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1 組合見聞録

【組合見聞録】K U M I A I K E N B U N R O K U

Kochi Federation of Small Business Associations

土佐山ファクトリー
協同組合
理事長

宮地 正忠

［組合プロフィール］
所 在 地：高知県高知市春野町
弘岡中1402番地
Ｔ Ｅ Ｌ：088-894-6363
組合員数：6名
設
立：平成28年1月
主な事業：共同加工販売

氏
ユズ市場拡大で増加した
生産量、
その裏にある産地
ならではの課題
当組合は、組合員の生産する農作物の加工販売事業を主
たる組合事業として、昨年 1月に設立しました。組合員の土佐
山柚子生産組合、JA高知市、旭フレッシュ株式会社には
元々、
ユズ果実の生産・売買・加工販売という共同事業を介し
たつながりがありました。ユズ市場の急速な拡大に対応するた
め、旭食品グループでは平成 20年頃から高知市とのパートナ
ーズ協定を締結し、土佐山柚子生産組合が主体となって計画
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精油抽出装置

的植木や生産技術講習会の開催など生産振興に取り組んで

その解決方法を模索していた平成26年に高知県産業振興

きました。その甲斐あって当時 10 数軒だったユズ生産者が現

センターから、農作物を利用して安全性の高い精油を効率よく

在では200軒を超え、安定的に1,000tの収穫量が確保できる

抽出できる装置を開発したという県内企業の情報を得たことをき

ようになったことで、
ユズ果汁を使った製品の供給も安定し、中

っかけに、本格的にユズ果皮を有効利用できる共同事業の検

山間地域の農業振興にもつながっています。
しかしこの事業

討をはじめました。
そして廃棄するしかなかったユズ果皮を買い取

の中で利用するユズ果汁搾汁後の残渣の廃棄には処分費用

り、
付加価値をつけた製品として加工し、
販路を確保することで、

が発生し、生産量の増加に伴う費用負担の増加が、生産者の

長年の共通課題を解決するための事業を行う主体として協同

悩みの種となってきました。

組合を設立するはこびとなりました。

安全な素材を安心の製法で
土佐山のユズを100%有効利用
精油抽出装置の導入にあたっては、
高知県産業振興計画におい
て高知市地域アクションプランの１つに位置付けられた
「ユズを核とし
た中山間農業の活性化」
に該当する取り組みとして、
高知市や高知
県、
産業振興センターなどに支援いただきました。平成28年度は概ね
装置導入などの準備期間となりましたが、
今年3月より稼働を始め、
現

精油
（中央手前）
と
芳香蒸留水
（中央奥）

在は半年ほど経過したところです。装置の稼働にあたり、
新たに原料

新技術を採用し、
電子レンジ内で発生するようなマイクロ波を真空

この装置で
ユズ生産地の土佐山地域から従業員1名を雇用しました。

で沸
に近い環境でユズ果皮に照射することで、
低温
（40〜50℃）

年
は、
一度の運転で8時間をかけ500kgの果皮を処理することができ、

点を迎えたユズ果皮中の油分や水分が気化するため本来の香り

間で約137,500kgの果皮を活用します。
それまで廃棄するしかなかった

が抽出できます。
さらに、使用する原料はJA高知市を通じて生産

ユズ果皮から、
ユズ精油「ニューエッセンシャルオイル」、
芳香蒸留水

者から完全なトレーサビリティ可能なもののみで、加工の段階で

「ニューフローラルウォーター」、
乾燥果皮といった3つの製品が生産

水や有機溶剤などを加えることもないため、本来の香りを損なわ

芳香蒸留水
できます。最終的な生産量は、
精油が果皮の1割未満、

ずユズ本来の香りが強く添加物もない点で他の製品との差別化

乾燥果皮が約3割となり、
最終的に製品としては果皮から
が約6割、

が可能ではないかと考えています。

0.3〜0.4％程度しか生成することができない精油は極めて希少なも
ので、
過去に類を見ない新たな製品として期待しています。
本事業の強みは、精油抽出装置を使って生成される製品が安

そのため、一般的な食品や化粧品などへ既存の香料などの代
わりの原料として転用するというよりは、
この製品の特質を生かし
た新たな商品化が必要で、商談中のメーカーや商社では現在、

心安全であり、
ユズ本来の香りを楽しむことができるという点にあり

研究開発に取り組んで頂いています。早ければ来春にも製品化

ます。従来の汎用的な精油抽出方法の「溶剤抽出法」や「水蒸

される見通しです。

気蒸留法」
では、有機溶剤や水を加えることで効率的に精油を抽
出できる代わりに、
ユズ本来の香りが変わってしまう、
あるいは香り
が弱いなどの問題点がありました。
また、加えるものがない「圧搾
法」
では抽出効率が悪く、不要な成分まで抽出されるといった難
点があります。
これに対し、
今回導入した装置では
「マイクロ波抽出法」
という

