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は、常に最先端の情報をリサーチし、量販店での特売やネッ
トサーフィンを駆使して商品を探されるでしょうが、より詳し
い商品説明や気軽な相談、設置や運搬のお手伝い等を重視
される方々も常に一定数いらっしゃる。ここに、わたしたちの
出番や役割も必ずあるということです。
　そうしたニーズをお持ちなのは、主に高齢者や不便な地域
にお住まいになられる一人暮らしの方などですが、そのよう
な方々が不自由さを感じることなく快適に生活できるよう、
ちょっとした困りごとに対しても、我々は常にフットワーク軽
く動くよう心がけています。

顧客ニーズや環境問題に配慮した
様々な活動

　現代社会において電化製品はなくてはならないものであ
り、４Ｋ８Ｋテレビをはじめ、IoT、AI技術を搭載した魅力的
な商品が、各メーカーより次 と々発表されています。
　ただ、いくら高機能であっても、その方にとっては不必要
な機能が付属していても無駄ですし、むしろ使いづらいもの
になってしまいます。ですから、その方にあった商品を提案
することが大切ですし、実際「本当に自分に合った商品が欲
しい」との声をたくさんいただいています。適切なアドバイス
をするには、ひとりひとりお得意さまの顔が浮かぶくらい日々
身近な存在として信頼いただくことが必要です。だからこそ、
１年を通じての親身なおつきあいが大切だと思っています。
　また、環境問題への対策も重要な取り組みの柱と考えてお
り、恒例となっている「LED照明キャンペーン」を実施してい
るほか、各企業ごとに、「二酸化炭素排出抑制対策事業」に
よる５つ星省エネ家電買い換えの促進や、太陽光発電の普
及等を積極的に行っています。
　その他、「消費者懇談会」においては、「家電製品の安全
使用」や「電力の自由化」「家電リサイクル」等をテーマに毎

我々の役割は、
地域への貢献と、ライフスタイルの変化に対する親身なサポートです!

所 在 地：高知県高知市介良乙1060番９
T　E　L：088-860-6655
組合員数：159名
設　　立：昭和38年2月
主な事業：電機機器の小売業に関する指導及び
	 教育・調査研究、情報又は資料の収集
	 及び提供

　私たちの組合は、県内で家電小売業を営む小規模の店舗
で組織されたものであり、組合員は、いわゆる「まちのでんき
やさん」として、消費者の皆様のお役に立てるよう、電化製
品の小売りを通じ、日々、地域密着型でのサービス提供に努
めています。
　ご存じの通り、全国規模の大手量販店やネット販売等の
攻勢は激しく、テレビや新聞広告などを通じて、毎日のように
安売り合戦が繰り広げられています。
　そうした厳しい状況の中、15年前と比べ約100店舗ほどの
お店が、高齢化等を理由に廃業するなど、組合員の数自体
は年々減少傾向にあるのが実状です。
　それにもかかわらず顧客数をはじめとする組合全体での
シェアは昔とそれほど大きく変わってはいません。つまり、
少しでも安く欲しいものを手に入れたいと考えられる方たち

組合プロフィール

高知県電機商業組合録見聞
組合

KEN

BUN

ROKU

フットワーク軽く、地域密着型の
サービスを提供

理事長
岡林 秀雄 氏
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年忌憚のない意見をいただくことにより、消費者の方々が求
めるものやトラブルへの対処方法等、今後の新たな取り組み
のヒントにさせていただいています。
　そうした活動とともに、ただ単にものを売る小売業者とし
てではなく、家電の専門家として、快適な暮らしをサポート
する心強い存在となるべく、組合員それぞれが、「省エネ・創
エネ・蓄エネ」をテーマとした「スマートライフコンシェルジュ
認定講習会」や、「放送新技術セミナー」や「電波漏洩に関
する講習会」などの研修へ参加することにより、より深い知
識や技術、ノウハウの習得に努めています。

青年部を中心とした新たな取り組み
　業界の将来を担う存在である青年部が発足して15年以上
が経過しました。
　現在部員は25名であり、今までには、技術研修や他団体
青年部との合同による経営実務セミナー等を開催してきま
した。

　高齢者宅・高齢者独居宅において、家庭電化製品を安心、安全にお使いいただ
くため、毎年９月を強化月間として県内各地域において、各店顧客を中心に「サ
ポーター・無料点検巡回」を展開しています。
　これは、地域に密着した「町の電気店」として、永い間のご愛顧に対する感謝の
一環として実施しているもので、ご使用いただいている各電気機器等の安全確
認や、上手な使用方法のアドバイスのほか、軽度な機器清掃を中心とした「無料
点検」やリコール品の発見や安全点検チェックシートによる説明等、アフターフォ
ローに努めています。
　各実施店舗においてポスターを掲示しています。ぜひお気軽にご相談、ご活用
ください！

