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Closeup！ものづくり

株式会社m.e.works
3 中央会だより
外国人技能実習制度活用セミナー開催＆今後の予定について
組合New Face
地域資源と向き合うデザインセミナーを開催
ものづくり担い手育成事業研修開催報告・案内
ものづくり総合技術展に出展します！
（参加企業紹介）
組合いんふぉめーしょん
10 施策情報
高知家年次有給休暇取得促進キャンペーンのお知らせ
最低賃金が改定されました
高知県働き方改革推進支援センターのご案内
11月は過労死等防止啓発月間です
13 県内各業界別の動向・9月
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高知県中小企業団体中央会

ものづく
り補助金採択企業の取組み紹介
ものづくり技術

A i d m on e y a d op t e d c or p or a t e i n i t i a t i v e s

製造環境・立体造形・精密加工・デザイン

設備投資のみ

効率的に立体装飾造形物を
制作するための3D加工機の導入
◎事業計画概要
本補助事業で立体装飾造形工程に
「3D 加工機」
を導入することにより、
リードタイムの大幅な短縮の実現及び
機械加工による品質の安定化を図り、
手作業による効率と品質の限界を打開し、
短納期化・受注拡大による経
営の健全化を目指す。

取組みの経緯

実施内容

当社は、建築特殊外装装飾、立体サイン、
ショーやイベントの装
飾、
アミューズメントパークの立体造形物など大小さまざまな造形物
の制作を行っており、
すべて発泡スチロールを切削して成型する。
その工程は、
まず、注文を受けてから平面図・立面図・側面図の３
つの図面に起こし、場合によってはミニチュア模型を制作して形状
を確認する。次に、図面に従って発泡スチロールの塊から形を切り
出し、
ニクロム線カッターでの切削や研磨によって細部の形を整え
た後、表面強化剤を塗布して研磨し、凹凸なくなめらかに加工する。
注文の内容によって、
そのまま表面塗装して完成するものもあれば、
それを型取りしてFRPなどのプラスチックで成型、塗装して仕上げる
ものもある。
この制作工程のほとんどが手作業であり、加工に時間がかかり、
人件費が制作原価を押し上げているうえ、
その作業のスピードや精
度は個人技能に委ねられており、品質にバラつきが生じていた。当
社はスキルの高い造形職人が複数名いるが、
その高い技術を持っ
てしても、生産効率の向上と品質の安定化には限界があった。

▲3D加工機
3 Dデータの座標軸をもとに、
ｘ・ｙ・ｚ
の3 軸で切削加工するオリジナルの3D加
工機。既製品やメーカーがない特殊機械
であり、
フルオーダーで製作。

また、
これまでは設計図やイメージスケッチでの注文が多かった
が、近年3Dデータで提供されることが増えてきており、当社は3Dデ
ータに対応する最新の設備やソフトを保有しておらず、発注者に三
面図やミニチュア模型の提供を依頼するか、専門業者に解析・変
● 3D加工機制御ソフト

換依頼をせざるを得なかった。発注者に負担をかけるだけでなく、顧

専用PC で解析した3D
データを3D 加工機に伝達し、
稼動させるための専用ソフト。

客が望む仕様やイメージを正しく理解・解釈できず、誤認が生じる可
能性があった。
生産効率の向上と品質の安定化を目的に、3Dデータを扱う処理
ソフトと、3 Dデータを読み込んで自動で切削を行うことができる3 D
加工機を特注し、
導入した。

取組みの成果
① 3Dソフトによる時間短縮と品質向上
本補助事業により3Dデータの扱いが可能となり、
これまで外注して
いた取引先から提供される3Dデータの解析・図面化を内製化すること
ができた。必要に応じてミニチュア模型の制作を外注することもある
が、3Dソフトを導入後はその頻度が減少した。外注コストを削減すると
ともに、図面待ち・模型待ちの時間がなくなり、迅速に制作にかかるこ
とができるようになった。
また、パソコンの画面上で立体を全方向から
確認できるため、依頼者のイメージや要望が製作者に詳細かつ具体
的に伝わり、誤認することがなくなり制作精度が向上した。製作者間
でのイメージの共有や意思疎通の精度も上がり、打ち合わせがスムー
ズに短時間でできるようになった。
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At t e n t i o n C r e a t i v i t y