独自製品の開発・普及で
中山間地域の農業活性化へ
製品の生産とともに、営業活動では中央会の補助事業を活
用して製品パンフレット作成を行うなど、香料メーカーや食品メー
カーを中心に販路開拓も進めています。無添加で安全な精油
や芳香蒸留水の強みを活かし、
こだわり食品や化粧品などの高
質製品向けの香料原料としての認知度向上を図り、高付加価
値商品としての地位を確立していきたいと考えています。また、
組合員の旭フレッシュ株式会社を中心にメーカーなどと協力した
新製品開発などを通し、ユズ精油の活用促進への取り組みも
進めていきます。
こうした取り組みを通じて果汁搾汁後のユズ果皮を、有用なバ
イオマス資源として活用することで、年間 400 ~ 500 万円の廃棄
費用を削減するとともに生成される精油などを販売し、
その収益を
組合員のユズ生産組合を通じてユズ生産農家へ還元していくこ
とで中山間地域の農業活性化へつなげていきたいと思います。

精油と芳香蒸留水が生成されたところ

kumiai kenbunroku : Koreshitchoite!

安心・安全を支える組合員のつながり
当組合組合員の旭フレッシュ株式会社では、
毎年収穫の最盛期となる11月
半ばに、高齢化の進む生産者の収穫をお手伝いしてきました。現在は社員だ
けでなく、
首都圏の取引先メーカーなどからも参加者があり、
約20名が収穫応
援のために産地を訪ねています。
また、
毎年7月には土佐山地域菖蒲地区のコミュニティーセンターや鏡川河
畔にて組合員の土佐山柚子生産組合とJA高知市、旭フレッシュ株式会社、
そして行政関係者が一堂に会して交流会を開催しています。
こうして日常的
に交流の機会を持ち、
信頼関係を築いた組合員が携わって、
手作業で収穫さ
れた安心・安全なユズを使った製品作りを続けていきたいと思います。
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高知県製パン協同組合

高知県屋外広告美術協同組合

講習会を開催しました！

屋外広告の日に
キャンペーンを実施

高知県製パン協同組合
（下司 冨士夫理事長）
では、去る7月
30日に本会の連携組織活性化支援事業を活用し、種類や店舗
展開が多様化する中で、
最新の製パン技術を習得することを目的
とした講習会を開催しました。
講師は、大阪府で製パン店
（ミル・ヴィラージュ）
を経営するオー
ナーシェフの渡辺氏をお招きし、小規模店でコストを抑えながら付
加価値の高いパンを開発するノウハウを、実演を通じて学んだこと
で、参加者の技術のみならず経営感覚を意識した商品開発の促
進につながる講習会になりました。

壱番街商店街振興組合

高知県酒造組合

ハロウィンイベントを開催
します！

土佐はし拳全日本選手権
大会を開催します！

壱番街商店街振興組合（早川賢治理事長）
では、10月28日
（土）
、29日
（日）
の2日間、商店街アーケード内においてハロウィンイ
ベントを開催します。28日は夕方18時より、高知大丸東館前の特

高知県酒造組合(竹村昭彦理事長)では、来る10月3日
（火）
に
高知市本町「ザ クラウンパレス新阪急高知」
にて第52回土佐は
し拳全日本選手権大会を開催します。

設ステージにて、土佐中・高等学校軽音楽部のライブを行います。

本大会は、高知の伝統的なお座敷遊びの「はし拳」
を広めなが

29日には、アーケード全体を使って来街者参加型のイベントを

ら土佐酒の消費拡大につなげることを目的に、昭和 38 年に第 1

予定しています。何が起こるかは当日、商店街へお越しいただいて
のお楽しみとなりますが、
イベント中に仮装してお越しいただいた

回大会が開催されて以来、毎年開催されているものです。
当日の競技は3人1組で戦う団体戦と個人戦がトーナメント形

方には組合員店舗などでお菓子の配

式で行われ、
「はし拳日本一」
を競います。毎年熱戦が繰り広げら

布も行います。ぜひ、
いつもと少し違

れておりますので、
ご興味のある方は是非会場に足を運んでみて

った壱番街に、仮装してお出かけくだ

はいかがでしょうか。

さい！
10月28日
（土）
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高知県屋外広告美術協同組合
（岡﨑 勲理事長）
では、
９月7
日
（木）
に簡易除去の対象広告物等の一斉除去及び違反広告
物に対する指導を実施しました。
（屋外広告の日）
に正しい屋外
この取り組みは、毎年９月10日
広告物に関する知識の普及啓発を図るとともに、美しく安全なま
ちづくりに資することを目的として、当組合が国・県・市の行政機
関や警察、四国電力やNTT西日本等の電柱・電話柱管理者等
と共同で作業を実施しているものです。
今年はそれに加え高知市中心街の街歩きをして、
劣化したあるい
は危険な広告物の調査を行いました。継続的な組合活動の成果も
あって高知市内の違反広告物は減少傾向にあり、今後も屋外広
告物の規制周知を徹底することで、美観・景観の向上そして広告
物の安全対策への喚起に寄与出来るよう取り組んでいく予定です。

