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人を継ぎ、組織を育む

高知県中小企業団体中央会
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第二幕：平成30年4月21日より開幕！

年 頭 挨 拶
高知県中小企業団体中央会
会長

町田

貴

年頭 挨 拶
新年明けましておめでとうございます。平成30年の新春を迎えるにあたり、会員の皆様方に謹んで新年の御挨拶
を申し上げます。
さて昨年を顧みますと、北朝鮮の弾道ミサイル発射実験や欧州等各地でのテロ多発など、予見し難い事柄が多く、
不安定な国際情勢が続きました。
また、国内経済では５年にわたるアベノミクスの推進によって、雇用・所得環境の
改善から緩やかな回復基調が続いていると言われているものの、地方においては、依然として回復を実感するには
至らない状況にあると思われます。
このような中、年末には「生産性革命」
と
「人づくり革命」
を両輪とする新たな政策
パッケージが閣議決定され、持続的な経済成長に向けた方針が示されましたが、景気回復を地方でも確かに感じ
とれるよう、
これからの政策運営に期待するところです。
一方、本県では第３期高知県産業振興計画を改定し、
これまでの取り組みを一層パワーアップさせ、担い手の育
成・確保や地域産業クラスターの形成、起業・新事業展開の促進など多様な施策を推進することで、持続的な拡
大再生産の好循環実現に向けて取り組んでおり、
その成果が着実に積み上がっていると思われます。
本会においては、組合制度の認知度向上を図りつつ、地域活性化を目指した任意グループ等の組織運営及び
事業化支援をはじめ、
「土佐酒」
・
「土佐和紙」
といった地域資源の外商活動支援、
ものづくりの担い手を対象とし
た技術講習の開催などを通して、産業振興計画の推進を後押して参りました。
また、会員組合には諸課題解決に向
けた改善計画の策定や新たな共同事業の提案など、能動的な支援を継続するとともに、本県の中小事業者には引
き続き
「ものづくり補助金」の地域事務局として、革新的なサービス・試作品の開発や生産プロセスの改善を行う設
備投資等への補助に加え、
「ものづくり補助金」
を活用した試作開発商品等の販路開拓・販売促進へのフォローア
ップを開始するなど支援を充実して参りました。
本年も、行政をはじめ関係機関等との連携を深めながら、本会の組織づくりや連携ノウハウを発揮して、地域のポ
テンシャルを活かした組織活動に積極的に関与するとともに、業界・中小企業組合を取り巻く様々な変化への対応
や現状を打開する新たな挑戦に共に取り組んで参ります。
世の中は日々変化し、先を見通すことが困難な時勢の中、事業を継続していくことは容易ではありません。経営の
カリスマ・松下幸之助氏が“日に新た”を事業哲学とし説かれたように、現状に甘んじることなく、前に進む姿勢が必
要ではないかと強く感じます。会員の皆様方におかれましては、組織の英知を結集した飽くなき挑戦にご期待申し上
げますとともに、
更なる飛躍の年となりますことを心からご祈念申し上げまして、年頭の御挨拶とさせていただきます。
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年 頭 挨 拶

高知県知事

尾﨑 正直

新年のごあいさつ
新年明けましておめでとうございます。
高知県中小企業団体中央会の会員の皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。
貴会におかれましては、
日ごろより、
中小企業の組織化の推進や事業協同組合等の共同事業の活性化、
また実地指
導や多種多様な研修会の開催など、多方面からの中小企業の経営力向上への取組みを通じて、本県商工業の発展
に、多大な貢献をいただいておりますことに感謝申し上げます。
さて、本県では昨年の3月から大政奉還、明治維新150年を記念して「志国高知幕末維新博」
を開催しており、全会
場合わせて130万人を超える大変多くの皆様にご来場いただいております。私は、
この維新博の賑わいを通じて、幕末
史への全国的な関心の高さを再認識するとともに、新発見の坂本龍馬先生の手紙、
その一言一句にあれほど多くの注
目が集められたことからも推察されるように、
その関心の焦点は、
やはり
「人」
である、
と改めて実感したところです。
そして、
今の高知においてもまた、幕末期と同様、
いかにして「人」
を得るか、
この点に多くの関心が集まっています。
人口減少下においていかにして人々の暮らしを守るか、
この課題に対し、地産外商などの努力が多くの方々によって
積み重ねられた結果、今や、高知県経済は、
かつてのような人口減少に伴って縮む経済ではなく、人口減少下において
もむしろ拡大する経済へと構造を転じつつあります。
このような、
これまでの取り組みによる成果を一過性のものに終わら
せず、持続的な拡大再生産の好循環にいかに繋げるか、
これが第3期産業振興計画の最大のテーマであり、生産性向
上に向けた新技術の普及や輸出促進、
さらにはクラスター形成や起業促進など、様々な挑戦を続けているところです。
こうした中、多くの方々から、新たな挑戦が持続できるか否か、飛躍できるか否かは、人材の確保が鍵となる、
とのご意見
をうかがいます。時々の状況に応じた的確な進化を可能ならしめるものは「人」の力であり、
これこそが持続的な成長の
源であるという認識の下、今後も人材育成・確保施策を更に充実させてまいります。中央会におかれましても、組織基盤
の強化や経営力の向上、職員の能力強化といった、中小企業が抱える課題に対応するべく、人材育成に取り組まれて
おられます。
県の施策もご活用いただき、
さらに強化されていかれることをご期待申し上げます。
幕末の土佐は「人」
を得て歴史上大きな役割を果たしました。現代の高知もまた、
「人」
を得ることで、人口減少下の
成長という21世紀を通じた日本の課題に全国に先駆けて挑戦し続けています。今年4月からは「志国高知幕末維新
博」
も第二幕の開幕を迎えます。
この博覧会を通じて、土佐の幕末維新期の「人」
と、
その志を感じていただき、
そしてそ
の志を継いだ現代の高知の「人」
を見ていただきたいと思っております。
今年も県勢浮揚に向け全力で頑張りますので、
地域や中小企業等のニーズをきめ細やかに把握されておられます高知
県中小企業団体中央会の会員の皆様方におかれましても、
昨年以上のご支援、
ご協力を賜りますようお願申し上げます。
新しい年が、皆さまにとって素晴らしい一年となりますよう心からお祈りいたします。
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年 頭 挨 拶
全国中小企業団体中央会
会長