株式会社 m.e.works
所在地：〒780 - 8040 高知県高知市神田 2098 番地 2
T E L：088 - 856 - 9914
F A X ：088 - 856 - 9915
E-mail：sawada@meworks.jp HP：http://meworks.jp
設 立：2010 年（平成 22 年）9月24日
資本金：400万円
従業員数：10名
主たる業種：プラスチック製品製造業
◎企業概要
建築特殊内外装飾や、
アミューズメント施設や商業施設の立体装飾
造形物、
擬岩・擬木、
舞台美術装飾などの企画・制作を行っている。

代表取締役

澤田浩之氏

大型の造形物には、安全性のために内部に鉄骨などを入れて補強
するが、図面だけでは構造が把握しきれず、鉄筋が外に飛び出てしまう
こともあった。成型後のやり直しや修正は手間と時間を要するが、3D
ソフトで内部構造の確認ができるようになり、飛び出しや干渉などのト

製品内容

ラブルがなくなった。

発泡スチロール製、FRP製、軟性プラスチック製などの各種

② 3D 加工機による労力軽減と精度向上
フルオーダーで特注した3D加工機により、3Dデータから抽出したｘ
・

立体造形物、立体看板、建築特殊内外装装飾など。

ｙ
・
ｚの座標軸の数値から３次元の立体を自動で切削できるようになっ
た。初期段階の加工が機械化され、人的な労力が軽減するとともに作
業時間が短縮され、納期短縮にもつながった。
また、手作業に比べて精度の高い切削加工が可能とな
り、取引先のレベルの高い要求に応えられる提案・加工が
できるようになった。

③ 製造環境の改善
発泡スチロールの加工には、切削刃物や高熱を発する
ニクロム線カッターなどを使用するが、3D加工機の導入に
より、作業危険率を低減するとともに、初期の切削加工に
伴う粉塵やほこりを回避することができた。
また、加工時間の短縮により、技術承継や人材育成に
時間を充てることが可能となり、全体の技術力の底上げを
進めている。

今後の活動予定・販売計画
立体装飾造形物は、時代に合った新しい形やキャラクター像などが
求められるため常に需要があり、景気の影響を受けにくく、営業努力に
よって売上を伸ばすことができる市場である。今後、取引先のテーマ
パークでも設備投資が計画されているほか、東京オリンピック開催に
向けて関東圏では大型商業施設の開発や既存施設のリニューアル
などが計画されており、需要は高まる傾向にある。今回のシステムの導
入により、造形物のデザインや新たな表現が可能になったことから、開
発力・提案力を向上させ、競争力を強化して受注を拡大していく。
また、技術力を生かして、映画や舞台、
コンサートの美術装飾の分
野でも、新たな需要を開拓したいと考える。
さらに、切削加工の機械化により、同じ形状のものを多数製造する
ことが可能となった。
これまで難しかった大量生産の受注にも対応し、
価格競争力の強化につなげていく。
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中 央 会だより

外国人技能実習制度
活用セミナーを開催
― 平成30年度 外国人技能実習制度適正化事業 ―

本会では、去る10月11日
（木）
午後2時より高知市本町「高知サンライズホテル」において、外国人技能実習制度活
用セミナーを開催しました。
に限り受け入れ、
ＯＪＴを通じて技能を移転す
本セミナーは、開発途上国等の外国人を日本で一定期間
（最長5年間）
る
「外国人技能実習制度」
について、同制度の本旨である
「発展途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国
際協力」の促進を図るとともに、外国人材の活用による県内中小企業の海外展開への関心を高めることを目的に開催
したもので、当日は約80名が出席しました。
株式会社
セミナーでは、
はじめに本会指導員より外国人技能実習制度の概要について説明を行いました。続いて
（1）
駐日ベトナム社会主義共和国大使館 二
土佐電子 代表取締役 辻 韶得 氏より
「ベトナム進出企業 事例紹介」（
、2）
独立行政法人日本貿易振興機構
等書記官 チャン・フイ・ザン氏より
「ベトナム国と日本国の人材協力について」（
、3 ）
（ジェトロ）
知的財産・イノベーション部主幹 山口和紀 氏より
「外国人材を活用した海外展開モデルを考える」
と題して、
それぞれ説明頂きました。
参加者からは
「技能実習制度やベトナムの概況について理解が深まった」
「海外展開に向けて今後の検討材料にし
たい」
との声が聞かれ、非常に有意義なセミナーとなりました。

今後の

予定

外国人技能実習制度適正化事業に係る
今後のセミナーについて

本会では、
「外国人技能実習制度」
を活用し外国人技能実習生の受入れを既に実施している協同組合及び組合員
企業はもとより、外国人技能実習生の活用に関心があり、今後受入れを検討されている企業の皆様も参加できるセミ
ナーを下記の通り予定しています。
正式なご案内は、
セミナーごとに改めて行いますので、奮ってご参加下さい。
テーマ