開催
日時

18:00〜20:30

開催
場所

壱番街商店街アーケード内
高知大丸東館前

開催
内容

仮装した土佐中・高等学校
軽音楽部によるライブを行
います。

10月29日
（日）
12:00、14:00、16:00にイベント
（店舗でのお菓子の配布は終日）

壱番街商店街アーケード内

仮装しておいでていただくとお菓
子のプレゼントのほか、ハロウィン
をより楽しめる午後のイベントにご
参加いただけます。
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高知県手すき和紙協同組合

需要者向けの展示会を開催
高知県手すき和紙協同組合
（大勝敬文理事長）
では、東京都日本
橋「小津和紙
（小津ギャラリー）」にて
「土佐和紙展」
を去る８月７日〜
１２日に開催しました。
同展示会は、本会助成事業を活用して実施されたことから、本会職
員も現地に出向き開催をサポート、会場では組合員が製造した和紙を
展示し、来場した書家等の需要者から用途などに関する生の情報収
集を行うなど、製品開発・改良に生かすためのマーケティングリサーチ
に取り組みました。
収集情報を踏まえて、今後の手すき和紙業界の展開について組合
と意識の共有を図り、活性化への取り組みに繋げていく予定です。

第10回高知国際版画
トリエンナーレ展が開催されます
同組合では土佐和紙国際化実行委員会のメンバーとして、3年に1度開催する
「高知国
際版画トリエンナーレ展」
を開催します。
今年で10回の節目を迎える同展では、1,482点の応募から選ばれた入賞・入選作品約
200点を展示します。また会場では、志国高知 幕末維新博の地域会場および龍馬パスポ
ート対象施設としてスタンプラリーや割引特典の他に版画や手すき和紙の体験が行えます。
世界レベルの版画作品を高知で鑑賞できるめったにない機会ですので、
是非ご来場下さい。
●開催日時／１０月７日
（土）
〜１２月３日
（日）
９：００〜１７：００
●開催場所／吾川郡いの町幸町１１０‑１「いの町紙の博物館」
※観覧料が必要です。
また休館日がありますので事前にご確認下さい。

◆お問い合わせ先／
土佐和紙国際化実行委員会事務局
（いの町紙の博物館内）TEL 088‑893‑0886

帯屋町一丁目商店街振興組合

今年もおまちで結婚式を開催します！
帯屋町一丁目商店街振興組合
（文野達朗理事長）
では、毎年一組
のカップルに帯屋町アーケードでの結婚式をプレゼントしています。今

挙式
カップルも

募集中
！！

年は12月1日の中央公園イルミネーション点灯式と同時開催となって
おり、
現在式を挙げるカップルも大募集中です。
これからの挙式を検討されているお二人や、
結婚はしているけれど挙
式はまだというお二人、既婚未婚を問わずぜひご応募ください。中央公
園イルミネーションをバックに、
お街らしい演出でお二人を祝福します。
なお、応募者多数の場合は抽選となりますことをご了承くださいませ。
●募集期間：10月15日
（日）
まで
●開催日時：12月1日
（金）
夕方〜
●開催場所：高知市本町 帯屋町一丁目アーケード〜中央公園
◆お申込み・お問い合わせ先
帯屋町一丁目商店街振興組合 TEL：088‑824‑8830
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大正町市場協同組合

新規チャレンジショップがスタートしています 出店者
移住や新規開業希望者が地域で事業をはじめる際に、県がサポートするチャレンジショップ事業の実施地域が
募集中
拡大しています。
この秋からは新たに県西部中土佐町の大正町市場協同組合
（田中隆博理事長）
にてチャレン
ジショップ施設がオープンします。出店者は随時募集中ですので、
関心のある方はぜひ一度事務局へお問い合わ

！！

せください！
応募の条件は、

《大正町市場協同組合チャレンジショップ》

①卒業後に独立して地域へ新規
開業の意欲がある方
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
④出店前の研修やチャレンジ期
間に講習会などに参加できる方
などです。詳しくはお問い合わせください。

掲載 無 料

店舗は久礼大正町市場から歩いてすぐの好立地！
！経営
のノウハウも商店街の熟練の経営者がサポートします！
簡易な水道設備などがあり、
飲食店の出店も可能です。
○所在地：高岡郡中土佐町久礼6370-2
○営業時間：9:00〜17:00（ 応相談）
○店舗面積：約5坪
○月額使用料：5,000円
（水道光熱費及び火災保険料は出店者負担）
●事務局 TEL：0889-59-1369
（木曜を除く 9：
００〜1７
：
００ 担当者：田口）