大村 功作

年頭に当たって
明けましておめでとうございます。
平成30年の新春を迎え、
年頭に当たりまして、
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
昨年も全国各地で自然災害が多発しました。
被災された皆様に、
謹んでお見舞い申し上げます。
我が国経済は、
これまでのアベノミクスの効果により経済の好循環が確実に回りはじめ、景気回復基調にあ
ると言われていますが、
地域や業種、
事業者の規模によって景況感のばらつきがあり、
中小企業・小規模事業者
の多くはその実感を得られておりません。
加えて、
深刻化する人手不足や後継者難、
地域の疲弊、
頻発する自然
災害など、
厳しい事業環境にあり、
その対応に苦慮しております。
このような状況の中で、地域の経済・雇用を支える我々中小企業・小規模事業者は、経営基盤を強化し持
続的な成長に向けて、更なる生産性の向上が求められていますが、
そのためには個々の努力とともに、連携・組
織化による取組みが一層肝要であると考えます。
こうした中、昨年10月26日に長野県松本市で開催しました第69回中小企業団体全国大会には、全国各地
から中小企業団体の関係者2，
500名が参集し、
「団結は力 見せよう組合の底力！ 〜地方創成は連携によ
る地域力アップと強力な発信〜」
をスローガンに、約27，000の中小企業組合等の総意を取りまとめ、
その実現
に向けて、
共に取り組むことを決議しました。
全国中小企業団体中央会としましては、中小企業組合等連携組織の専門支援機関として、組合等の連携
組織が持っている企業同士の「つながる力」
を大いに発揮し、
ＩＴ利活用、人手不足と事業承継を見据えた人
材育成などをはじめとする積極的かつ多面的な支援により、
我が国経済及び中小企業・小規模事業者に持続
的な成長に寄与すべく活動を展開してまいります。特に、経営力強化・生産性向上、事業承継、働き方改革、消
災害復旧・復興などの重要テーマにつきましては、
皆様のより一層のご支援ご協力を賜りながら適切に
費増税、
対応してまいりたいと存じますので、
何卒よろしくお願い申し上げます。
結びに、
本年が中小企業組合と中小企業・小規模事業者の皆様にとって、
更なる飛躍の1年となりますことを
心よりご祈念申し上げまして、
新年のご挨拶とさせていただきます。
平成30年元旦
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事務局次長

山本 倫久

最近また、品質検査などの不祥事が顕
在化してきて、
あらためて、危機管理の
大切さを実感しました。まさか、
またか、
まだか、
ダメかにならないために、
もしか
したらの心構えで行きたいと思います。

総務企画部 副部長

山本 雄司
年々歳々、時々刻々。変わり続ける流れ
の中、変わらないものを見誤らないよう、
プロの方たちの話に耳を傾けて、還せる
ものを探していきたいと思います。

総務企画部 企画情報課長

古谷 時彦
皆様の生の声を聞き、
よく考え、行動す
る！基本を大切に実践して参ります。本
年もよろしくお願い致します。

連携推進部 組織化推進課長

川田 博士
今年はギアを一段上げて飛躍の年にし
たいと思います。本年もよろしくお願いし
ます。

総務企画部 総務課長補佐

横田 典枝

総務企画部 ものづくり推進課主事

久保 竜夫
今年は中央会職員として更なるスキル
アップを図るべく、何事にもチャレンジし
ていきたいと思います。本年も、
よろしく
お願いいたします。

連携推進部 商店街振興室主事

秋澤 繭香
入職 3 年目、新人気分もそろそろ卒業
し、責任と自信を持って職務を全うした
いと思います。公私ともに
「自立」
を掲げ
て頑張ります！

本年もどうぞよろしく
お願い申し上げます

今 年の目標は断 捨 離 。ムダを排 除し
て、暮らしやすい、仕事しやすい環境
に。モノも身体もスリム化を図るべく努
力します。

事務局次長

高井 謙一

昨年禁煙しました。今年は規則正しい
生活リズムを心がけます。平成が実質
最後の年、
ワールドカップも楽しみな年
なので気持ちを高めていきます。

副参事

中 央 会だより

嘉数

皆様方により役立つ組織となれるよう
前進していきたいと思います。引き続き
ご支援をお願いします。

事務局職員の新年抱負

事務局長

田所 敏明

元気が一番！

連携推進部 副部長

宮﨑 重人
全力で楽しく仕事し、
すべての会員さん
に頼られる中央会を。個人的には健康
に気を配り、運動不足や生活リズムの
改善を目指します。

総務企画部 総務課長

松井 大治
総務担当になり１０ヶ月。組織を下支え
する屋台骨の役割を早く果たせるよう
になると共に現場にも積極的に出てい
きたいと思います。

連携推進部 振興課長

古木 健雄
至誠通天。一つ一つの課題に誠実に
取り組み努力して、中小企業組合、
そし
て組合員企業の皆様のお役に立てる
よう努めて参ります。

連携推進部 組織化推進課長補佐

曽我部 匡史
一年の計は元旦にあり、
今年こそは早め
早めの行動を心がけます！
（・
・
・というこの
原稿を締切間近の今現在書いています
（泣）
。今年は頑張ります。）

連携推進部 振興課主事

小澤 武史
約２年間で蓄積した中央会指導員とし
ての知識や経験を踏まえて、
３年目はチ
ャレンジしていく年にしたいと思います。
今年もよろしくお願い致します。
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中 央 会だより

組合 いんふぉめーし
ょん

Kumiai Information

全高知珊瑚協同組合連合会

「珊瑚婚式２０１８」参加者募集！
〜夫婦の絆を珊瑚婚式で再確認〜
全高知珊瑚協同組合連合会
（田村紘理事長）
では高知県との共催で、結婚３５
周年を祝う
「珊瑚婚式２０１８」
を、
３月３日
（土）
に高知城本丸御殿で開催いたします。
当日は、夫婦仲が良いと伝わる山内一豊・千代夫婦が暮らした高知城にて、結婚
３５周年を迎えられるご夫婦をお祝いする記念セレモニーを行います。ぜひご参加い
ただき、長い年月築かれたご夫婦の絆を再確認されてみてはいかがでしょうか？
詳しくは右記のお問い合わせ先までご連絡ください。
3月3日〜9日は高知駅前の観光情報発信館「とさてらす」にて「第42回土佐
また、
さんごまつり名作コンテスト」
も開催します。

※１月１2日の高知新聞でも掲載されております

●お問い合わせ先
事務局 高知広告センター ０８８−８５６−６２８０

協同組合帯屋町筋

万々商店街振興組合

商店街で新年の行事を開催
しました

いーよ！いこう！クマーマまんなか
市場を開催しています

協同組合帯屋町筋
（廣末幸彦理事長）
では、1月2日
（火）
に帯

万々商 店 街 振 興 組 合（ 丁

屋町商店街アーケード内において新年の行事を執り行いました。

野信二理事長）では、毎月中

このイベントは今年で33回目であり、恒例になった獅子舞の演

旬の１４・１５日に商店街全体

舞と大筆での書初めが、新春の売り出しのお客さまでにぎわう商

で売り出しイベントを開催して

店街内をさらに盛り上げました。帯屋町筋青年会が中心となって

います。
イベント名の「いーよ！いこ

準備を進め、書初めは大筆で力強い「戌」の文字がしたためられ、
アーケード内に掲げられました。
この書初めのアーケード内展示は

う！」
は開催日
（１４・１５）
にちな

1月末まで行う予定です。
また、1月7日
（日）
の高知市の成人式の日には、吉本共栄堂前

んだネーミングとなっており、
日

にてこちらも恒例となった女性新成人の無料写真撮影会を開催

スが受けられます。第 1 回目と

しました。晴れ着で

なった１２月のサービス一例で

人力車に乗った風

は１４日には「１，
４００円引き」

情ある姿で記念撮

「１４名様限定」
など、
１５日には
「１５％ＯＦＦ」
「 限定１５０パック」

影をし、台紙に入っ

掲載無料
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付にまつわる割引などのサービ

などが実施されました。

た写 真を贈ること

万々商店街の人気者「クマーマ」
が目印の新しいのぼり旗も

で、成 人の節目の

できあがり、商店街の新たなにぎわいづくりにひと役買っていま

お祝いに彩りを添

す。今年も毎月、
「クマーマまんなか市場」
を開催しますので、
月の

えました。

まんなか１４・１５日は万々商店街へお出かけください！

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！
！

― 平成２９年度ものづくり担い手育成事業 ―
■□■□■□■□■□■□■□■□■□

開催報告

■□■□■□■□■□■□■□■□■□

溶接技術者研修

ものづくり技 術 革 新セミナー

県内企業で溶接作業に従事する方を対象とした
「建築鉄骨超
音波検査技術講習」
（１２月１６日・１７日）
を、高知市仁井田「高知
県立高知高等技術学校」
にて開催しました。
研修では、阿南工業高等専門学校より講師を招聘し、
「建築鉄
骨超音波検査技術」の資格取得に係る知識・技能の習得を目指
して、
一般社団法人全国鐵構工業協会が実施する建築鉄骨超音
波検査技術試験に合わせた、超音波探傷試験の基礎及び関連
知識についての座学講習、
試験装置の操作方法等の実技講習を
行いました。