日程
（予定）

第２回

新たな実習制度における
監理事業円滑化セミナー

平成30年12月

第３回

生活相談員のための
日本語指導法セミナー

平成31年1月

講師
（予定）

公益社団法人全国労働基準関係団体連合会

業務部担当部長 西津康久 氏
高知県国際交流協会

＜お問い合わせ先＞ 高知県中小企業団体中央会 連携推進部
TEL：088ｰ845ｰ8870 FAX：088ｰ845ｰ2434

担当

古木
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曽我部

ＮEW ＦACE

of Organization Central Meeting,Kochi

土佐経済交流協同組合
●設
立：平成30年9月10日
●理 事 長：大森 花名 氏
●所 在 地：高知県香美市土佐山田町
平山1083番地

中 央 会だより

組合ニューフェイス

●出 資 金：1,000,000円
●組合員数： 4 名
●主な実施事業：共同購買、
外国人技能実習生共同受入

理事長からの一言
近年、農業者や縫製業者の取り扱う資材の仕入れ価

向上を図る研修の開催や経営に有益な各種情報の収

格は値上がりしており、加えて、平成31年10月からは消費

集・提供といった共同事業の実施を通じて、
組合員事業所

税増税が実施されることにより消費の低迷が予測されるな

における事業活動の促進に繋げていくとともに、外国人技

ど、我々小規模事業者を取り巻く経営環境は大変厳しい

能実習生の団体監理型受入れを行うことで我が国の国

状況にあり、各々の努力だけではこれらの難局に立ち向う

際協力・国際貢献に寄与することを目指して当組合を設立

には限界があります。

致しました。

そのため、資材類の共同購買をはじめ、生産技術等の

今後ともよろしくお願い致します。

地域資源と向き合う
デザインセミナーを開催
本会では、去る10月9日
（火）
高知市追手筋「オーテ
ピア」において、
「 地域資源と向き合うデザイン」セミ
ナーを開催しました。
本セミナーは、本県の地域資源
（和紙、木材、刃物、
珊瑚など）
を活かしたものづくりを行う事業者を対象に、

本セミナーの講師として、
「デザインは生活や行動の

デザインによる商品訴求力の向上の重要性を学んで

すべての中にある」
を信条に製造現場へ出向き、生産

頂くことを目的に開催し、当日は事業者約70名が出席

者との関係を深めながら、生活家具を中心に素材特

しました。

性・機能性を踏まえたデザインの提案や、
オーテピア休
憩スペースの木製椅子デザインにも関わったムラサワ
デザイン 村澤一晃 氏を招聘し、
素材や製品を生み出
す歴史的・人材的な背景が含まれた地域資源を活用
するために必要な視点や、
これらの関係性を見直し、
根拠のあるデザインに繋げることの重要性に関して講
演して頂きました。
受講者からは、
「これまでの商品開発に対する考え
方を見直すきっかけとなりました」
「ものづくりへの思想
と具体的な事例があり、大変わかりやすかった」等の
声が聞かれ、
大変有意義なセミナーとなりました。
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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３０年度ものづくり担い手育成事業 ―
■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□

開催報告

■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□

機械加工技術者研修
県内企業で機械加工に従事する方を対象とした「品質管理
研修（日常業務に活かせるQC７つ道具編」
（１０月３日、
４日）
を、
香南市野市町「高知職業能力開発短期大学校」にて開催い
たしました。
本研修は、講師として機械加工の技能・技術及び知識等に
関する指導を行っている高知職業能力開発短期大学校より講
師をお招きし、品質管理の内、
「 QC７つ道具 」の基本的な知
識・技術及び社内で水平展開できる知識・技術の習得を目的
に開催しました。
本研修では、QC７つ道具を活用した品質向上に関する知
識・技術の習得等を目指して、品質管理に取り組む目的、不具
を使っ
合・不良の原因と対策、QC７つ道具の活用と工程、改善の取り組み方法などについて、座学とパソコン
（Excel 2010 ）
た講義がなされました。受講者からは、
「 現場の人間の意識向上に役立てたい」、
「 今後のQC活動で活かしていきたい」等の
声も聞かれ、有意義な研修となりました。