これ知っ
ちょいて

毎年9月実施 お気軽にご相談ください！！

消費者懇談会

講習会風景

高齢者宅・独居宅「安全点検サポーター訪問」
活動をしています！

　そうした中、昨年度は、より地域や顧客に寄り添ったサー
ビスのあり方を検討するため、青年部が中心となり、中央会
助成事業を活用して、石川県と富山県の組合活動を視察さ
せていただきました。
　この両組合では、“まちのでんきやの親孝行応援サイト”
「でんきのつえ」というＨＰを通じて、高齢者が安心して暮ら
せる社会への貢献活動を行っており、本組合としては、この
ときの研修内容を踏まえ、まずは今年度新たにＨＰを立ち上
げ、両組合の活動を参考に、今まで以上に、地域や高齢者の
サポーターとしての役割を担っていきたいと考えています。

ライフスタイルの変化に対応した
きめ細やかな提案を目指して

　地デジ化への完全移行からすでに８年が経過しました。
来年はいよいよ東京オリンピックも開催されますので、これ
を機に、最新技術を搭載したテレビや録画機器への買い換
え需要も数多く出てくるのではないかと思います。また、さら
に進んでいく高齢化社会に向け、「健康家電」や「介護関連
商品」も大きく注目されています。
　このような状況において、今後は、「この方にはこの商品」
「この方にはこうした付随サービス」といった視点での、きめ
細やかな提案やサービスが、より重視されるでしょう。
　そうしたことからも、今まで以上に気軽に相談できる「ま
ちのでんきやさん」として、より地域に根ざし、多くの信頼獲
得に努めていきたいと考えています。

視察研修
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◆日時　令和元年６月１３日（木）　１５時３０分～
◆場所　「城西館」　高知市上町２-５-３４

通常総会終了後の各種
事務手続きにご留意下さい

　通常総会終了後には様々な事務手続きを行うことが法で義務
付けられており、それぞれに法定期間が定められています。手続
き漏れがないかご確認ください。

所管
行政庁

決算関係書類の
提出

通常総会終了後
２週間以内

役員変更届出

変更のあった日から
２週間以内
※全役員が再任した場合
　には不要

定款変更認可申請 総会終了後すみやかに

法 務 局

代表理事の
変更登記

就任した日から
２週間以内
※同一人が再選した場合
　にも必要

その他登記事項の
変更登記

※年度末での出資変更登記
については年度末から４週
間以内

決算関係書類の
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、事
業報告書及び通常総会議事録（もしくは謄本）とともに、決算関
係書類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。必ず提出するようにして下さい。

〈決算関係書類〉
○財産目録	○貸借対照表	○損益計算書	
○剰余金処分案または損失処理案

なお、中央会宛に2部（行政庁用1部、本会控え用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

令和元年度 通常総会開催のお知らせ
　本会の令和元年度通常総会を下記のとおり開催いたします。
　会員の皆様におかれましては、時節柄何かとご多忙かとは存じますが、お繰り合わせの上、
多数ご出席くださいますようお願い申し上げます。

令和元年度　第１回理事会を開催
去る５月16日（木）正午より、高知市上町「城西館」において、本年第１回目の理事会を開催しました。

決議議案

第１号議案	 平成30年度決算関係書類（事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案並びに
	 特別会計運用状況等）承認の件
第２号議案	 平成30年度共済制度特別会計決算関係書類（事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、
	 剰余金処分案）承認の件
第３号議案	 令和元年度事業計画（案）並びに収支予算（案）決定の件
第４号議案	 令和元年度共済制度特別会計事業計画（案）
	 並びに収支予算（案）決定の件
第５号議案	 借入金残高最高限度額（案）決定の件
第６号議案	 事業計画、収支予算等字句の修正及び流用
	 又は追加更正について会長一任の件
第７号議案	 平成30年度新規会員加入承認の件
第８号議案	 顧問委嘱の件

　当日は、本会理事23名が出席。通常総会提出議案を中心に、
上記議案についての審議を行い、全議案が満場一致で原案通
り承認されました。また、中小企業団体全国大会（鹿児島）や、
ＩＴ導入補助金についての案内等も行いました。
　なお、通常総会は6月13日（木）午後3時半より、「城西館」に
おいて開催いたしますので、よろしくお願いします。
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　本事業は、中小企業・小規模事業者等が連携して取り組む、生産性向上や地域経済への波及効果拡大
に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する
ものです。（１者のみの応募はできません。）

（１）企業間データ活用型
　複数の中小企業者等が、事業者間でデータ・情報を活用（共有・共用）し、連携体全体として新たな付
加価値の創造や生産性の向上を図るプロジェクトを支援します。
　（例）	複数の事業者がデータ等を共有・活用して、受発注、生産管理等を行って、連携体が共同して新

たな製品を製造したり、地域を越えた柔軟な供給網の確立等により、連携体が共同して新たな
サービス提供を行う取組みなど

（２）地域経済牽引型
　複数の中小企業者等が、地域未来投資促進法に基づく「地域経済牽引事業計画」を共同して作成し、
その承認を受けて連携して事業を行い、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域経済への
波及効果をもたらすプロジェクト等を支援します。
　（例）	地域の複数の事業者が連携して、大企業からの受注に対応する共同受注体制を整備したり、試

作から量産まで対応可能なワンストップサービスを提供する取組みなど

（※1）	事業遂行に必要な専門家の活用をする場合は補助上限額に各者30万円の増額が可能。
（※2）	「企業間データ活用型」「地域経済牽引型」における連携体は幹事企業を含めて2～10者まで。1者あたり200万