■□■□■□■□■□■□■□■□

県内のものづくり企業の経営者・後継者・生産性向上の推進
担当者等を対象とした
「IoT導入過程の事例研究」
（１２月２２日）
を、
高知市帯屋町2丁目2-14「
（株）
岡村文具 帯屋町ビル5F 貸会議
室 コミュバ」
にて開催しました。
セミナーでは、県内ものづくり企業の
（株）
野本精工舎 代表取
締役 野本誠二氏及び
（有）
上田電機 代表取締役 上田義隆氏
を講師に招聘し、生産性向上のための I oT導入について、講師と
参加者で考えを深めることを目的に、
まず野本氏より自社の機械の
稼働状況や機器保守のためのセンシング技術の活用について、
上田氏からは自社機械設備や顧客の機械をネットワークに接続し
ての自動化・常時監視・データの蓄積等の取り組み概要について
ご説明いただき、
それを基に講師と参加者で意見交換を行いました。

開催案内

■□■□■□■□■□■□■□■□

工場管理者研修
●開催日時

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

無料

2月21日（水）８時５０分〜１７時００分

参加者募集！

●開催場所 《座
学》高知県中小企業団体中央会 会議室
（高知市布師田3992-2）
《工場視察》株式会社山﨑技研
（香美市土佐山田町テクノパーク2番）
学》ムダ取り
（原価低減）
工場管理の基礎「５S」
【研修概要】《座
《工場視察》株式会社山﨑技研 本社・工場
工場視察後の気づき
（良かった点、自社の改善に役立ち
そうな点等）
を取り纏め、意見交換を行います。

【講

師】 システム企画

代表

植村 忠夫氏

【対 象 者】 工場長、班長、
リーダーなど現場改善責任者
【募集人員】 １５名（※先着順）
＜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

担当

古木健雄

小澤武史
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平成30年度

組合等の中小企業連携組織に対する補助事業

全国
中小企業団体
中央会

中小企業活路開拓調査・
実現化事業募集のお知らせ

全国中小企業団体中央会では、
中小企業者が経済的・社会的環境の変化に対応するため、
中小企業組合、
一般社
団法人、
共同出資組織、
任意グループ等
（以下「組合等」
という。）
が、
新たな活路の開拓、
単独では解決困難な諸問題、
その他中小企業の発展に寄与するテーマ等に基づいた様々な取り組みに対する補助事業を公募しています。
組合等の事業活動にご活用頂きますよう、
ご案内致します。

⑴ 中小企業組合等活路開拓事業
◆補助対象となる取り組み・テーマ
次の４つのカテゴリーから１つ選定する。

❶ 中小企業の経営基盤の強化

［例］●技術、技能の継承や後継者の育成●労働問題への対処
●取引慣行の是正●取引力の強化●生産性の向上
●事業の構造改善及び新たな事業分野への進出
●知的資産の見える化と経営革新への対応
●新製品、新技術の需要喚起を図るための展示会等への出展・開催
●情報化の促進
（ただし、
ソフトやシステム開発、ホームページ作成等は対象
外。同テーマを達成するための調査・計画策定までが対象。） 等

❷ 中小企業による地域振興

❸ 中小企業の社会的要請
への対応

［例］●規制緩和、グローバル化等による経営環境
の変化への対処
●エネルギー環境問題への対処
●ＣＯ２の削減を図る新製品の販路拡大のた
めの展示会等への出展・開催
●企業行動の適正化●ＢＣＰ
（ 事業継続計
画）
、減災計画への対応のための調査、研究
●被災地の新たな地場産品の開発
●被災団地の復興計画の策定 等

［例］●産地、地場産業の振興●伝統技術、技能の継承

●農商工等連携による新商品開発と新商品の販路拡大のための展示会等
への出展・開催●地域の中心市街地の活性化
●震災からの復興のための街づくり計画の策定 等

中小企業が対応を
❹ その他、
迫られている問題

①中小企業組合等活路開拓事業
上記テーマについて、最も効果があがるよう、次の各事業を２つ以上適宜組み合わせて実施すること。
事業種類

事業内容

Ａ．
調査・研究事業

問題点、現状等を明らかにするために調査を行う事業、又は調査で明らかになった点
等について分析等研究を行う事業 （例）意識調査、実地調査及びその分析など

Ｂ．
試作・改造事業

新製品・新技術等の開発のために試作又は既存製品・技術等の改造や改良を行う
とともに、その結果について検討・研究を行う事業

Ｃ．
実験・実用化試験事業

新製品・新技術等の実験又は実用化に向けた試験を行うとともに、その結果につ
いて検討・研究を行う事業

Ｄ．
試供・求評事業

「Ｂ．
試作・改造事業」において試作・改造等を行った新製品・新技術等を消費者や利用
者等に試供・展示し、評価を求めるとともに、その結果について検討・研究を行う事業
（例）展示会等を開催又は出展してアンケート調査、ヒアリング調査を行うなど

Ｅ．
ビジョン作成事業

Ａ〜Ｄ各事業の結果を受けて、テーマを達成するための将来像、見通し等ビジョン
の作成を行う事業

F．
成果普及講習会等開催事業

本事業の成果（中間報告）を組合員に周知・普及させるために講習会等を行う事業

◆補助率及び金額
【Ａ型】
＜補助金＞上限２０，
０００千円（下限１，
０００千円）
【Ｂ型】
＜補助金＞上限１１，
５８８千円（下限１，
０００千円）
※補助率は補助対象経費の１０分の６の範囲内
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注：Ａ型は、事業終了後３年間以内に「売上高が１０％以上増加
することが見込まれる」
または
「コストが１０％以上削減されるこ
とが見込まれる」事業に限ります。

販路拡大のために、組合等や組合員等の既存の製品及び技術等を持ち寄って国内外の展示会等に共同で出展又は
開催する事業。

◆補助率及び金額
＜補助金＞上限５，
０００千円
※補助率は補助対象経費の１０分の６の範囲内

中 央 会だより

②展示会等出展・開催事業

⑵ 組合等情報ネットワークシステム等開発事業
中小企業者のＩＴ活用による経営革新を推進するため、組合等を基盤として実施する事業として、①基本計画策定事業、
②情報システム構築事業うち１つを選択して実施する。