■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□

開催案内

■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□

機械加工技術者研修

金属材料の破損・不良解析技術研修
（鉄鋼材料の材料評価と熱処理）
●開催日時

第１回材料試験

11月27日（火）
・12月4日（火）

第 2 回材料試験

12月11日（火）
・18日（火）

第 3 回材料試験

2019年

●開催場所

高知県工業技術センター
（高知市布師田3992-3）
【講

参加者募集！

1月15日（火）◎全日とも午後1時30分〜5時
【研修概要】
本研修では、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為の手法を身につけることを目標に、
講義と実習を織り交ぜた研修を３つのコースに分けて行います。
○第１回材料試験

師】

高知県工業技術センター
生産技術課

鉄鋼材料製品の品質管理に欠かせない強度試験
（引張試験、衝撃試験、
硬さ試験など）
に関する座学と試験の実習を行います

眞鍋 豊士氏
土方 啓志郎氏

○第２回金属組織

【募集人員】 各回５名
（※先着順）

○第３回欠損検査

鉄鋼材料の特性を知る上で欠かせない組織検査に関する座学
（組織の
種類と特性の関連性など）
と実際に観察する実習を行います
内部欠陥を検査するX線透過装置を使いながら、安全な使用のための
X線の基礎などの座学と検査の実習を行います

＜お問い合わせ先＞ 高知県中小企業団体中央会 連携推進部
TEL：088ｰ845ｰ8870 FAX：088-845-2434
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無料

担当

古木

小澤

第7回ものづくり
総合技術展に出展します！

中 央 会だより

11月15日〜17日開催！

本会では「高知ぢばさんセンター」
（高知市布師田）
にて開催される、
ものづくり総合技術展
（主催：高知県・
公益財団法人高知県産業振興センター）
へ出展します。
本会ブースでは、
ものづくり補助金活用事例のパンフレットやパネルによる事例紹介や、
マッチング支援を行
います。開催期間中はものづくり補助金を活用した事業者が出展するほか、会員組合より高知県食品工業団
地事業協同組合、高知県土佐刃物連合協同組合、高知県瓦屋根工事組合、高知県木製品工業連合協同組
合が出展し、企業や組合の取組みを展示・紹介しておりますので、
ぜひ足をお運び下さい。

IoT・ICTゾーン

株式会社飛鳥
株式会社コア電子
有限会社上田電機

エコロジーゾーン

株式会社コア電子

屋外展示ゾーン

高知県木製品工業連合協同組合
有限会社上田電機

産業技術ゾーン

株式会社栄光工業
株式会社エスイージー
株式会社m.e.works
株式会社垣内
有限会社クリエイト・テーマ
株式会社坂本技研
三惠株式会社
株式会社進和技研
株式会社中央精機
株式会社特殊製鋼所
株式会社土佐電子
パシフィックソフトウエア開発株式会社
菱高精機株式会社

食品加工ゾーン

高知県食品工業団地事業協同組合
株式会社高南食品
株式会社フードランド
有限会社山本かまぼこ店

住まいと
暮らしゾーン

高知県土佐刃物連合協同組合
高知県瓦屋根工事組合
さめうらこむ
株式会社土佐龍
穂岐山刃物株式会社

農林水産
技術ゾーン

株式会社泉井鐵工所
井上石灰工業株式会社
株式会社太陽
株式会社丸昇農材

防災技術ゾーン

株式会社飯田鉄工
株式会社エスエークラフト
株式会社技研製作所
株式会社黒潮町缶詰製作所
株式会社高知丸高
有限会社四国淨管
株式会社第一コンサルタンツ
有限会社大協工産
株式会社西宮産業
株式会社マシュール

コンサルティング
ゾーン

高知県中小企業団体中央会

詳細はこちら
第7回ものづくり総合技術展
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天神橋商店街振興組合

「Ma.（ま）」が新規出店しています！
天神橋商店街振興組合（國吉康夫理事長）
のチャレンジショップTJB
に、16店目の出店者が挑戦中です。大阪から四万十市に移住された益田
真理さんは、服飾について学んだ後に実際にアクセサリーなどのデザイン・
製作に加えアパレルの店頭販売などを経験されており、現在の肩書は
「イラストレーター・グラフィックデザイナー・アクセサリー作家」。
店頭には天然石やビンテージパーツなどを使った手作りのアクセサリー
が並び、中には地元の素材を使ったものもあります。今後はイラストやデザ
インの受注も拡大していきます。

チャレンジショップTJB『art + design Ma.』
●四万十市中村天神橋54番地 天神橋商店街アーケード内
●営業時間／10:00〜17:30
●定 休 日／水曜日・日曜日