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！
！

消費税軽減税率制度や消費税引上げ後の課題等に関する相談窓口・専門家派遣をご活用下さい！
高知県中小企業団体中央会では、平成２６年４月からの消費税率引上げや平成３１年
４月から消費税軽減税率制度が導入される予定であることを受けて、中小企業組合等に
おける消費税に係る会計処理をはじめ、消費税軽減税率制度等や消費税価格転嫁等の
諸課題に関する相談を受ける窓口を設置し、本会指導員が常時相談に対応しております。
また、皆様のもとに専門家を派遣して相談に応じることも可能ですので、お気軽にご活用下さい。
当窓口ではカルテル組成に関する相談も受けております。

無料

＜お問い合わせ先＞

TEL 088-845-8870
E-mail info@kbiz.or.jp
高知県中小企業団体中央会 総務企画部
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担当：久保

去る８月３０日
（水）
に東京都千代田
区「東京国際フォーラム」
にて、
「組合
まつり in TOKYO」
（主催：東京都中

中 央 会だより

「組合まつり in TOKYO」が
開催されました！

的に開催され、全国各地から８８組合
が出展しました。
会場では、
くらしや伝統工芸品、
もの

小企業団体中央会）
が開催されました。

づくり、
全国物産などのゾーニングされ

初となる
「組合まつり in TOKYO」
は、

た各ブースに組合が出展するととも

２０２０年東京オリンピック等を契機と

に、屋外会場ではキッチンカーによる

する中長期的な受注機会の拡大や

飲食販売が行われ、多くの来場者で

販路開拓、新商品・新サービスの開

賑わいました。

発促進など、中小企業の更なる飛躍

また、
当展示会には、
本会会員組合

に向けた施策を展開するプロジェク

の企業組合ごめんシャモ研究会（立

ト、
「中小企業世界発信プロジェクト」

花智幸理事長）
が出展しており、
当組

の一環として、都内はもとより全国の

合が販売する
「シャモ鍋」の試食及び

中小企業組合を募り、組合の知名度

パンフレットの配布等を行い、組合の

の向上、組合産品の販路拡大、
また

活動や商品のＰＲに熱心に取り組ん

地域の魅力発信の場とすることを目

でいました。
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ものづくりの基盤技術強化を図る研修会等を開催
― 平成２９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 作業効率化編」
（９月１２日・
１３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、品質安定や生産性向上を図るための知識
習得を目的としたもので、高知職業能力開発短期大学
校・生産技術科の広瀬直俊氏を講師として招聘。研修で
は、作業改善の重要性、生産現場の課題や分析方法、
現場改善の手法を学ぶとともに、事例研究にも取り組み
ました。

□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□

開 催 案 内 ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■

溶接技術者研修

超音波探傷試験ＵＴ１実技講習
●開催日時

11月4日（土）
・5日（日）
・6日（月）

無料
参加者募集！

◎全日とも午前８時３０分〜午後５時３０分

●開催場所 高知県立高知高等技術学校
（高知市仁井田1188）
【研修概要】

本セミナーでは、超音波探傷試験レベル１程度の知識・技能の習得を目的に、超音波探傷
器の操作、超音波探傷試験検査
（垂直探傷、斜角探傷など）
、超音波探傷試験評価
（傷の評
価・分類、傷と擬似指示の区別など）
の実技講習を行います。

【講
師】 高知県立高知高等技術学校
【募集人員】 5名
（※先着順）

飯田 康夫氏

機械加工技術者研修

製図の見方・読図能力向上研修
●開催日時

11月21日（火）
・22日（水） ◎両日とも午前９時〜午後５時

●開催場所 高知県中小企業団体中央会 研修室
（高知市布師田399-2）
【研修概要】

本セミナーでは、製作図を読むために必要な知識の習得を図るとともに、機械加工従事者
が加工効率の視点から設計者へ提案できる力の養成を目指します。

【講
師】 機械・プラント製図１級技能士
【募集人員】 15名
（※先着順）

浜田 昌宏氏

＜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
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担当

古木健雄

小澤武史

中 央 会だより

商工３団体青年部
四国トップ会議へ
出席

秋の交流会の
ご案内
Ｉ
Ｔ化の進展に伴い、
パソコンやインターネット等のＩ
Ｔ機器・
システムは企業活動において非常に重要なものとなっていま
す。
その一方で、
ネットワーク経由で様々なウイルスに感染する
脅威も高まりつつあり、企業が保有する情報は様々なリスクに
晒されています。
また、今年5月30日には改正個人情報保護
法が施行され、今後は企業の規模に関わらず、情報セキュリ
ティ対策に取り組む事が重要となってきます。
そこで、今年の秋の交流会では、外部からのサイバー攻撃
の実態や内部からの情報漏洩防止に向けたポイントなど、
セ
キュリティ対策について学ぶためのセミナーを開催いたします。
研修会終了後には、恒例の交流懇親会も開催いたします
お誘い合わせの上、
奮ってご参加下さい。
ので、
（※正式なご案内は、各青年部長様宛に別途案内文書をお
送りいたします。）