円に連携体参加者数を乗じて算出した額を連携体内に配分が可能。
（※3）	補助率について、下記いずれかの要件に該当した場合に2／3以内にアップすることが可能。
	 ◦生産性向上特別措置法（平成30年法律第25号）に基づき、平成31年3月31日までに固定資産税の特例率を

ゼロとする措置をした市区町村において、補助事業を実施する事業者が「先端設備等導入計画」の認定を平
成30年12月21日の閣議決定後に新たに申請し、認定を受けた場合（変更申請の場合は新規の設備等導入を
伴う計画であること）

	 ◦3～5年で、「付加価値額」年率3％、「経常利益」年率1％、および「従業員一人当たりの付加価値額（＝労働生
産性）」年率3％以上向上する中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を、平成30年12月21日の閣議決
定後に新たに申請し承認を受けた場合（計画変更は不可）

（※4）		 補助率について、「従業員一人当たりの付加価値額（＝労働生産性）」年率3％以上向上する地域未来投資促
進法に基づく「地域経済牽引事業計画」を、平成30年12月21日の閣議決定後に申請（変更の申請を含む。）し
承認を受けた場合（計画変更も可）の補助率は2／3以内。

当補助金の詳細については、四国ブロック地域事務局（香川県中央会）のHPをご覧下さい。
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/chuokai/news/mono/tpc_monodukuri/31fy.htm

平成31年度
「ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金」の

公募について

事業概要

補助対象
事業

補助対象
経費
及び

補助率等

令和元年6月24日（月）  締切 〔当日消印有効〕

対象経費の区分 補助額 補助率

１．企業間データ活用型
　		機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、
　		クラウド利用費

100万円～2,000万円／者
　（※1）（※2）

1/2以内
　（※3）

２．地域経済牽引型
　		機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、
　		クラウド利用費

100万円～1,000万円／者
　（※1）（※2）

1/2以内
　（※4）

①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
　　高知県高知市布師田3992-2		高知県中小企業会館4Ｆ
　　TEL：088-845-6222　　メール：monohojo@kbiz.or.jp

②四国ブロック地域事務局（香川県中央会）
　　香川県高松市藤塚町3丁目3-15		太洋物産ビル2階
　　TEL：087-802-6661

お問い合わせ先
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中小企業組合等課題対応支援事業
①小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業

　　事業概要
　組合や組合員の「経営基盤の強化」「生産性の向上」を目指した、「既存の共同事業の改善」「新たな事業開
発」のためのフィージビリティ・スタディ（実現可能性調査）の実施、又はフィージビリティ・スタディの結果を具
体化するための事業に対して助成します。

　　公募期間	 令和元年６月３日（月）～７月３１日（水）
　　　　　　　　　第一次締切 ： 令和元年6月28日（金）
　　　　　　　　　第二次締切 ： 令和元年7月31日（水）
　　　　　　　　　※締切ごとに、審査・採択を行い、予算枠に達した時点で終了となります。

　　対象組合

　構成員の４分の３以上が小企業者（常時使用する従業員の数が５人（商業又はサービス業を主たる事業と
する事業者については、2人）以下の会社及び個人）である組合及び企業組合等。

補助金額・補助率　	 【補助金額】36万円以内　　【補助率】10分の６以内　

　  活 用 例 	 例	：	利用者・消費者等へのアンケートによるフィージビリティ・スタディ
	 例	：	新商品のテストマーケティングによるフィージビリティ・スタディ
	 例	：	国内外の展示会等への出展によるフィージビリティ・スタディ

◆消費者ニーズに対応したコミュニティスペースの設置に向けた実現可能性調査及び
　基本設計の立案　（東下町商店街振興組合）
　前年度に実施したニーズ調査等の結果を踏まえ、当組合会館に新設するコミュニティスペースの活用方法につ
いて、先進地調査、ヒアリング・アンケート調査等を行い、具体的な機能及び実現可能性について検討を行った。ま
た、具体化のための事業として、実現可能性の検討結果を基に、組合会館の改修基本設計図面を起こし、具体的な
改修計画の検討を行った。

◆卸売市場における取引データの電子化に向けた調査研究
　（高知中央青果買受人協同組合）
　卸売市場における取引データの電子化にあたって、実現可能性の調査研究のために、先進事例調査や組合員へ
のニーズ調査、市場内アンケート等の調査研究を行った。 

◆大橋通商店街スタンプ事業導入可能性に関する調査研究
　（高知市大橋通り商店街振興組合）
　商店街スタンプ事業導入に当たってのフィージビリティ・スタディを行った。調査によってスタンプ事業実施の是
非が判断することができ、実施する場合についても実効性の高い事業計画策定ができたと同時に、体制づくりの
方向性が明確となった。 

●詳しくは、高知県中小企業団体中央会のホームページ（http://www.kbiz.or.jp）をご覧いただくか、右記の担当者までお問い合わせ下さい。

上記支援事業を活用したこれまでの主な事例紹介
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②取引力強化推進事業
　　　事業概要 　組合や組合員の「経営基盤の強化」を目指した、「共同事業の活性化」「受注拡大」