①基本計画策定事業

［例］●「ＷＥＢシステムを活用した組合員間ネットワーク構築のための基

本計画策定」
●「災害等のリスク対応のための組合員の在庫・文書等管理システ
ム整備のための研究」
●「組合業務管理システムのクラウド化のための業務分析、調査
研究」

組合等が情報ネットワークシステム等の構築を目指
し、組合事業等の業務分析、計画立案、ＲＦＰ
（提案依頼
書）策定等、並びに組合員等に対する講習会開催の事
業に助成。

②情報システム構築事業

［例］●「組合員の発注業務効率化のためのメーカー・卸間のＥＤＩシステム
の開発」
●「組合員のローコストオペレーションを可能にする店舗管理システ
ムの開発と普及」
●「ＷＥＢサイトを活用した組合員の取り扱う製品の共同販売システ
ムの構築」
●「クラウドを活用した組合員の取扱製品等の管理システムの構築」

組合等を基盤とする情報ネットワークの構築や、組合
員及び関連する中小企業の業務効率化のためのアプリ
ケーションシステムの開発で、当該情報システムの設
計、開発、稼働・運用テスト等、並びに組合員等に対する
講習会等の開催に対して助成。

◆補助率及び金額
【Ａ型】
＜補助金＞上限２０，
０００千円（下限１，
０００千円）
【Ｂ型】
＜補助金＞上限１１，
５８８千円（下限１，
０００千円）

注：Ａ型は、事業終了後３年間以内に
「売上高が１０％以上増加する
ことが見込まれる」
または
「コストが１０％以上削減されることが見
込まれる」事業に限ります。

※補助率は①②ともに補助対象経費の１０分の６の範囲内

◎対象となる組合等の種類及び要件、事業内容など応募の条件や補助対象経費の詳細などについては、全国中
央会ホームページ（http://www.chuokai.or.jp/）でご確認下さい。
◎公募スケジュール 【応募説明会】平成３０年２月７日
（東京）
・８日（大阪）
・９日（名古屋）
公募期間

対象事業
採択結果の通知
交付申請説明会
交付決定・事業実施期間

第1次締切

第2次締切

第3次締切

平成30年1月10日㈬〜2月9日㈮

平成30年2月13日㈫〜4月9日㈪

平成30年4月10日㈫〜6月4日㈪

⑴中小企業組合等活路開拓事業における
②展示会等出展・開催事業のみ

すべて

すべて

3月上旬〜下旬

5月上旬〜中旬

6月下旬〜7月中旬

交付申請の事務手続き等の説明会で採択者は出席が必須となります
4月上旬以降翌年2月15日まで

＜お問い合わせ先＞ 高知県中小企業団体中央会

6月上旬以降翌年2月15日まで

7月下旬以降翌年2月15日まで

ＴＥＬ：０８８ ８４５ ８８７０ Ｅ-ｍａｉ
ｌ
：info@kbiz.or.jp
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組合運営管理
セミナー開催
のご案内
本会では、会員組合の皆様の適正な組合
運営管理に役立てていただくため、特に運営
面で煩雑となる総会開催前後の諸手続きに関
して、
実務上の手順に沿いながらその具体的な
手続きの説明と、
それに付随する届出・登記の
ポイント等について解説するセミナーを開催しま
す。お繰り合わせのうえ、
ぜひ、
ご参加下さい。
お問合わせ
お申込み先

●開催日時

平成30年3月8日
（木）
午後１時３０分〜３時３０分

●開催場所 高知県中小企業団体中央会 会議室
（高知市布師田3992-2 高知県中小企業会館4F）
●対

象 会員組合の役職員

●テ ー マ
◆年度末から通常総会後の諸手続について
◆組合が行う届出・申請・登記手続き等のポイントについて
●参 加 費 無料
●定

員 30名

高知県中小企業団体中央会
TEL：088‑845‑8870 E-mail：sogabe@kbiz.or.jp

担当

曽我部 匡史

定数に満たない
役員選挙について
本組合の定款では、理事の定数を「15名以上20名以内」
と定めているのですが、今年度の通常総会で無記名投票によ
る役員改選を行ったところ、12名しか選出されませんでした。
この場合、どのような処理を行うべきでしょうか？
選ばれた12名は役員として有効ですが、定数の15名に満たないため、残りの
3名分について後日改めて総会を開催し選挙を行う必要があります。
この場合、
不足分を選ぶ総会は可及的速やかに開催する必要があります。なお、仮にこの
まま残りの役員の選出を行わないでいると定款違反となり、行政庁における業
務改善命令の対象となり得ますのでご注意下さい。
（全国中小企業団体中央会編：中小企業組合質疑応答集より）

9
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中 央 会だより

Advanced cooperative

「Yakatabune」
をクールジャパンのコンテンツとして外国人観光客に売り込む

屋形船東京都協同組合

〔所在地〕
東京都台東区柳橋1 5 11〔TEL〕
03‑5825‑5526
〔組合員数〕
38人〔設立〕
平成3年9月〔URL〕
http://www.yakatabune-kumiai.jp/

■背景・目的
江戸時代から親しまれてきた屋形船による船遊びも人々の趣味･嗜好
が多様化する中で利用者は減少傾向にあった。
このため、急増しているインバウンド需要と外国人観光客を新たな顧客
ターゲットに定め、
クールジャパンの一つとして「Yakatabune」の魅力を

からクレジットカード決済を採用している。
平成２８年度は、東京都中央会の「組合アイデア大賞 in TOKYO」を受
賞し、受賞企画である屋形船のプロモーション映像も作成中である。

■成果
組合の取組みがニュース番組等で放映され、大きな反響を呼んだ結果、

発信するとともに、外国人観光客の受入体制整備に取り組んだ。

外国人だけでなく日本人客も増加。今後はさらなる集客のため、屋形船の

■事業・活動内容

一層のＰＲと旅行社への営業強化に努める予定である。

外国人観光客を誘致するにあたり、外国人有識者を事業部会に加える
ことが不可欠であると考え、東京都中央会の「グループ戦略策定展開支援
事業」を活用してカナダ人経営コンサルタントをアドバイザーに迎えて訪
日外国人集客計画を策定した。外国語での会話に不安のある事業者でも
対応可能な接客マニュアルや英語・中国語表記の案内を作成するととも
に、外国人向け屋形船ツアー企画策定に取り組んだ。外国人に人気の高い
「忍者」をテーマとする「忍者屋形船」は、船員皆が忍者装束をまとってツ
アーを進行し、参加者も黒頭巾の忍者に扮して手裏剣や吹き矢の的当て
ゲームに興じるほか、折り紙の手裏剣造りや展望デッキでの撮影会等も実
施。食事は外国人が好む献立の「忍者弁当」を提供。外国人観光客への周
知方法については、ホームページに英語と中国語の案内文を掲載したほ
か、外国語でのネット予約も可能とした。また、外国人ユーチュバーを招待
して情報発信を強化した。なお、乗船料の支払いは利便性と確実性の観点

強い発信力と周知力を持つテレビ局との連携で販路拡大・取引力強化を目指す

協同組合くまもと名産会

〔所在地〕
熊本県熊本市西区春日3丁目15 1 熊本駅ビル2階
〔TEL〕
096-352-6200〔組合員数〕
50人〔設立〕
昭和47年9月
局と連携したイベント
（展示販売会）の開催を企画した。