チャレンジショップTJB事務局

Challenge Shop

●営業時間／9:30〜18:30
●定 休 日／水曜日
●TEL：0880ｰ35ｰ2019

大正町市場協同組合

街の魅力を発信中！
「10分ガイド」はじめました

南国市土曜市協同組合

感謝祭を開催します！
！

大正町市場協同組合
（田中隆博理事長）
では、市場を訪れた
観光客に地域の魅力を伝えるために、9月から市場全体で
「 10分
ガイド」
に取り組んでいます。年々増加している観光客と、
買い物だ
けではないつながりを持つことで、
市場の歴史やお魚情報に加え、
市場で働く人たちといった大正町市場の真の魅力を発信すること
を目指しています。
おしゃべり好きな市場のメンバーを考慮して、
ガイドは1人1回10
分間と制限時間を設定しています。市場内で赤いTシャツ
（※画像
参照）
を着用している人に話しかけると、
その人のガイドが無料で

10分間受けられるという仕組みで、現在のガイドメンバーは5名で
す。新鮮なお魚を目と舌で堪能しつつ、名物ガイドの話で耳でも大

南国市土曜市協同組合
（今田尚理事長）
では、来る12月1日

正町市場を楽しんでいただけると思いますので、
お越しの際には是

（土）
に南国市大埇甲の土曜市会場にて恒例となった「歳末感

非ご利用ください！

謝祭」
を開催します。
当日は、来場者に豚汁無料配布や豚汁早食い競争をはじめ、
ゴメンジャーショーや起震車での地震体験やパトカーなど緊急車
両の試乗撮影など、家族で楽しめるイベントが実施されます。
また
新鮮で安い野菜・果物、惣菜、鮮魚・干物、花卉類がそろっていま
すので、歳末のお買い物や家族サービスとして、
ぜひ家族連れで
お出かけ下さい。

●開催日時：12月1日
（土）午前7時頃〜午後2時頃
●開催場所：南国市大埇甲2028
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協同組合土佐刃物流通センター
第17回

刃物供養菜祭を開催します

京町・新京橋商店街振興組合

クリスマスイベントを
開催します

中 央 会だより

組合 いんふぉめーし
ょん

協同組合土佐刃物流通センター
（山﨑洋介理事長）
の有志ら
で構成されるZAKURIでは、来る12月1日・2日の2日間、午前10時
〜午後4時まで組合会館
（香美市土佐山田町上改田109）
にて
恒例の 刃物供養菜祭 を開催します。
当日は不要になった刃物を無料で供養（処分）
するほか、切れ
味の悪くなった包丁をお持ちの方は、有料となりますが土佐刃物
職人が刃物の研ぎ直しも行います
（ZAKURI商品は研ぎ直し無
料）。このほか、製造

京町・新京橋商店街振興組合（安藤浩二理事長）
では、来る

実演、包丁の研ぎ方

11月21日
（水）
〜12月26日
（水）
までの約1ヶ月間、京町並びに新

などもお教え致します。

京橋のアーケードの天井をLED電飾等で装飾し、商店街を華や
かに演出するクリスマスイルミネーションを実施します。
また、
クリス
（土）
には、京町商店街の中と、
マスイブの前々日である12月22日
タウンモビリティ
「ふくねこ」
さんの店舗内でクリスマスコンサートを
開催します。
11月18日
（日）
のプレイベントでは、高知TMOで活動中の「エス
コーターズ」
と連携し、
お子様へのクリスマスプレゼント
（お菓子）
の配布など、様々なイベントを行う予定をしておりますので、
ぜひご
家族連れでご来場ください。

また軽食コーナー
もご用 意しています
ので、是 非 、
ご家 族
連れでご来場下さい。

●開催日時：12月1・2日
（土・日）午前10時〜午後4時頃
●開催場所：協同組合土佐刃物流通センター 組合事務所
（香美市土佐山田町上改田109）
●お問い合わせ・事前予約等
協同組合土佐刃物流通センター ＴＥＬ
：0887ｰ52ｰ0467

（水）
〜12月26日
（水）
●イルミネーション点灯期間：11月21日
●プレイベント開催日：11月18日
（日）
●クリスマスイベント開催日：12月22日
（土）