等の「取引力の強化促進」を図るために実施する取り組みに対して助成する。

　　　公募期間 令和元年６月３日（月）～７月３１日（水）
　　　　　　　　　 第一次締切 ： 令和元年6月28日（金）
　　　　　　　　　 第二次締切 ： 令和元年7月31日（水）

　　　　　　　　　※締切ごとに、審査・採択を行い、予算枠に達した時点で終了となります。

　　　対象組合 　構成員の２分の１以上が小規模事業者（常時使用する従業員の数が20人（商業
又はサービス業を主たる事業とする事業者については、５人）以下の会社及び個
人）である組合及び企業組合等。

　補助金額・補助率 【補助金額】５0万円以内　　【補助率】3分の2以内

　補助対象となる事業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　A. 共同事業活性化	 　共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介など行う組合
ホームページやチラシ等の検討や作成などを行う事業。

　B. 受注促進	 　共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシなどの検討や作成など
を行う事業。

　C. ブランド構築	 　連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブラ
ンドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージなどの検討・作成を行う事業。

　D. 取引条件改善	 　団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉など、組合員の取引条件の改善、構造改
革を促進するために行う事業。

　E. その他	 　上記の他に、業界の特徴などを踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進
するための事業。

助成金の公募開始について

髙瀨 小澤
高知県中小企業団体中央会　連携推進部
TEL ０８８-８４５-８８７０

問い合わせ先 担当

◆ホームページの制作 （高知県酒造組合）
　「土佐酒」のブランドコンセプトを策定し、これに基づき各種
プロモーションを実施するとともに、プロモーションを通じて
興味を持った消費者等の情報ニーズに応え、ファンの固定化
を図っていくために、ブランドイメージに基づいたホームペー
ジを制作した。

			URL：http://www.kbiz.or.jp/kumiai/sake/

◆組合製品パンフレットの作成
　（高知県木製品工業連合協同組合）

　組合及び組合員が展示
会等での販売促進のため
に、組合員の取り扱う製品
を一まとめにしたパンフ
レットを１，０００部作成し
た。パンフレットには、首都
圏保育施設や富裕層向け
をターゲットとした各組合
員の製品を厳選し、特徴や
魅力等写真付で掲載して
いる。

昨年度実施した取引力強化推進事業の活用事例
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　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、
ものづくり基盤技術に係る人材育成研修会を開催致します。
　今年度開催する研修プログラムは下記を予定しています。なお、正式に実施テーマ及び日程等が決まりま
したら、テーマごとに改めてご案内を致します。

（※実施テーマ及び開催時期は予定のため変更の可能性があります）

①	機械加工技術者研修プログラム
テーマ 開催時期 場　　所 募集人数

製図の見方・読図能力向上研修 令和元年7月30日、31日 高知ぢばさんセンター
（高知市布師田） 30名

品質管理（ヒューマンエラー）研修 令和元年7月中旬〈2日間〉 高知職業能力開発短期大学校
（香南市野市町） 20名

品質管理（ISO9001）研修 令和元年9月頃〈2日間〉 高知職業能力開発短期大学校
（香南市野市町） 20名

金属材料の破損・不良解析技術
研修 令和元年11月頃〈5日間〉 高知県工業技術センター

（高知市布師田） 5名

３DCAD技術研修 令和元年12月頃〈2日間〉 高知職業能力開発短期大学校
（香南市野市町） 20名

フライス盤技術研修 未定〈2日間〉 高知職業能力開発短期大学校
（香南市野市町） 20名

機械保全・検査技術研修 未定〈2日間〉 高知職業能力開発短期大学校
（香南市野市町） 20名

②	熱処理技術者研修プログラム
テーマ 開催時期 場　　所 募集人数

熱処理技術の基礎と
金属組織研修 令和元年10月頃〈2日間〉 高知職業能力開発短期大学校

（香南市野市町） 20名

③	溶接技術者研修プログラム
テーマ 開催時期 場　　所 募集人数

非破壊検査セミナー 令和元年6月11日 高知ぢばさんセンター
（高知市布師田） 30名

超音波探傷試験UT1 ①UT1講習	令和元年7月2日、3日、6日
②UT1実技	令和元年11月25日、26日

高知県立高知高等技術学校
（高知市仁井田）

	①10名
	②5名

浸透探傷試験PT 令和元年12月10日、11日 高知県立高知高等技術学校
（高知市仁井田） 5名

④	工場管理者研修プログラム
テーマ 開催時期 場　　所 募集人数

ムダ取り工場管理の基礎 令和2年2月頃〈1日間〉 県中央地域 20名

⑤	ものづくり技術革新セミナー
テーマ 開催時期 場　　所 募集人数

ものづくり企業IoT普及セミナー 令和元年6月26日 協同組合高知機械工業団地
（高知市布師田） 30名

ものづくり企業IoT技術
人材育成研修 令和元年7月24日、8月７日、21日、28日 高知職業能力開発短期大学校

（香南市野市町） 10名

専門家による個別現地指導 未定 県中央地域 －

ものづくり企業IoT技術者
育成サロン 未定 県中央地域 10名

曽我部 髙瀨小澤

高知県中小企業団体中央会　連携推進部
TEL 088-845-8870  FAX 088-845-2434

お問い合わせ先 担当

ものづくり担い手育成事業
研修プログラムのお知らせ
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髙瀨古木