去る７月２８日
（金）
、徳島県徳島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しており、
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、
平成３０年度の開催地を愛媛県に決定しました。
続いて各団体が行う
「防災への取り組み」について意見交
換が行われたのち、株式会社ＢＣＰＪＡＰＡＮ・代表取締役・山
口泰信氏より、
「ＢＣＰと防災」
をテーマに講演が行われました。
講演では東日本大震災を機に広まった
「率先避難」
や被災時

■テーマ

若手経営者の
ための情報
セキュリティ対策
■ 講師

株式会社スプラム
代表取締役

に即対応するための受援体制の構築の必要性などについて
説明が行われ、
参加者は熱心に聞き入っていました。
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。

竹内 幸次 氏

■ 開催日時

平成29年10月20日
［金］
午後5時〜
■ 開催場所

（※ 懇親会は、午後7時〜）

ホテル日航高知旭ロイヤル
（高知市九反田９番１５号）
■ 参加費

000円要）
無料（※懇親会費は別途6，
■ お問い合わせ

青年中央会事務局
TEL：088-845-8870 まで

担当

曽我部 匡史
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組合会計セミナー開催のお知らせ
本会では、組合役職員の皆様方を対象に、仕訳処理から決算書類、税務申告書の記入作成まで実務に
沿った講習を通じて、適正な組合会計処理の知識習得を目的としたセミナーを開催します。
是非ご参加下さいますようご案内申し上げます。
テーマ・内容

開催日時

第１回

組合会計の基礎
・会計帳簿の仕組みや組合独自の勘定科目に関する仕訳処理
・試算表から精算表の作成 など

第２回
第３回

組合税制のポイントと税務申告書の作成

川越税理士事務所

高知市布師田
3992-2
中小企業会館４階

各30名

１１月２０日
（月）
10：00〜16：00

・組合の特別税制、改正税制
・税務申告書の記入 など

所長

川越 宏一 氏

参 加 費

無料

申込方法

１０月２７日
（金）
までに下記担当へお申込み下さい。

＜お問い合わせ・申込先＞高知県中小企業団体中央会

特別積立金の
積み立てについて
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１１月７日
（火）
10：00〜16：00
１１月１４日
（火）
10：00〜16：00

・決算整理仕訳、持分払戻しの処理
・決算書の作成、消費税の計算 など

師

定員

「中央会研修室」

決算整理仕訳と財務諸表の作成

講

開催場所

TEL：０８８−８４５−８８７０

担当

曽我部 匡史

本組合では、定款の規定に基づき、毎年利益剰余金の10分の１以上を
特別積立金として積み立てています。過去からの積み立てにより、特別積
立金が出資総額を大きく上回っていますが、これからも積み立てを継続し
ていく必要があるのでしょうか？
特別積立金については、近年、
出資総額を大きく上回っているにもかかわらず、毎事業
年度の剰余金の10分の１以上の金額を積み増している事例が見られます。特別積立金
は任意の積立金となりますので、
組合の財源基盤の安定性と資金の有効活用とのバラン
スに配慮し、
下記のように定款を変更することで積み立ての範囲を定めることが可能です。

【定款参考例】
（特別積立金）
第58条 本組合は、
出資総額に達するまでは、
当期純利益金額の10分の１以上を特別積立
金として積み立てるものとする。
ただし、
出資総額を超えて積み立てることもできるものとする。
２ 前項の積立金は、
損失のてん補に充てるものとする。
ただし、
出資総額に相当する金額を超
える部分については、
損失がない場合に限り、
総会の議決により損失のてん補以外の支出
に充てることができる。

中 央 会だより

Advanced cooperative

女性によって細部まで気配りされたビジネス商品が女性経営者の心を掴んだ

いなば和紙協業組合

〔所在地〕鳥取県鳥取市青谷町河原３５０番地１ 〔TEL〕0857-86-0211
〔組合員数〕4人〔設立〕昭和47年10月
や名刺、ブラインドなどの和紙加工製品の生産、販売に取り組んでいた。
今回は、組合の女性理事（総務部長）が友人である女性経営者と会話をす
る中から企画が生まれたもので、大量生産の他の低価格商品にはない魅
力（他の人が持っていない優越感）
や和紙特有の手触り、書き味などの付
加価値を備えた「高級感のある女性経営者向けのビジネス手帳」
として開
発、品揃えの充実・強化にもつながる商品として捉えている。製作には女性
理事が関わり、和紙の良さを十分に発揮し、ターゲットとする女性経営者
が使いやすいように工夫がなされている。月のスケジュールは一目で見え、
曜日欄も記入幅が広く、中の和紙は彩がきれいでミシン目が入ってメモに
も使え、表紙には高級感ある手触りの良い和紙を使用している。表紙の色
も７種類用意して好みにも対応でき、
まさに女性ならではのきめ細やかさ
と心遣いが好評な理由となっている。また販売方法も、過去に卸売りを経
由して小売価格がアップし、期待した成果が得られなかった反省から、
１冊