高知県理容生活衛生同業組合

高知県商店街振興組合連合会

理容ボランティアの日
の活動を行いました！

よさこい四万十2018を
視察しました！

高知県理容生活衛生同業組合
（東﨑幸男理事長）
では、9月

高知県商店街振興組合連合会（廣末幸彦理事長）
では、四

の第2月曜に設けられている
「理容ボランティアの日」に合わせて

万十市で8回目を数える新たな風物詩「よさこい四万十」の視察

県内9の支部がそれぞれに活動しました。高知支部
（田上武男支

を行いました。高知市内より7 名が参加し、32チームの踊り子隊

部長）
では、23名が参加して昨年に続いて4度目となる桂浜公園

や中村商工会議所青年部を中心とした運営について視察しま

東側の東浜での清掃ボランティアを行いました。中村支部
（西内

した。

順友支部長）
では理容師5名が、四万十市安並の介護老人福祉

また、夜は四万十市商店街振興組合連合会（土居愛明理事

施設にて出張理容のボランティアを行い、施設利用者40人がサ

長）
の会員と高知市からの参加者で懇親会を実施し、視察したよ

ービスを受けました。
また、散髪奉仕50年を迎えた土佐清水支部

さこい祭りについての意見交換や、
それぞれ

では、
出張理容を実施し、8名の組合員によって92名の利用者へ

の商店街の現況報告や課題点の相談

サービスを提供しました。

などが交わされ、大いに親睦を深める
ことができました。
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高知県印刷工業組合

全日本印刷文化典高知大会を
開催しました
高知県印刷工業組合（酒井陽典理事長）
では、10月5日
（金）、6日
（土）
に2018全日本印刷文化典高知大会（主催：全日本印刷工業組合
連合会・四国地区印刷協議会・高知県印刷工業組合）
が高知市の三
翠園にて開催しました。
本大会は
「土佐で語ろう 印刷の未来」
をテーマに開催され、全国から
約550名参加のもと記念式典や作家・山本一力氏による記念講演会が
行われました。記念式典では功労者の表彰が行われたほか、高知県印刷
工業組合青年会中島会長が印刷文化典宣
言を高らかに宣言し、満場の拍手の下
採択されました。

酒井理事長挨拶

はりまや橋商店街振興組合

「絵金生誕祭」
を
開催しました！
はりまや橋商店街振興組合
（小谷一雄理事長）
では、10月6日
（土）
に当商店街内において、
「 絵金生誕祭」
を開催しました。江

高知卸商センター協同組合・協同組合高知機械工業団地

「秋の交流会」
を
開催しました！
高知卸商センター協同組合青年部会
（白石雄英部会長）
と協
同組合高知機械工業団地マインテックユース
（島田誠委員長）
で

戸末期に誕生した絵師・金蔵（通称：絵金）
の誕生日
（ 10月1日）

は、10月14日
（日）
に、両団地の企業で働く従業員とそのご家族

にちなみ、毎年10月の第一土曜日に開催しているもので、今年は

並びに地域住民の皆様との親睦を深めることを目的とした青年部

香南市野市町のアクトランドの協力を得て、屏風絵を商店街の

合同の「秋の交流会」
を開催しました。

空き店舗に展示。
じっ

当日は、海鮮焼きや生ビール、
くじ引き、
ビンゴ大会などの出店

くりと鑑賞できると好評

のほか、
マジックショーやカラオケ大会など様々なイベントで大いに

いただきました。また、

にぎわい、
参加者は親睦を深めました。

商店街中央の広場内
ではたこ焼きや焼き鳥
などの夜店が出店した
ほか、舞台を設けてよさ
こい踊りの演舞も披露
され、多くのご家 族 連
れに楽しんでいただき
ました。

掲 載無料
9

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！
！

高知県からのお知らせ

施策情報
10

施策情報

高知労働局からのお知らせ

高知県最低賃金 が
改定されました
︿時間額﹀

762

平成30年

10月5日
から

円

詳しくは最低賃金に関する特設サイトで検索
h t t p : / / w w w .s a it e ic h in g in .in f o /

◆年齢やパート・学生アル
バイトなどの働き方の違
いにかかわらず、すべて
の労働者に適用されます。
◆確認の方法は、確認し
たい賃金を時間額にして
最低賃金額（時間額）
と
比較しましょう。

＜お問い合わせ先＞
高知労働局 労働基準部 賃金室
高知市南金田1-39 TEL：088-885-6024

高知県働き方改革推進支援センターのご案内

『働き方改革』に取り組む事業主の皆さまを支援します
○「高知県働き方改革推進支援センター」は、
（公財）
高知県産業振興センターが高知労働
局からの委託を受けて設置した公的な相談窓口です。
○労務管理等の実務に精通した社会保険労務士が秘密厳守でご相談を承ります。
○就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用などについて、専門
家が無料で相談に応じます。出張相談会・セミナーも開催しています。