15：00	 開会	

15：10	 成長するインドのビジネス環境について	
	 	 講	師：JETRO　海外調査部アジア大洋州課	
	 	 　　　　課長代理　西澤	知史	氏

16：20	 わが社のインド進出記 
	 	 講師：株式会社	太陽	
	 	 　　　　代表取締役　久松	朋水	氏

17：20	 技能実習生を活用した日印の人材交流について 
	 	 講師：日本テクノロジー株式会社（インド工業連盟）	
	 	 　　　　代表取締役　千布	忍	氏	

17：50	 インド・ベトナム視察について 
	 	 説明者：高知県中小企業団体中央会

18：00	 閉会
18：15	 交流懇親会

主催：高知県中小企業団体中央会　　後援：在大阪・神戸インド総領事館

海外展開事例研究
インド人材活用セミナー
最後の超大国ともいわれるインドは、拡大市場を背景に海外進出国として有望であ
り、「人材の確保」という点でも注目を集めています。	本セミナーでは、「ありのまま」
の海外進出や外国人材の活用について先駆企業の事例に学ぶと同時に、インドビジ
ネス情報やインド人技能実習生等について、最新の情報をお伝えします！

◦ 外国人材の活用（外国人技能実習生、特定技能外国人、高度人材など）
◦ 海外進出
◦ 海外マーケットでの販売 皆さまのご来場を心よりお待ちしております !!

令和元年
 6月18日 

（火）
 開催

プログラム

日 時 定 員

場 所

参加費

令和元年 ６月１８日（火）
15：00 ～ 18：00

（18：15～交流懇親会）

高知サンライズホテル 
高知市本町 2-2-31

50名（先着順）

無料
( 懇親会 6,000 円 )

【お問い合わせ先】　高知県中小企業団体中央会 担当
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中小企業団体全国大会
第71回

鹿児島県大会 【と　き】 令和元年 11月7日（木） 14：00～17：30
【ところ】 鹿児島アリーナ（鹿児島県鹿児島市永吉1丁目30番1号）

鹿児島県と熊本県の自然・文化を満喫していただける癒しの旅へご案内します。
２日間、歴史文化や地元の幸を堪能していただきながら親睦を深めましょう。

第71回中小企業団体全国大会（鹿児島県大会）と観光視察研修団日程表　〈２泊３日〉

　今年の全国大会は鹿児島県鹿児島市です。本会では、下記のとおり、全国大会への参加を兼ねた
観光視察研修旅行の参加者を募集します。たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。

※上記の旅程・参加料は予定のため変更する場合がありますのでご了承下さい。

【お問い合わせ先】　高知県中小企業団体中央会

　　　　　　　　TEL：088-845-8870	　IP	電話：050-3537-1702　	FAX：088-845-2434

第１日目
11月7日
（木）

第２日目
11月8日
（金）

第３日目
11月9日
（土）

参加料

【旅行主催】  （株）とさでんトラベル　【旅行企画】   高知県中小企業団体中央会

高知龍馬空港　　　大阪国際空港　　　　鹿児島空港
　7：45	発　　　　8：30	　　　9：30　	　10：45	　　　11：00
　　　【昼食・黒豚しゃぶしゃぶ】　　　　（第71	回中小企業団体全国大会）
　　　正調さつま料理熊襲亭　　　　　	鹿児島アリーナ
11：50　　　　　　　　　	12：50	　　14：00	　　　　　　　　17：00
　　　　　【展望露天温泉】城山ホテル鹿児島【宿泊】
17：30	頃　　　○夕食はホテル内料亭「楽水」にて会席料理

（朝食）	　　　【島津家別邸庭園】　　　　【桜島フェリー】
ホテル　　　仙巌園（尚古集成館）	　　　桜島桟橋　　　　　桜島港
9：00	　　　9：10　　　　　　	10：30	　10：40	　10：45	　　　11：00
　　　【桜島眺望】　　　　　			【昼食・くろず「壺畑」見学】
　　　有村溶岩展望所　　　　くろずレストラン壺畑　　　　				吉松駅
　11：20	　　　　11：50	　12：30	　　　　　14：00	　			15：00	　　15：16
【列車旅・しんぺい4	号】　　　【人吉温泉】
　人吉駅　　　清流山水花あゆの里【宿泊】　○夕食はホテル内料亭にて
16：35　	16：40	　17：00	頃　　　　　　　　　会席料理

（朝食・朝風呂入浴可）　　　	【国宝】　　　　　　【日本百名城のひとつ】
ホテル　　　　　　　　　青井阿蘇神社　　　　人吉城跡
　　　　　　　9：30　　	9：40　　　	10：00	　		10：10													10：40
									【昼食・手打ち丸岡そば】																		【草間彌生作品「赤い靴」】
											まるおか桜苑　　　　　　　　　　霧島アートの森
　　11：30	　　　　　12：10	　　　　12：50　　　　　14：30
　　				鹿児島空港　　　　大阪国際空港　　　　　高知龍馬空港
　　15：10	　16：50	　　18：00	　19：20	　　　　20：05	着