■背景・目的
因州和紙は１，
３００年の歴史があり、主に書道用として人気が高いが、
学校教育における書道時間の減少、安価な輸入品に押されて消費量が激

でも対応できる口コミ販売・注文を受けてから印刷する生産直売システム
を取っている。

■成果

減していることにより、売上高も減少傾向にあった。組合・業界の下火傾向

当初目標の２，
０００冊は、ほぼ販売し目標は達成した。女性経営者向け

を打破するには、主要取引先のニーズに寄り添った製品の開発や和紙を

の商品として開発したもので、和紙の小袋入り、和紙のメモ、高級感ある

素材とした高付加価値製品の開発が求められていた。

和紙の表紙等、女性経営者が好む仕様であり、ターゲットを変更していな

■事業・活動内容
組合は、従来より新たな分野における和紙需要の拡大を図るため、便箋

い。既に昨年の利用者からのリピートも多くあるが、大量生産ではなく、口
コミ販売を主として受注販売を目指す。

自治体と連携した災害対応システムの構築とＢＣＰの策定

いわきトラック事業協同組合

〔所在地〕福島県いわき市泉町下川字大剣１番１３０
〔TEL〕0246-96-6200 〔組合員数〕54人 〔設立〕昭和44年8月

■背景・目的
東日本大震災発生時、いわき市内は物流機能が著しく低下し、市民生活
に多大な影響を及ぼした。業界においては、製油所の操業停止や太平洋岸
の貯蔵施設の破損により、燃料供給が途絶したため、交通インフラが復旧し
ても物資等を運ぶトラックの燃料が不足し、人・モノを運べない状況となっ
た。このことから、組合では燃料供給に係る施設の災害対応能力を強化す
るとともに、事業者間において、災害時の共同計画をあらかじめ策定する等、
災害時における燃料の供給体制の整備等が求められるようになった。

■事業・活動内容
災害発生時において、食糧、生活必需物資、医薬品等、緊急輸送を要す
る物資の物流並びに石油類燃料の供給を迅速かつ確実に実施するため
に、平成24年12月、いわき市と
（公社）福島県トラック協会いわき支部が
「災害時における支援物資の物流及び燃料の補給に関する協定書」を締
結。当組合では、震災発生時に緊急車両及び原発事故避難者が利用した

なり基本計画を作成し、組合員の防災意識やＢＣＰ策定の動機づけ（セミ
ナーの開催等）
を行ってきた。

■成果

車両への給油活動の実績があったことから、災害発生時における燃料の

いわき市、
（公社）福島県トラック協会いわき支部、組合の三者で災害対

供給に関して、
（ 公社）福島県トラック協会と協定を締結し、いわき市・ト

応対策に関する協力体制を構築したことにより、今まで未整備であった震

ラック協会・組合の三者による災害対応への連携体制が構築されることと

災時における物資等の配給体制や燃料供給業務等の仕組みが明確とな

なった。さらに、組合では、震災発生時、
トラック運送事業が長時間にわた

り、震災時において迅速な交通インフラ等の復旧作業が可能となった。

り停止し、サプライチェーンの寸断により緊急救援物資の輸送が迅速に行

BCPの策定においては、未だ普及するに至っていないが、組合員への普

えなかった等の課題に対応すべく、
リスクへの対策としてＢＣＰの策定に着

及啓発により、組合を中心とした危機管理体制の構築や情報共有の促進

手。
ＢＣＰ策定支援協定を締結している福島県中小企業団体中央会と東京

を行いながら、BCP策定の取組が業界並びに地域全体でつながり、広が

海上日動火災保険（株）の策定支援を受け、理事長並びに事務局が中心と

るような取組を目指している。
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高知県地場産業大賞
募集のご案内

高知県内で作り出された優れた地場産品や、地場
産業の振興に貢献のあった活動を顕彰する
「高知
県地場産業大賞」
を募集しています。

募集の対象

審査ポイント

【 地場産品 】
高知県内で製造又は加工された優れた地場産品（概ね過去２年以内に商品化されたもの）
【活
動】
高知県内の地場産業振興に貢献のあった活動（概ね過去２年以内に実施されたもの）
【 地場産品 】販売実績、成長性、地域貢献や波及効果等
【活
動 】事業・販売戦略、成長性、PR活動、地域貢献や波及効果等

各賞及び賞品

①高知県地場産業大賞（１件程度）
：賞金５０万円・賞状・記念品
②高知県産業振興計画賞（１件程度）
：賞金２０万円・賞状・記念品
③高知県地場産業賞（若干）
：賞金１０万円・賞状・記念品
④高知県地場産業奨励賞（若干）
：賞状・記念品