■事業・活動内容
熊本県中央会より紹介があった「地方公共団体連携型広域展示販売・
商談会事業」を活用して、
これまで組合として連携が少なかった地元テレ
ビ局とともにイベントを開催することを、熊本県中央会担当者と組合事務
局長が中心となって企画した。イベントの開催に先駆け、マーケティングや
パッケージの専門家を招聘し、
「物産展で売上を伸ばすためのセミナー」、
「物産展に向けてのブラッシュアップセミナー」を実施した。その後、地元
テレビ局３社と連携したイベント「くまもと物産展と食の祭典〜くまもとマ
ルシェ〜」を開催し、イベントの販売・商談会事業の運営・管理は、熊本県
中央会担当者、組合事務局長、出展する組合員を中心とした県内食料品製
造業者、更に地元テレビ３局のイベント運営・管理担当者と共同で担当し
た。イベント開催後は、会場を訪れた買い物客及びバイヤーに対するアン
ケート調査結果をとりまとめ、報告会で出展者にフィードバックするととも
に、専門家による物産展及び商談会の総括を実施し効果を確認した。

■背景・目的

■成果

熊本県内の土産品製造販売業者で構成される当組合は、熊本駅ビルで

イベントの来場者は３回で延べ８万人以上、売上高は１,３３９万円となっ

の直売店事業、外販事業と併せて、新規顧客の開拓を図るため、年３〜４

た。マーケティングやパッケージングの専門家を招聘し、商品のブラッシュ

回の物産展の企画運営事業を展開してきたが、取組みの効果は限時的・

アップを図る目的でセミナーを事前に開催したことは、目標の設定に効果

地域限定的であり、開催回数を重ねる地道な取組みの継続が課題であっ

的であり、また、イベント開催後に行った成果報告会は、成果の確認、今後

た。このような状況において、マスコミの発信力を活かそうと地元テレビ

の課題抽出、目標設定に効果的であった。
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高 知 県 商 工 労 働 部 経 営 支 援 課からの お 知らせ
施策情報

新規開業・業種転換をお考えの方

チャレンジショップで商店街などに
お試し出店してみませんか？
チャレンジ
ショップ
とは

11

1つの店舗を２〜３つのお店がシェアしながら、将来の独立開業を
目指してお試し開業ができる施設です。
平成30年度、高知県内には10ヶ所のチャレンジショップが展開予定
です。半年〜最長1年間のチャレンジが可能で、独立に向けて空店舗へ
の出店交渉など、地域で応援しています。

対象者

●チャレンジショップ卒業後に商店街などへの開業意欲がある方
●チャレンジショップへの出店が新規開業となる方
●現在の業種・業態の転換を考えている方
●原則として小売業、
サービス業、飲食業を行う方（店舗により異なります）

出店者の費用負担

３，
０００円〜１１，
５００円程度（店舗や区画により異なります）

出店実績

平成２９年１２月１日時点で４５組の出店者が卒業し、
２５組が開業に至っています。
開業例：ファッション雑貨、
エステ、鍼灸、
ミシン修理、
中古楽器販売、時計修理 など

各店舗の区画数

●高知市／京町チャレンジショップ：3 区画
●香美市土佐山田／ふらっと中町チャレンジショップ：３区画

施策情報

●土佐町田井／チャレンジショップＩＣＯ：未
●室戸市室津／ちゃれんじしょっぷＧｏ・ムロト：１区画
●越知町：未
●佐川町／チャレンジショップさかわ：未
●中土佐町久礼：１区画
●四万十町窪川：2 区画
●四万十市中村／チャレンジショップＴＪＢ：3 区画
●土佐清水市／さばいばる中央町ＣＳ：２区画

いよいよ独立開業！
商店街の空き店舗を活用して開業する場合、
店舗改修費用を補助する「空き店舗対策補助金」を
ご活用いただけます！

対象業種

小売業、飲食業、
サービス業 ※昼間に営業される方（昼・夕両方営業の場合は対象）

対象経費

●必要最低限度の内装（華美な装飾や店舗構造の変更を伴う工事は対象外）
●備品や設備は原則対象外
●空調設備、音響設備、厨房機器、厨房内設備は補助対象外

補助率

補助対象経費の 2 分の 1 まで

補助額

補助上限額 100 万円（下限額 10 万円）

活用事例

●飲食業：ケーキ店、
ラーメン店、
ランチ営業居酒屋など
●製造小売業：たいやき店、唐揚げ店 など
●小売業：自転車販売、
生花販売、
アクセサリーショップ、
ギター修理販売店 など
●サービス業：整体、美容室、
フォトスタジオ、PC 教室 など

施設によって、出店可能業種や費用負担が変わるほか、客層も異なります。
地域での独立開業を目指す際の第一歩として、関心を持たれた方はぜひご相談ください！
【問い合わせ先】