Q

Q Q

Q

お一人様　１３６，０００円（２名１室利用）
　　　　　１４１，０００円（１名１室利用）
※参加料には、大会参加料、交通費、宿泊費、飲食費、旅行保険料、
　その他の経費を含みます。

曽我部山本（雄）
担当
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協同組合帯屋町筋

天神橋商店街振興組合

まちなかよさこい2019を
開催しています

父の日イベントを
開催します

春のおかみさんまつりを開催しました

　協同組合帯屋町筋（廣末幸彦理事長）では、本祭以外の時期にもよさこい踊りを楽しみに来
街する観光客むけに「まちなかよさこい」を開催しています。高知市中心商店街の4カ所で演
舞を披露し、観光客の皆さんに本場のよさこい祭りの雰囲気を体感していただいています。
　ご家族ご友人、県外からのお客様をお誘いあわせの上、ぜひ中心商店街でよさこい踊りの
熱気をご体感ください。

　協同組合帯屋町筋女性部（山添真里女性部会長）では、5月の母の日イベントに続き、父の
日の感謝イベント「第22回父の日クレヨンマグカップ作り」を開催します。
　本イベントでは、小学生以下のお子様を対象に白いマグカップを配布し、クレヨンを使って
父親の似顔絵や好きなイラストを描いた世界に一つだけのオリジナルマグカップを制作するこ
とができます。参加費は無料で、先着300名様までとなっておりますので、ご家族連れで是非
ご参加ください。

●開催日時	：	6月16日（日）正午～
●開催場所	：	高知市帯屋町商店街アーケード内（帯屋町一丁目）

　天神橋商店街振興組合女性部（國吉偉子女性部長）では、４月１９日（金）・２０日（土）に
「天神橋おかみさんまつり」を開催しました。毎年春と秋の2回開催しているこのイベント
は、2日間限定で商店街アーケード内に手作り雑貨や手作り食品などを販売する店舗が出
店するほか、各店舗においても趣向を凝らした売り出しが行われており、今回も２日間で約
1,000名の来街者によって、商店街は大いににぎわいました。
　今年も秋の開催を予定しておりますので、ぜひご家族やご友人と足をお運びください。

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利用ください。
●中央会までどしどし情報をお寄せください！！

5月26日（日）	 帯屋町筋・ひとひら・高知学生		旅鯨人・祭三代ＩＫＵ！
6月		2日（日）		 帯屋町筋ジュニア隊・ひとひら・大橋通り踊り子隊
6月		9日（日）	 帯屋町筋ジュニア隊・祭三代ＩＫＵ！・高知学生		旅鯨人

12：00～12：20　オーテピア多目的広場	
12：40～13：00　中央公園北口
13：20～13：40　壱番街商店街内・高知大丸東館前
14：00～14：20　中央公園北口

【演舞チーム】

【開催場所】
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　IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったIT
ツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポー
トするものです。（日々のルーティン業務を効率化させるITツールや情報を一元管理するクラ
ウドシステム等、汎用的なITツールの導入に活用できます）
　詳細な内容についてはHP（https://www.it-hojo.jp/）をご覧のうえ、ぜひご活用ください。

【補助対象者】
　中小企業・小規模事業者等（飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業
の他、製造業や建設業等も対象）

【公募締切】	 A類型	6月12日（水）／B類型		6月28日（金）
【お問い合わせ】	 サービス等生産性向上　IT導入支援事業	コールセンター
	 TEL	0570-666-131　	042-303-1505
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　　枠内から最低1つ以上の業務プロセスが選択され、　　枠内
から計2プロセス以上が含まれる必要があります。

　　枠内から3つ以上の業務プロセスが選択され、　　枠内から
計5つ以上のプロセスが含まれる必要があります。

補助対象経費区分 ソフトウェア費、導入関連等

補助率 1/2以内

補助上限額・下限額
A類型 上限額：150万円未満　

下限額：40万円

B類型 上限額：450万円　
下限額：150万円以上

ソフトウェア

業務パッケージ（8つの業務プロセス） 効率化
パッケージ

汎用
パッケージ

①
顧客対応
販売支援

④
人材配置

⑦
会計・財務
資金・経営

⑧
総務・人事
給与・労務

⑤
業務固有プロセス
（実行系）

⑥
業務固有プロセス
（支援系）

⑨
自動化・分析

⑩
汎用

②
決済・債権債務
資金回収管理

③
調達・供給
在庫・物流

A類型の申請条件

B類型の申請条件
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去る５月１３日、高知県知事・高知県教育長・高知労働局より本会に対して、「令和２年３月新規高等学校卒業予定者への求人の早期提出と
若年人材の確保・定着のための雇用環境整備等について」、会員組合並びに組合員企業等への周知・広報に関する協力要請がありました。