応募方法

企業、団体、個人の方を問わず、どなたでも応募可能。また自薦、他薦を問いません。
応募書類は下記からダウンロードして郵送又は持参にて受け付けします。
■（公財）高知県産業振興センターホームページ
http://www.joho-kochi.or.jp/jibasantaisho.php

募集締切

平成29年１０月３１日まで（当日消印有効）

各賞の発表

平成30年1月下旬頃を予定

【 応募先・お問い合わせ先 】〒781-5101 高知市布師田3992-2 公益財団法人高知県産業振興センター 経営支援課 担当：岩﨑・筒井
TEL：088-845-6600 E-mail : kigyousinkou@joho-kochi.or.jp

無料合同労働相談会
開催のお知らせ

高知県労働委員会で国や県などの労働相談機関等と合同で無料相談会を開催します。
当日は、
「 突然解雇された」
「 同僚から無視されている」
「 残業代が支払われない」
といった
職場の問題でお悩みの方を対象に、弁護士、社会保険労務士、
司法書士や行政機関の労
働相談員といった専門家が面談又は電話にて相談をお受けします。
ワンストップで色々なアドバイスを受けることができますので、
お気軽にご相談下さい。

【 開催日時 】平成29年10月27日
（金）10時〜19時
【 開催場所 】高知県庁北庁舎
（高知市丸ノ内２−４−１）
※受付は４階の高知県労働委員会事務局で行います。

【 相談ダイヤル 】088‑821‑4661
（当日専用）
※相談は事前予約優先です。
※予約受付期間：9月27日
（水）
午前9時〜10月26日
（木）
正午まで

このほかも
高知県労働委員会
事務局では随時
ご相談をお受け
しています。

＜予約申込み・お問合せ先＞
高知県労働委員会事務局（高知市丸ノ内2-4-1北庁舎4階）TEL：088-821-4645
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施策情報

技能検定試験手数料の
減免のお知らせ
−高知県職業能力開発協会−
ものづくり分野に従事する若者の確保・育成を目的として、
35歳未満の方が
技能検定を受ける際の技能検定受験料
（実技試験）
が、
一部減免されます。
≪減免技能検定試験一覧≫
実技試験手数料
職種

機械検査
婦人子供服製造
和裁
テクニカルイラストレーション
機械・プラント製図
電気製図

等級

35歳未満（※1）

35歳以上

在校生（※2）

在校生除く

在校生

在校生除く

2級

5,900円

5,900円

14,900円

14,900円

3級

2,900円

5,900円

9,900円

14,900円

2級

4,100円

4,100円

13,100円

13,100円

3級

2,900円

4,100円

8,700円

13,100円

2級

8,900円

8,900円

17,900円

17,900円

3級

2,900円

8,900円

11,900円

17,900円

上記を除く職種

（※1）実技試験実施年度の４月１日において35歳に達していない方
（※2）職業能力開発促進法に定める公共職業能力開発施設の訓練生及び認定職業訓練のための施設の訓練生、学校教育
法に定める高等学校、
専修学校又は各種学校、高等専門学校、短期大学、大学の在校生

＜お問い合わせ先＞ 高知県職業能力開発協会
（高知市布師田3992-4） TEL：088-846-2300

平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
−厚生労働省−

すべての事業主には、
法定雇用率以上の
割合で障害者を雇用する義務があります

民間企業における法定雇用率

（障害者雇用率制度）。
この法定雇用率が
平成30年4月1日から右記のように変わります。
なお、今回の法定雇用率の変更に伴い、
障害者を雇用しなければならない民間企業

【現行】

【変更後】

２．
０％

２．
２％

の事業主の範囲が、従業員50人以上から
45.5人以上に変わります。
＜お問い合わせ先＞ 高知労働局

職業対策課
（高知市南金田1番39号） TEL：088 885 6052
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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8月（前年同月比）

情報連絡員報告（平成29年8月）

DI
（景気動向指数）
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業界の状況

28年1月
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・
・
・好転
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29年1月
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・
・
・不変

3

4

5
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・
・
・やや悪化

7

8

・
・
・悪化

食品団地

生コンクリート製造

８月度商況は観光関連のお土産品等について好調
であった。一般食材の県内向けは昨年並みであった。
県外向け食品は概ね好調、
夏シーズン商品は好調推
移。

出荷数量は前年同月比89.2％、出荷量の地域差が
大きい。

酒類製造

コンクリート製品

久々の増加となるが、
やはり県内は変わらず低迷が
続く。
１０月１日
「日本酒の日」のイベントを盛り上げこ
れからの季節に期待したい。

出荷数量は前年同月比78％、市況は減少状況が
続いている。

水産食料品製造
例年のことではあるが帰省客のおみやげ、お中元などの贈答品
の需要が減り、中央市場や市内の小売店の売上が減少し、店そ
のものの数も減少した。この流れはなかなか止めようが無いのか。
内的なものでは原魚の不漁と魚価の高値安定が続いている。