高知県経営支援課 商業流通担当
電 話：０８８−８２３−９６７９
メール：150401@ken.pref.kochi.lg.jp

【中央会担当窓口】 商店街振興室 宮﨑、秋澤
電 話：０８８−８４５−８８７０
メール：info@kbiz.or.jp

紹介ページにつながります
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平成三十年

謹 賀 新 年
高知県中小企業団体中央会
【顧 問】

【副会長】

北岡幸一

竹村建司

川上和孝

浜田英宏

久松朋水

山本吾一

栗田

寛

武井勝一

梶原大介

矢野武志

植田英久

友永幸雄

福留治實

髙木

藤本正孝

竹村昭彦

廣末幸彦

岡林秀雄

【相談役】

橋本順子

古谷俊夫

吉村保利

濵川

妙

博

田村

紘

【理 事】

下村

宰

竹内康雄

徳武

孝

溝渕浩一

刈谷喜明

西山

武

所

西野精晃

山本泰弘

山中

伯

濱田誠一

嘉数

紀光
実

早川紀夫

【常任理事】

冨永守彦

吉野和守

狩野恭輔

岩郷雄介

【監 事】

藤近

馨

前田

平

永野正将

𠮷永光男

浅津

北岡

浩

横田良生

酒井陽典

畠中泰久

中村義仁

三谷哲夫

角

裕和

大勝敬文

長山和幸

【会 長】

池澤啓輔

坂本正興

岡島喜三

町田

門那國雄

吉澤文治郎

木村浩二

貴

博

（順不同）
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川越税理士事務所

情報融合企業集団・
フロンティアこうち協同組合

川越宏一

栗田

所長
高知市針木本町2番6号
TEL 088−844−5055 FAX 088−844−5150

高知市環境保全事業協同組合

寛

理事長
高知市本宮町105番地17 ソフトウェア団地内
TEL 088−850−0500

高知県理容生活衛生同業組合
バーバーくんマークのお店に来店下さい！

佐竹佳雄

理事長
高知市福井町2269番地189
TEL 088−871−0030 FAX 088−871−0030

理事長

東﨑幸男
高知市中万々85番地3
FAX 088−824−0053

TEL 088−875−6709

高知県美容生活衛生同業組合

万々商店街振興組合
クマーマまんなか市場（月のまんなか14日・15日サービスデー）

三宮豊辰

丁野信二

理事長
高知市中万々85番地の3
TEL 088−873−6954 FAX 088−825−3261

理事長
高知市中万々1−8 毛糸のパピー内
TEL・FAX 088−875−4157

高知県葬祭業協同組合

徳武

土佐珊瑚協同組合
代表理事

孝

理事長
事務局：高知市越前町2の5の10「大和葬祭内」
TEL 088−875−7200 FAX 088−875−1400

高知県コンクリート製品工業組合

高知市朝倉丙1492−7
TEL・FAX 088−802−6090
http://www.tosasango.com/

土佐電設事業協同組合

髙橋佳久

理事長
高知市日の出町2番12号
TEL 088−821−9112 FAX 088−821−9116

愛宕商店街振興組合

小野大典

高知県酒造組合
理事長
TEL 088−823−3558

川上

曜

高知市相模町6の15
TEL 088−822−4523

南四国個人タクシー協同組合

芝

知彦

理事長
高知市相模町13番17号
（配車）TEL 088−872−0923

三井住友海上火災保険㈱高知支店

竹村昭彦
高知市廿代町15の1
FAX 088−823−3559

壱番街商店街振興組合

早川賢治

理事長
高知市帯屋町2丁目1番33号
TEL 088−824−8830 FAX 088−873−6641

帯屋町一丁目商店街振興組合

文野達朗

理事長
高知市帯屋町2丁目1番33号
TEL 088−824−8830 FAX 088−873−6641
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理事長

個 人

理事長
高知市愛宕町2丁目19番14号
TEL 088−875−3522

江川順水

川端信一郎

支店長
高知市駅前町4−15西山ビル
TEL 088−824−5795

三井生命保険株式会社
高知営業支社
営 業 支 社 長

村 本 宏 一

高知第一CS室長

木 内 友 則

中央会推進担当副長

保木下真実子

高知市駅前町1−8 第7駅前観光ビル 2F
TEL 088−882−3402 FAX 088−882−9406

平成30年 謹賀新年

高知市商店街振興組合連合会

廣末幸彦

理事長
高知市帯屋町2丁目1番33号
TEL 088−824−8830 FAX 088−873−6641

大橋通り商店街振興組合

鍋島勇雄

理事長
高知市帯屋町2丁目1番33号
TEL 088−873−1366 FAX 088−873−6641

おびさんロード商店街振興組合

大 西 み ちる

理事長
高知市帯屋町2丁目1の3 木山ビル3Ｆ
TEL 088−871−6527

はりまや橋商店街振興組合

小谷一雄

理事長
高知市はりまや町1-5-14
TEL 088−882−4174

廣末幸彦

理事長
高知市帯屋町2丁目1番33号
TEL 088−824−8830 FAX 088−873−6641

帯屋町二丁目商店街振興組合

森山

剛

理事長
高知市帯屋町2丁目1番33号
TEL 088−871−0668 FAX 088−873−6641

官公需適格組合
高知県ビル総合管理協同組合

石野伸次

理事長
高知市南はりまや町2丁目3−10 ア・ラ・モードはりまや1F
TEL 088−885−0112 FAX 088−880−0166

京町・新京橋商店街振興組合

安藤浩二

理事長
高知市はりまや町1丁目3番15号
TEL 088−825−0787

高知市中の橋商店街協同組合

中心街事業協同組合

廣末幸彦

理事長
高知市本町1丁目5番16号−303
TEL 088−822−4822 FAX 088−824−8584

高知県建設業協同組合

西野精晃

理事長
高知市本町1丁目3番20号
TEL 088−872−8962

天神橋通商店街振興組合
理事長

協同組合 帯屋町筋

小笠原健一
高知市本町3丁目4番6号
TEL・FAX 088−875−2430

東京海上日動火災保険㈱高知支店

土倉義浩

支店長
高知市本町4−1−16高知電気ビル6階
TEL 088−823−1535

高知県中小企業振興協同組合

橋本順子

理事長
高知市升形１番２６号 富士産業ビル
TEL 088−822−1111

森田

隆

理事長
高知市本町1丁目5番16号−303
TEL 088−873−2424

損害保険ジャパン日本興亜㈱高知支店
支店長

宮本俊一
高知市本町2−1−6
TEL 088−822−5364

高知新聞販売所協同組合

結城

貢

理事長
高知市本町3丁目2の15
TEL 088−825−4025

高知県旅行業協同組合

藤田光三

代表理事
高知市北本町1−7−26通運ビル1階
TEL 088−821−2812

高知県旅館ホテル生活衛生同業組合
理事長

藤本正孝

高知市旅館ホテル協同組合
理事長
宮村耕資
高知市升形5−34 三好ビル2F
TEL 088−823−5941
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高知県自転車二輪車商協同組合

高知県青果物出荷商業協同組合

中村義仁

代表理事
高知市上町3丁目4番7号
TEL 0887−55−1926 FAX 0887−55−1943

水口勝文

理事長
高知市上町1丁目1番1号
TEL 088−875−2472

高知県電気工事業工業組合

株式会社 三翠園

（高知電気安全サービス）
代表取締役

石川孝美

吉村保利

理事長

高知市大原町87の8
TEL 088−832−7822

TEL 088−822−0131

「生命を守るコンクリート」

高知県菓子工業組合

高知県生コンクリート工業組合

山中

伯

理事長
高知市城山町183番地5
TEL 088−833−3110 FAX 088−833−3242

仮谷征二郎
高知市朝倉戊773番地1
TEL 088−856−7780

川上和孝

理事長
高知市南ノ丸町51番地7
TEL 088−831−1337

高知市管工事設備業協同組合

高知県石油業協同組合

武井勝一

理事長
高知市大原町80−2石油会館
TEL 088−831−0439 FAX 088−833−9988

濱田誠一

代表理事
高知市六泉寺町93番15
TEL 088−832−2851

有限会社 川村印刷

高知砕石販売協同組合

德平

高知市石立町97番地1
TEL 088−831−7103

高知県砕石工業組合

高知県中央地区生コン協同組合
理事長

刈谷喜明

代表理事

豊

理事長
高知市南ノ丸町51番地7
TEL 088−831−1311

川村

卓

代表取締役
高知市桟橋通2丁目7−5
TEL 088−831−4582 FAX 088−831−2324

高知県クリーニング生活衛生同業組合 パチンコ・パチスロ 〜身近で気軽な大衆娯楽〜
高知県遊技業協同組合

木村浩二

理事長
高知市百石町1丁目16の1
TEL 088−831−1327

高知県柔道整復師協同組合

小川八十一

理事長
高知市塩屋崎町2丁目1番27号
TEL 088−832−1411 FAX 088−832−1011

高知県海砂利採取協業組合

武田義憲

理事長
高知市萩町2丁目1番95号
TEL 088−831−9682
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秋