令和２年３月新規高等学校卒業予定者への
求人の早期提出と、若年人材の確保・定着のための

雇用環境整備等についてのお願い

　平素は労働行政・教育行政の推進につきまして、特段のご理解
とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、全国的に景気は緩やかに拡大しており、本県でも景気の
回復とともに雇用情勢の改善が進み、就職を希望する新規高等
学校卒業予定者を取り巻く雇用環境は好転しております。
　雇用情勢が改善するなか、県内各産業で人手不足が深刻化し
ており、その主たる要因として、少子化による若年者の減少、新
規学校卒業者の県外就職及び県内就職者の早期離職率の高さ
が挙げられます。
　高知県、高知県教育委員会、高知労働局では、各産業の担い
手の確保・定着を行政の重要課題と位置づけ、県内企業の持続
的な発展のため、連携・協力した取組を行っております。
　しかし、本県の新規高等学校卒業者の県外就職率は依然とし
て高い状況であることから、高知県で働きたい方全員が県内で
働くことができるよう求人の早期提出をお願いいたします。併せ
まして、県内就職率を少しでも改善させるため、より多くの県内
企業について知ることのできる取組や、県内で働くことの魅力
を伝えるための取組、また、卒業まで生徒が学業に専念できるよ
うな採用内定者の研修時期の設定等について、県内各企業の皆

様方のご理解とご協力をお願いいたします。
　また、就職後も長く定着し、能力を発揮し続けていけるよう、
高知県働き方改革推進会議においては、全ての人が働きやすく
活躍しやすい職場環境づくりを目指して取り組むことを確認し
ているほか、昨年４月には、高知県働き方改革推進支援センター
を設置し、国と県の連携により職場環境の改善に取り組んでお
ります。
　仕事と生活の調和が取れた効率的な働き方ができる魅力あ
る職場環境の構築と、若年人材が能力を発揮していける育成環
境を整備することによって、県内就職者の増加を促進し、新規高
等学校卒業予定者をはじめとする若年人材の確保・定着を進め
ることができるものと考えております。
　つきましては、６月１日から、県内各ハローワークで新規高等
学校卒業予定者に対する求人受付を開始いたしますので、今回
の要請の趣旨をご理解いただき、特段のご配慮を賜りますよう、
何卒よろしくお願い申し上げます。

高知県知事　　尾﨑　正直　
高知県教育長　伊藤　博明　
高知労働局長　古田　宏昌　
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全国安全週間・説明会のご案内
令和元年度全国安全週間は、7月1日から7日まで、

『新たな時代に   PDCAみんなで築こう   ゼロ災職場』
※マネジメントシステムの基本をなす「計画（Plan）実施（Do）	評価（Check）	改善（Act）（「PDCAサイクル」という。）

のスローガンのもと全国一斉に展開され、6月1日から30日まではその準備期間として様々な取り組みが行われます。
　高知労働基準協会では、全国安全週間及びその準備期間の取り組みを有意義なものとするため、建設業労働災害防止協会高知県支部
及び高知産業保健総合支援センターとの共催、高知労働基準監督署の後援により、下記の日程で説明会を開催しますので、ご出席くださ
いますようご案内申し上げます（入場は無料です）。また、どなたでも参加できますので、たくさんの方々のご参加をお待ちしております。
　なお、出席された事業場には、安全週間用ポスター・のぼり（耐水用紙）及び関係資料を無料配付いたします。

開催日 会　場

令和元年	6月4日（火） 本山町プラチナセンター　	　　　　　本山町

令和元年	6月5日（水） ちより街テラス（3Fホール）	　　　　		高知市
（駐車場に限りがあります。できるだけ電車・バスをこ利用下さい）

令和元年	6月6日（木） 	いの町枝川コミュニテイーセンター　	いの町　

令和元年	6月7日（金） 南国市保健福祉セシター　	　　　　　南国市　

高知労働基準監督署の担当官等による主要説明事項

　◦安全週間について
　◦安全衛生関係法令の改正について
　◦働き方改草の推進に向けた取組について

労働者健康安全機構高知産業保健総合支援センターからのお知らせ

　◦治療と仕事の両立支援にかかるアンケート等について

特別講演（高知市及び南国市会場のみ）	

講師に平山労働安全コンサルタント事務所所長「平山		
朝之	氏」を迎え、「身近に感じれば職場の安全対策はう
まくいく!」のテーマで講演を予定しています。
ご期待ください!!

〈上記説明会に関するお問い合わせ・お申し込み〉 高知労働基準協会	 〒780-0816		高知市南宝永町5-11	山二ビル4　
	 TEL：088-885-4300

※各会 場とも午 後1時30 分から開
会。終了は本山町・いの町会場が
午後3時30分、高知市・南国市会
場が午後4時を予定。
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DI=（増加、好転）-（減少、悪化）
DI（景気動向指数）

売　上　高
収益の状況

業界の景況
情報連絡員報告（平成31年4月）

-40

-20

-10

10

0

5 6 7 8 9 10 11 12 30年1月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 31年1月 2 3 429年4月

▲10.0
▲16.7

▲33.3
-30

-40

-20

-10

10

0

-30

業界の状況 …好転 …やや好転 …不変 …やや悪化 …悪化

情報連絡員報告を中心とした

県内各業界の動向 2019年4月（前年同月比）

食品団地
4月度商況は、中旬以降GW前の受発注が活発となり、
景況は好転傾向となった。県外向けトラック便等が休
日前後の出荷・配達について働き方改革を進め、従来
の様に受付・出荷出来ず問題点となってきている。

