、地元レストランと共同で取り組んでいく。他の２市場に関し
ては、流通チャネルとなる企業とのつながりができており発注につながる
よう活動していきたいとしている。また、イタリア、スイスにおいては引き
続きイベント等に出展し、市場開拓を進めていく予定である。

■成果
平成24年度ではスウェーデンにおける日本から輸入する清酒のほぼ全
量を取り扱うAkebono社から２社採用されたほか、平成26年度事業では
各市場においてチャネルパートナーが決定されるなど、各国市場へ参入す
るきっかけができており、本事業に参加した４蔵元以外の組合員の輸出も
期待が持てる。

協会けん
会けんぽからの保険料率改
の保険料率改定のお知らせ
施策情報

〒780-8501 高知市本町４−２−40 ニッセイ高知ビル TEL
（088）
820−6010

全国健康保険協会 高知支部
協 会 けんぽ

●
●
●
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情報連絡員報告を中心とした

県内各業界別の動向
DI=
（増加、好転）
（減少、
悪化）

2017年2月（前年同月比）

情報連絡員報告（平成29年2月）
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食品団地

印刷

2月度商況は昨年並み。2月15〜17日幕張メッセでス
ーパーマーケットトレードショーが開催され、
食品団地よ
り7社が参加。新規商談先も確保、活発な商談が続
く。短時間労働者の確保難が今後心配。

志国高知幕末維新博開幕、高知城歴史博物館オー
プンがらみで官公需は好調、一般印刷物は低調。県
外需要は業種により波がある感。全般的に見ると先
月に引き続き前年並の数字は確保できた模様。

酒類製造

生コンクリート製造

県内市場の冷え込みが深刻か？4月開催の「土佐新
酒の会」のチケットは早々に完売で、愛飲者は増えて
いるように思われるのだが。

出荷数量は前年同月比99％。

水産食料品製造
宇佐の一本釣りウルメの漁があり始めたが例年より
大分少ない。みりん業界はサバ、
サンマの手当てにつ
いたが、他の魚種は相変わらず不漁。鰹節の方も、適
当なサイズのカツオは品が少く相当高いようだ。

機械団地
団地内の業況は、売上、収益ともにほぼ横ばいで推
移。需要の停滞や原材料費などの上昇により、先行
きに不安を感じている企業がある。

外衣・シャツ製造

刃物製造

大手企業の販売力が低下し、
前年に比べ在庫引取り
時期が遅れているのが現状である。中小企業ならでは
の品質や技術を駆使した商品の開発等、大手に振り
回されない力が求められる。

当月は受注はあるが、製造が遅れ、受注残が多くな
り、売上に繋がらなくなってしまった。今後もこの状況
は続く可能性があると思われる。需要に対し、供給が
できないジレンマがある。

木製品素材生産

船舶製造

2月の価格については、
スギ、
ヒノキ共に横ばい。量に
ついては、共に10％程度減少であった。

操業度は高い水準で推移している。

製材

珊瑚装飾品製造

全般に活発な状況はみられず、原木・製品価格等に
も大きな変動はなかった。

年に一度の大会が開催された。取引高は前年と変わ
りなし。第41回「土佐さんごまつり名作コンテスト」
が3
月4〜10日まで開催。会場は高知駅前「とさてらす」。
地場産品である珊瑚の情報を広く発信したい。

製紙
生産、出荷共に順調である。主原材料のパルプ重油
価格が上昇しているのが懸念される。
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卸団地
①景気回復は感じられない。②2月は例年低調だが、今
年は特に低調に感じる。③田舎町の消費を促す起爆
剤はプレ金ではない。

青果卸売

商店街
（四万十市）

昨年2月は入荷減、
単価高で売上げは好調であったが、
今年は平年作ながら消費が低迷し前年比89％となっ
た。

売上は、
ほぼ前年並みのようだが、昨年は一日多いた
め、対前年比では、
やや前年割れか。中村高校の甲子
園出場も店頭の賑やかさには繋がっていないが、一部
事業者には恩恵もあり、
ムードは明るくなっている。

生鮮魚介卸売

旅館・ホテル

全体的に入荷量が少なかった。マグロが特に少な
かった。

寒さが厳しく、旅行客は少なめであったが、
スポーツ
団体の合宿等の利用はあまり寒さの影響は受けな
かった。日中の暖かさをＰＲした合宿等の誘致に努め
てはどうか。

各種小売
（土佐市）

飲食店

2月は1年間でも最も動かない月というイメージ。昨年
よりは少し好転しているところもある。

特に居酒屋関係が厳しくなっている。2月25日ヨンデ
ンプラザにおいて幡多地区(中村)で喫茶組合料理
講習会を開催した。

各種小売
（安芸市）

旅行業

阪神タイガースが来ているが、商店街の方へは良い
影響はない。

組合クーポン前年同月90％、全旅クーポンを加味して
92％。総売り上げは前年対比109％、総売り上げでは
前年を上回る事が出来た。大手旅行業者との提携が
大きく影響していると思われる。

ガソリンスタンド
米国産WTI等の原油価格は㌭50ドル台半ばでこう
着、
為替も113〜114円で落ち着き、
石油元売会社の
仕切価格は、大きな変動はなく、高知県のガソリン・軽
油のSS店頭価格は、
昨年の年末から同値で推移。

一般土木建築工事
2月の公共工事請負金額は前年当月比で179.3％、前
年対比累計金額では119.7％。防波堤工事や東部・幡
多自動車道など大型工事が継続、平準化による組合
員の経営安定や期初の工事もある程度期待できる。

電気機械器具小売

電気工事

2月度は、
オール電化(エコキュート)が好調。
リフォーム
も好調。前年比103.2％。白物、洗濯機は前年比
106％。

組合員の施工する電力引込線関連の工事量は13％
減の前年同月比87％となった。高知中央部の減少が
大きい。

中古自動車小売

一般貨物自動車運送

2月24〜26日の3日間 高知中古車ジャンボカーニバ
ルをぢばさん駐車場にて開催。天気にも恵まれ予想
以上に好評であり、参加店も平均的に良く売れた。
入場者は、3日間で2,820名あった。

燃料の値上げはひと段落したが、3月は値上げとなる
恐れがある。組合実績は前年と同等で物量も増えては
いないが、
ドライバー不足も変わっておらず会社経営は
ますます難しくなってきている。

商店街
（高知市）
今月は、寒気とインフルエンザの流行により、例年通り
低調な一か月。3月には、高知城歴史博物館の開館、
幕末維新博の開幕、
また恒例の
「土佐のおきゃく」
の開
催など、
中心街への集客に期待するところ。

タクシー
１車当り運送収入・輸送回数は、
前年同月比で収入：0.2
％減、回数：1.3％減。前月比で収入：18.8％減、回数：
16.5％減。
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