太海

理事長
高知市桟橋通3丁目25−20
TEL 088−833−6388

高知県板金工業組合

沖野東陽

理事長
〒780‐8010 高知市桟橋通六丁目2番2号
TEL 088−855−4880 FAX 088−837−4881

赤帽高知県軽自動車運送協同組合

中橋達明

理事長
高知市新田町18番18号
TEL 088−833−4545

平成30年 謹賀新年

高知県印刷工業組合

高知医師協同組合

竹村晴光

理事長
高知市城山町207番地6
TEL 088−833−1241 FAX 088−833−6066

丸十事業協同組合

理事長

酒井陽典
高知市与力町13番6号
TEL 088−802−0680

協同組合 丸和林材

理事長

田部博史
高知市若松町3の25
TEL 088−884−3111

北岡幸一

代表理事
高知市知寄町3丁目303番地
TEL 088−855−7647 FAX 088−884−1687

高知県室内装飾事業協同組合

𠮷永光男

理事長
高知市南宝永町10番3号
TEL 088−885−1611

協同組合 ドライウッド土佐会
代表理事
TEL 088−883−8810

高知県素材生産業協同組合連合会

大原儀郎
高知市小倉町2番8号
FAX 088−884−1697

代表理事
TEL 088−883−8504

福留治實
高知市小倉町2番8号
FAX 088−884−5868

木 のこころを伝える

高知県木材産業協同組合連合会

高知県木製品工業連合協同組合

代表理事

小川康夫

TEL 088−883−6721

高知市小倉町2番8号
FAX 088−884−1697

代表理事
TEL 088−882−0298

池

龍曻

高知市小倉町2番8号
FAX 088−884−1697

高知県屋外広告美術協同組合

高知県製パン協同組合

下司冨士夫

代表理事
高知市大川筋1−3−39土佐建材ビル2F
TEL 088−802−3733

岡﨑

勲

代表理事
高知市稲荷町10−23スカイハイツ301号
TEL 088−885−3178

高知県テント・シート工業組合

高知県建具協同組合

狩野恭輔

理事長
高知市杉井流15番20号
TEL 088−883−6665 FAX 088−883−6669

高知卸商センター協同組合

町田

博

人材育成をサポートし、継栄に貢献する

前中社労士事務所

貴

理事長
高知市南久保11番24号
TEL 088−882−8815

高知県環境整備事業協同組合

戸田

浅津

理事長
高知市南金田3番48−7号
TEL 088−882−3734

前中博雄

所長
高知市海老ノ丸6番20号エムケイツービル北側中央
TEL 088−802−5022 FAX 088−802−5023

協同組合
高知県介護福祉支援センター

明

理事長
高知市南御座19番31号
TEL 088−884−1319

篠原裕一

理事長
高知市南御座10番13号
TEL 088−861−6660
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協同組合高知県LPガス保安調査センター 高知工作センター協同組合

小野昌男

代表理事
高知市南川添17番18号
TEL 088−884−1474

有限会社 カタオカ印刷

片岡孝元

代表取締役
高知市一宮西町1丁目8番22号
TEL 088−845−2211 FAX 088−845−2214

太陽特殊鍛造協同組合

久松朋水

代表理事
高知市布師田3950番地
TEL 088−846−1230 FAX 088−846−2704

高知県火災共済協同組合
理事長
高知市布師田3992の2

浜田敦夫

高知個人タクシー協同組合

下本満男

理事長
高知市一宮東町5丁目21番11号
TEL 088−846−5533
FAX 088−846−5534

高知県食品外販協同組合

町田直明

代表理事
高知市布師田3992−2（高知県中小企業会館5F）
TEL 088−845−6860 FAX 088−845−6861

協同組合 高知機械工業団地
理事長

廣末幸彦
高知市布師田3992の2
TEL 088−845−8870

山本吾一
高知市布師田3961
TEL 088−846−1171

他役職員一同
TEL 088−845−2221

高知県商店街振興組合連合会
理事長

山崎俊輔

理事長
高知市一宮南町一丁目8番37号
TEL 088−845−1825

高知県中小企業青年中央会
会長

永野正将

高知市布師田3992の2

他役員一同
TEL 088−845−8870

高知県スポーツ用品小売商協同組合 高知県外国人技能実習生
受入組合連絡協議会

美馬義一

理事長
高知市高須東町3番3号
TEL 088−883−2532 FAX 088−883−2532

サポートスタッフ協同組合

近藤豊信

代表理事
高知市高須2丁目17番34号
TEL 088−861−5025

高知県墓地環境整備協同組合

今村義男

理事長
高知市介良乙3675番地
TEL 088−860−6300

高知成長建設協同組合

今村義男

代表理事
高知市介良乙3675番地
TEL 088−802−5535
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吉川浩史

会長
高知市布師田3992−2 中央会内
TEL 088−845−8870 FAX 088−845−2434

全高知珊瑚協同組合連合会
代表理事

田村

紘

高知市布師田3992の2
TEL 088−846−2333

高知県左官タイル業協同組合

川上利政

理事長
高知市高須新町2丁目6の14
TEL 088−882−0010

高知介護サービス協同組合

福本茂也

代表理事
高知市介良乙3675番地
TEL 088−860−2411

平成30年 謹賀新年

高知県自動車整備商工組合
理事長

下村

高知県電機商業組合

宰

高知市大津乙1793の1
TEL 088−866−7300

高知市介良乙1060番9
TEL 088−860−6655

高知県塗料商業協同組合

高知市再生資源処理協同組合

竹﨑文雄

代表理事
高知市大津乙1786番地1
TEL 088−866−5613

高知市ハイヤー協同組合
理事長

岡林秀雄

理事長

角

裕和

理事長
高知市介良乙1110番地
TEL 088−860−6181

高知県自動車車体整備協同組合

明石健市

高知県鋳造工業協同組合

冨永守彦

掛水伸一

理事長

高知市大津乙1879の9
TEL 088−866−0520

高知市大津乙1793の1
TEL 088−866−7300

フランク・ロイド・ライトの建築思想をうけた
世代を超えて住み継がれる家

理事長
高知市布師田3981番地5
（株）
トミナガ内
TEL 088−845−1122

高知初登場！

高知県食品工業団地事業協同組合
理事長

吉野和守
高知市大津乙1910
TEL 088−866−3111

高知中央青果買受人協同組合

高知県中古自動車販売商工組合
理事長

小松

田所成實

代表取締役
高知市介良甲981番地2
TEL 088−878−7930 FAX 088−878−7931

豪

代表理事

高知市弘化台12の12
TEL 088−882−4929

高知市大津乙2126の1
TEL 088−866−8400

高知青果商業協同組合
理事長

畠中泰 久
高知市弘化台12の12
TEL 088−882−6769

高知市中央卸売市場
青果仲卸業協同組合
代表理事

宮川堅一
高知市弘化台12の12
TEL 088−882−5401

高知中央市場鮮魚買受人協同組合
理事長

池澤啓輔
高知市弘化台12の12
TEL 088−883−4725

山本泰弘

御浦魚商人協同組合
理事長

中田雅彦
高知市弘化台17−20
TEL 088−882−2191

高知県木協建材協同組合

山村一正

理事長
高知市仁井田4509番地
TEL 088−847−4156

高知県木材商業協同組合

門那國雄

理事長
高知市仁井田4509番地
TEL 088−847−7222
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高知県木材協同組合

カネタ事業協同組合

入交太郎

理事長
高知市仁井田4563番地1
TEL 088−837−3101 FAX 088−837−3103

高知県臨海工業団地協同組合

協同組合 高知県木材工業団地連盟

武村賢司

理事長
高知市長浜5033番地21
TEL 088−842−1020
❖❖車社会を下支えする❖❖
一般社団法人 日本 ELV リサイクル機構

会員

西田通明

MEMBER

代表理事
高知市瀬戸南町2丁目45番1号
TEL 088−881−1200

安岡金属㈱・㈲土居商店・㈱高知通商事・物部商会
片江商店・島崎金属・島崎哲商店
事務局 〒781-0112 高知市仁井田4570番地1
TEL：088-847-4041 FAX：088-847-4055