生コンクリート製造
需要の低迷状態が続いている。前年同月比79.4%。

酒類製造
県内外共に増加。連休に向けての需要なのか、県内
出荷が好調であった。

コンクリート製品
出荷数量は前年同月比79%。市況は、減少傾向が続
いている。

木製品素材生産
搬入量については、スギで１割程度の増。ヒノキに
ついては横ばいの状況。価格については、スギで
500円/㎥程度、ヒノキで1,000円/㎥程度の下落。

刃物製造
旧価格の受注分が主に出荷され、昨年とほぼ同じ売
上げとなった。新値となる次月の受注はある程度落
ちるのではないかと思われる。

製材
全般に低調で、大きな変化も無く現状維持の状態が
続いている。

船舶製造
引き続き受注残の消化にて、高い操業度で推移して
いる。

製紙（家庭紙）
家庭紙の店頭販売価格は、やや持ち直しつつある
が、採算面で十分な利益が取れる状況には程遠い。
中小企業の努力には限界がある為、大手3社の節度
ある行動に期待する。

珊瑚装飾品製造
4月度製品会取引高は、前年度同月比48%であっ
た。前期一年間の製品会取引高の平均はここ数年の
中で一番低かった。

印刷
県内需要の官公需はまずまずに推移、民需は微減
か。県外需要は令和がらみで一部に好調な部分も
見られたが、低調な事業者もおり全体は微減となっ
た。

卸団地
景気回復が感じられない。人手不足の影響が出てき
ている。選挙（県議選・市議選）の影響か、外食産
業は全体的に低調であり、ゴールデンウィーク前の
閑散期としても、非常に静かな印象であった。

テントシート
各種材料費の値上がりに伴う在庫数量も通常年度の
環境に戻った状況である。

機械団地
自社ブランド品を製造する企業の売上高は好調を維
持している。組合員企業（29社）における昨年度
の総売上高は、一部企業の好調な業績により、前年
比113%と過去最高の高い数値となった。
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青果卸売
組合員には多少の減はあったものの、全体では約
20%の増になっている。果実、野菜の入荷も順調で
今月より始まる信州野菜に期待される。

商店街（四万十市）
空き店舗では、住居兼用であることがテナント誘致
の障壁となっている。土よう銀行跡地活用に関連して
「四万十市中心商店街振興計画」が策定された。実
効性のある計画とすることが今後のカギである。

生鮮魚介卸売
カツオ・マグロ共に順調に入荷があり、買高の上昇
に繋がっている。

旅館・ホテル
県・市議会２つの選挙があり、宴会部門の売上げは
想定範囲にとどまった。宿泊に関しては観光シーズ
ンと27日からの大型GW効果により月末まで満室と
なり稼働に起因した。

ガソリンスタンド
NY原油先物相場は約半年ぶりの高値水準に上昇し
た。イラン産原油の禁輸措置による原油の値上がり
で、石油元売り各社は卸値を引き上げ、高知県の市
況も下旬より高騰した。

旅行業
組合クーポン売上、前年同月対比134%、全旅クー
ポンを加味して125%。前月の売上減少分を取り戻
せたが決して楽観できない。

電気機械器具小売
4月は、前年比ほぼ100%で前年並。4Ｋ8Ｋテレビ
は前年比103%で、40型から55型が好調。小物調理
家電は前年比83%で少し悪い。

一般土木建築工事
公共土木用生コン出荷量は、前月比79.5%、前年同月
比88.1%。公共工事請負金額は前年同月比で99.3%。
H31/4末時点の発注者別前年対比請負金額は、
国:54.1%、高知県:196.4%、市町村:72.7%である。

中古自動車小売
2月、3月の売上増の反動かもしれないが、厳しい
状況である。先月同様、中間価格帯の消費者動向が
減少している。

電気工事
組合員の施工する電力引込線関連の平成31年度工事
量が確定し、前年度比150.3％であった。令和元年
度もこの傾向が続くことを期待したい。

商店街（安芸市）
月ごとの行事（4月は母の日）に合わせた催しを
行っている店舗もあるが、全体としての売上げには
あまり変化がない。

商店街（高知市）
中央公園地下駐車場利用状況　売上：前年比100.3%
台数：前年比98.9%。今月は外国客船が７隻入港し、
約12,000人が市街地に訪れたが、欧米系の乗客が多
く物販の売上げは以前と比べて低調であった。

一般貨物自動車運送
燃料価格は先月に続き上昇した。新年度に入っても
人員不足は深刻で組合員企業の経営に大きな影響を
与えている。組合事業は昨年度を若干下回った。

タクシー
実働1日1車当りの前年同月比営業収入：100.4%、
輸送回数：99.6%。当月の実働率は66.6%。車の稼
働が悪いので1車当りの収入は良くなっている。

各種小売（土佐市）
4月になり、少しは動いている様に見える。このま
ま、好転してくれたら良いと思う。

飲食店
月の前半は例年並みの集客だが後半にかけて落ち込
み、ゴールデンウィーク前半にあたる月末は通常の祝
祭日と比較しても集客が少なかった。業態や店舗によ
り差はあるものの業界全体として景況は悪化した。
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