機械団地
業種によって違いはあるが、
自社製品等を持たない
中小下請企業では、売上、収益ともに横ばい又は
下降傾向となっている。需要の停滞や原材料のコ
スト高、熟練者の確保などが喫緊の課題である。

木製品素材生産

刃物製造

８月は虫の影響が軽減され、
スギ・ヒノキとも価格的
には２割程度の上昇。搬入量はともに９割程度にと
どまった。

先月下旬より受注は増えるものの生産が追い付かず受
注残が多くなってしまっている。手造り商品のため一日に
できる量が決まっているためどうしようもない。後継者育成
など早急に取り組まなければならないと思われる。

製材
原木、
製品の動きも少なく、
低調な状態が続いている。

船舶製造
高い操業度で推移している。

製紙

珊瑚装飾品製造

差別化製品を製造しているトイレットメーカーの中で
も温度差はあるが、家庭紙全般的には、変動なく推
移している。

8月度製品会取引高は、
前年度同月比117％であった。
卸小売業者の話によると、
ここ数年デパートの売り上げ
が全体的に低迷しているようで、
それに伴いサンゴの売
り上げも低調で卸小売業者の取引も芳しくないようだ。

印刷
県内需要は官公需及び民需ともに微減。県外需要
は業界にもよるが微増模様。全般的に久々に前年
割れを免れた。
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卸団地
景気回復は感じられない。引き続き採用難が続いて
いる。猛暑の影響なのか、高齢化の影響なのかわか
らないが８月の売上実績が７月までの売上の流れと
アンバランス感がある。

青果卸売

商店街
（四万十市）

８月度の入荷状況は野菜が数量・金額ともにほぼ前
年並みであったが、果実が数量減の割にはキロ単価
が追い付かず、販売環境の厳しさは続いている。

売上等前年度とほぼ同水準。京町と大橋通商店街が合
同で初の納涼祭、
天神橋商店街がブシュカン解禁祭、
一
条通商店街でも納涼祭が開催され集客があった。
また、
し
まんと市民祭納涼花火の開催でも多くの人で賑わった。

生鮮魚介卸売

旅館・ホテル

台風の影響でマグロの入荷が少なく、全般的にカツ
オ、
小物も少なかった。組合員の減少により買高も落
ち込んでいる。

スポーツ大会開催、
よさこい祭りから盆休みまでの
カレンダーの並びが良く宿泊人員が増加した。半ば
以降もスポーツ合宿、大会、
その他まとまった団体
が多く好転した。

各種小売
（土佐市）

飲食店

大綱祭り、宇佐の港祭りはたくさんのお客さんで賑わ
った。商店の売上は良くも悪くもなく特に変わりない。

８月は大きな天候崩れもなく暑さも少し厳しいくらいだっ
たので、
売上は微増となった。業界でシルバー対象のメ
ニューづくり、
店づくりを考えている。

ガソリンスタンド
書き入れ時の盆商戦は、北・東日本が悪天候続きでガソリン
販売は5％程度減少する一方、西日本は好天が続きほぼ前年
並みであった。原油市況の大幅な変動は無く、ガソリン小売
価格はほぼ横ばいで本県石油製品市場も変動は無かった。

旅行業
組合クーポン売上前年同月比92％、全旅クーポンを
加味して91％。貸切バスの利用頻度の上昇に伴い
（特にインバウンド関連）
旅行を伴う団体ツアーが企
画出来ないことが売上減少に繋がっている。

電気機械器具小売

一般土木建築工事

エアコン・冷蔵庫は前年比108.6％、
大画面・
４Ｋテレ
ビは同103.2％と好調。

平成29年8月分の公共用土木生コン出荷量は前
年同月比66.1%、前年累積対比103.0%の実績。
防波堤工事や東部自動車道、幡多路の高速道路
の延伸など大型工事は継続中。

中古自動車小売

電気工事

毎年のことながら8月はよさこい祭り、盆休みでいつ
もより低調気味。

組合員の施工する電力引込線関連の工事費は、
ほ
ぼ全県下で減少した結果、
前年同月比92.2％となっ
た。

商店街
（安芸市）

一般貨物自動車運送

8月12日に第10回全国「商い甲子園」大会が開催さ
れた。県内から15チーム、県外から8チームの出店が
あった。優勝は愛媛県立西条高等学校が２連覇とな
った。1,000人余りのお客様に来て頂き盛況だった。

組合実績は微増となったが、
組合員の売上は伸びて
いない状況。燃料価格は今のところ安定しているが、
元売りの値取り攻勢による価格変動が懸念される。

商店街
（高知市）

タクシー

中央公園地下駐車場利用状況は前年比売上72.0％、
利用台数111.0％。新図書館の仮囲いも一部撤去され
建物の外観が見えてきた。年内には全ての工事が完了
し、
来年7月末の開館に向けて期待感が高まっている。

実働1日1車当りの前年同月比営業収入：101.1％、
輸送回数：100.4％。当月の実働率は69.4％。
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