相談例

●36協定について詳しく知りたい
●非正規の方の待遇を良くしたい
●賃金の引上げに活用できる国の支援制度を知りたい
●人手不足に対する対応方法を教えて欲しい
●助成金を利用したいが、利用できる助成金が分からない

開 所 日

月曜日〜金曜日

開所時間

午前８時３０分〜午後５時１５分まで

所 在 地

高知市布師田３９９２−２
（高知県中小企業会館１F）

メ ー ル

hatarakikata＠joho-kochi.or.jp

電話での相談やお申し込みは、フリーダイヤル
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お気軽に
ご相談下さい

☎０１２０ 899 869 へお気軽にご利用下さい

過労死等防止対策推進法では、
国民の
間に広く過労死等を防止することの重要性
について自覚を促し、
これに対する関心と
理解を深めるため、
毎年11月を
「過労死等
防止啓発月間」
と定めています。
このため、厚生労働省では、同月間にお
いて、過労死等の一つの要因である長時
間労働の削減等、過重労働解消に向けた
集中的な周知・啓発等の取り組みを行う
「過重労働解消キャンペーン」
を実施してい
ます。

◆過重労働による健康障害等を防止する
ためにも労働時間を適正に把握し、次の
措置を講じましょう。
①時間外・休日労働時間を削減しましょう。
36協定
（時間外労働・休日労働に関する協定）
で定める延長時間は、
限度基準に適合したものとする必要があります。
特別条項付き協定により月45時間を超える時間外労働が可能な場
合にも、実際の時間外労働は月45時間以下とするよう努めましょう。
休日労働についても削減にも努めましょう。

②年次有給休暇の取得を促進しましょう。
年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくり、計画的付与制度の
活用などにより、
年次有給休暇の取得促進を図りましょう。

国民一人ひとりが自身にも関わることと

③労働者の健康管理に係る措置を徹底しましょう。

して過労死等とその防止に対する理解を深

健康管理体制を整備すると共に、
健康診断を実施しましょう。
長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指
導等を実施しましょう。

めて
「過労死ゼロ」
の社会を実現しましょう。

施策情報

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です！

厚生労働省では過重労働解消キャンペーン期間中に、
次の取組を行います。
労使の主体的な取組を促します。
使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減
に向けた取組に関する周知・啓発などの実施について
の協力要請を行います。

電話相談を実施します。
「過重労働解消相談ダイヤル」
（ 無料）
を全国一斉
に実施し、過重労働をはじめとした労働条件全般にわ
たり、都道府県労働局の担当官が相談に対応します。
【実施日時】

平成30年11月4日（日）9：00〜17：00
フリーダイヤル☎0120ｰ794ｰ713

参加
無料

重点監督を実施します。
①長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災
請求が行われた事業場等、②離職率が極端に高い等、若者
の「使い捨て」
が疑われる企業等への監督指導を行います。

企業における自主的な過重労働防止対策
を推進します。
企業の労務担当責任者などを対象に、9月から11月を中心
に、全都道府県で計64回、
「 過重労働解消のためのセミ
ナー」
（委託事業）
を実施します。
【専用ホームページ】

http://www.partner.lec-jp.com/ti/overwork/

≪基調講演≫

「若者の過労死問題を考える」
過労死等
防止対策推進 【日時】 平成30年12月1日（土）13:30〜16:15（受付13：00〜）
【場所】 高知城ホール
シンポジウム
ほか
講師 愛媛大学名誉教授 長井 偉訓 氏
プログラム
あり
を開催します
（高知市丸ノ内二丁目１番10号）

※詳細、参加申込については下記ホームページをご覧頂き、
お申込みください。

http://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo
po
＜お問い合わせ先＞ 高知労働局 労働基準部 監督課

高知市南金田1-39

TEL：088-885-6022
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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）

2018年9月（前年同月比）
売 上 高
収益の状況
業界の景況

情報連絡員報告（平成30年9月）

DI
（景気動向指数）
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食品団地

生コンクリート製造

県内、県外市場ともに平年並みであった。ただし、県
外小売店への小ロット直送便の運賃が10月より値
上がりしたことから、
価格転嫁できるかどうかで収益面
に影響がありそうである。

前年同月比77.8%と低調である。

酒類製造

コンクリート製品

減少が続く。酒造期に入り製造計画に苦慮するとこ
ろである。

出荷数量は前年同月比66％。市況は、減少状況
が続いている。

テントシート

通常年度の環境に戻った印象である。

機械団地
団地内の業況は、季節的要因などで売上が落ち込
んだ事業所が一部にみられるが、概ね前年並みで推
移している。

木製品素材生産

刃物製造

7月の豪雨災害等の後一定出材状況も安定してき
ており、
スギ・ヒノキ共に価格は横ばいながらも、搬入
量については、4割程度増加の状況である。

引き続き、受注に対する供給がおぼつかない。職人
育成が急務である。

製材
相次ぐ台風の影響で多少落ち込み気味であるが、
現状維持の状態が続いている。

船舶製造
受注残等の消化にて、
操業度は高い水準である。

製紙

珊瑚装飾品製造

家庭紙の汎用品に値上げの動きがあり、期待するも
上げ幅に不満が残る。原材料高。製品安で暫くは
厳しい状況が続くのではないかと思われる。

9月製品会取引高は、前年同月116％であった。特
に業況に変化はなし。

印刷
県内需要は官公需、一般共に一段と厳しい。県外
需要に関しては昨年並み。昨年の衆議院選挙特
需を差し引いても前年割れと思われる。
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卸団地
景気回復が感じられない。量販店、
外食店ともに人材
不足と売上低下に苦戦しており、店舗数の削減、営
業時間の短縮等が目に付くようになってきた。

青果卸売

商店街
（四万十市）

全般的には7〜8月に続き入荷減であった。野菜は10
％以上減で、
平均キロ単価は8月に続き120％台で好
調。果実は10％弱減であったが、平均キロ単価はほ
ぼ前年並みで、
入荷減のわりに販売は苦戦した。

売上等、
前年度とほぼ同等であるが、
よさこい四万十
2018が開催され、
街は賑わい、
飲食店や宿泊等にも
かなりの恩恵があったと思われる。

生鮮魚介卸売

旅館・ホテル

大型の台風の影響で、前後の１週間程度は全般的
に入荷が少なかった。台風の影響がないとき、
カツオ
は安値で順調に入荷された。

台風21, 24号の影響により宿泊のキャンセルが多く、
数字を落とした。行楽シーズンの今後に期待する。

各種小売
（土佐市）
9月は、毎年職種に関係なく暇な月で、今年も厳しい
月となった。

ガソリンスタンド
米国によるイラン経済制裁、混迷する中東情勢等、
複数の要因が絡み合い、原油市場は、
この5週間で
元売りの値上げ幅は5円50銭となった。よって、高知
県の価格は9月下旬に値上げが実施された。

飲食店
台風と悪天候の影響で観光客が少なく、
県内客にも
外食控えがあった。売上増が期待された連休の集客
が非常に少なく、
業界の景況がはっきりと悪化した。

旅行業
9月組合クーポン売上前年同月対比107％、
全旅クー
ポンを加味して165％。学校旅行関連の売上が台風
の影響による減少分をカバーしているが、
天候不順、
災害等で秋の旅行シーズンも楽観できない見通し。

電気機械器具小売

一般土木建築工事

9月は金額ベースでは前年並み。エアコン103％、
テレビ85％、
洗濯機97％。

公共用土木生コン出荷量は、前月比104.7％、前年同
月比82.6％。平成30/4〜30/9累計においては前年同
月累計対比79.0％の水準。9月の公共工事請負金額は
前年同月比で69.8％、
前年対比累計金額では86.0％。

中古自動車小売

電気工事

9月は第2回中古車ジャンボカーニバルを開催し、15
〜17の3日間開催し、第1回より多少減少したもの
の、
ユーザーアピールには良かったと思われる。
今後も継続して開催していきたいと考えている。

組合員の施工する電力引込線関連の工事量は、
前年同月比166％となった。高知中央、香長、須崎
地区の伸びが要因である。

商店街
（安芸市）

一般貨物自動車運送

空店舗を活用したコミュニティの場を模索中。現在、
月に数回、障害者の活動場所等に使用している
が、今後は、
その他のイベント等も実施し、商店街に
来てもらうきっかけになれば良いと考えている。

燃料価格が高騰しており、組合員事業者は苦しい
状態といえる。10月以降需要が増えてくるとみられる
が人手不足は解消できていない。組合事業は前年
比を若干上回った。

商店街
（高知市）

タクシー

中央公園地下駐車場利用状況 売上：前年比110.7％台
数：前年比107.2％。二つの台風に見舞われ、多くの店
舗が休業を余儀なくされたが、
「高知大道芸フェス」は
雨天のなか多くの来街者で賑わいをみせた。

実働1日1車当りの前年同月比営業収入：99.7％、
輸送回数：100.8％。当月の実働率は67.7％。
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