有限会社 金子経営コンサルタント

土佐山ファクトリー協同組合

宮地正忠

代表理事
高知市春野町弘岡中1402番地
TEL 088−894−6363

高知県土佐刃物連合協同組合

西山

中小企業診断士

金子良一
金子長彦

税理士
高知市横浜新町5丁目615
TEL 088−842−1431

室戸黒潮協同組合

武

理事長
香美市土佐山田町宝町2丁目2の27 香美市商工会館内
TEL 0887−53−4111

高知東部農振協同組合

武内正文

代表理事
香美市土佐山田町神母の木13番3号
TEL 0887−53−7511 FAX 0887−53−7512
生産者の真心をそえて届ける産直の店

協同組合 韮生の里

門脇邦泰

理事長
香美市香北町美良布1211番地
TEL 0887−59−3156 FAX 0887−59−3159
緑化と苗木のことなら

高知県種苗緑化協同組合

岡本雅光

代表理事
香美市土佐山田町神母ノ木字鹿落159番地1
TEL 0887−53−4161

協同組合土佐刃物流通センタ−

山﨑洋介

理事長
香美市土佐山田町上改田109
TEL 0887−52−0467

21

北岡幸一

代表理事
高知市仁井田字新築4502
TEL 088−847−0161

高知県古紙回収事業協同組合

高知県自動車リサイクル協同組合
jaera

門那國雄

理事長
高知市仁井田4509番地
TEL 088−847−2332

出間精一郎

代表理事
室戸市室戸岬町6810番地152
TEL 0887−22−2176 FAX 0887−22−2177

安芸郡酒類卸商業協同組合

吉村公政

理事長
安芸市本町4丁目2の31
TEL 0887−34−3178

馬路林材加工協同組合

小松

博

井澤

傳

理事長
安芸郡馬路村大字馬路字西張2107番地20
TEL 0887−44−2059 FAX 0887−44−2136

協同組合 やすらぎ市
代表理事
香南市夜須町千切537−90 道の駅やす内
TEL 0887−55−2370 FAX 0887−55−2370

高知県生コンクリート東部協同組合

北岡守男

理事長
香南市野市町西野1892番地
TEL 0887−56−2461 FAX 0887−56−2452
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−本場の本物−
大豊町碁石茶協同組合

赤岡青果商業協同組合

小笠原功治

嶺北生コンクリート協同組合

山中

吉野川リビング協同組合

伯

レイホク木材工業協同組合

野村俊夫

理事長
長岡郡本山町吉野305番地
TEL 0887−70−1388 FAX 0887−70−1378
“龍馬が食べ損ねたシャモ鍋を現代に”

企業組合ごめんシャモ研究会

藤川

郷土のために

嶺北建設業協同組合
理事長

佐古田洋市
長岡郡本山町本山526−1
TEL 0887−76−2230

土佐石灰化工協業組合

立花智幸

事業協同組合
高知総合輸送センター

TEL 088−862−1050

南国市稲生1328
TEL 088−865−1776

協同組合 テクノ高知

三谷哲夫

理事長

理事長

土佐石灰工業協同組合
理事長

南国市土曜市協同組合

小松秀則

理事長

南国市小篭808番地1
TEL 088−863−0018

理事長

三谷範之
南国市双葉台5番地2
TEL 088−862−2424

𠮷川和良
南国市稲生938番地8
TEL 088−882−1158

南国市双葉台19
FAX 088−880−8160

高知物流ネットワーク協同組合

坂本正興
南国市明見889番地18
TEL 088−864−0100

三木康弘

高知県トラック団地事業協同組合

𠮷川和良

代表理事

南国市小篭808番地1
TEL 088−863−7722

高知県中央木材工業団地協同組合

泉

理事長
長岡郡本山町助藤1372
TEL 0887−76−3355

理事長
高知県南国市後免町2丁目3番13号
TEL 088−855−7418 FAX 088−855−7419

代表理事

正

香南市赤岡町1365
TEL 0887−55−2175

理事長
長岡郡大豊町川口2050番33
TEL 0887−72−1217

理事長

西内

理事長

代表理事
長岡郡大豊町黒石343番地1
TEL 0887−73−1818

今田

尚

南国市大埇甲1788番地

四国地区中小乳業協同組合
理事長

吉澤文治郎

TEL 088−864−5800

南国市物部272−1
FAX 088−864−4594

旭協同組合

土佐信用組合

横田良生

理事長
土佐市高岡町甲2137の1
TEL 088−852−1211

理事長

竹内康雄
南国市領石246
TEL 088−880−8111
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企業組合アルバトーザ

土佐市青果商業協同組合

Café Niil Mare
（カフェニールマーレ）

永田順治

代表理事
土佐市新居38番33号2F
TEL 088−856−5861

土佐ふれあい協同組合

土佐市高岡町丙52−1
TEL 088−852−0597

高知県中部生コンクリート協同組合

坂本重法

代表理事
土佐市高岡町乙61番地10
TEL 088−854−1005

協同組合 須崎木材工業団地

嶋﨑勝昭

理事長
須崎市南古市町6番6号
TEL 0889−42−0033

くろしお農業振興協同組合

市川正孝

代表理事

中村義仁

理事長

理事長

須崎市港町76
TEL 0889−42−1001

吉川浩史
須崎市押岡458番地
TEL 0889−42−0104

高陵建設業協同組合

仁淀川林産協同組合

片岡博一

代表理事
吾川郡仁淀川町上名野川490
佐川集材センター：高岡郡佐川町丙1494−1
TEL 0889−20−0759

高知県手すき和紙協同組合

理事長

杉本貞雄
須崎市南古市町6−6
TEL 0889−42−2429

本川手箱きじ生産企業組合

大勝敬文

理事長
吾川郡いの町波川287−4
TEL 088−892−4170 FAX 088−892−4168

山本周児

代表理事
吾川郡いの町葛原231番地4
TEL 088−869−2333

山に遊び林に愉しむ 林家と未来を考える

梼原林産企業組合 −ゆうりん−
高岡郡梼原町太郎川 3799 - 3
T e l . 0889 - 65 - 1100

高岡郡梼原町梼原 1196 - 1
T e l . 0889 - 65 - 1288

管理・運営：

梼原町商工振興協同組合

代表理事 長

山和幸

高幡生コンクリート協同組合

しばてんカード協同組合

藤田俊宏

理事長
高岡郡四万十町茂串町1−14
TEL 0880−22−0465

しまんと林産企業組合

田邊

聖

田邊

聖

理事長
高岡郡四万十町口神ノ川696−2
TEL 0880−22−3049

大正建設業協同組合

田邊

聖

理事長
高岡郡四万十町大正230番地8
TEL 0880−27−0231 FAX 0880−27−0188
E-mail:r40010@mb.inforyoma.or.jp

四万十アパレル協同組合

松下則和

代表理事
高岡郡四万十町金上野928番地6
TEL 0880−22−4330 FAX 0880−22−3475
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矢野博正

理事長
高岡郡梼原町上折渡89番地
TEL 0889−62−2922

代表理事
高岡郡四万十町江師613番地1
TEL 0880−27−0775

とおわ守人企業組合

八木敏伸

理事長
高岡郡四万十町久保川169番地5
TEL 0880−29−1066 FAX 0880−29−1066

平成30年 謹賀新年
“ 安心 安 全な給 食を子 供たちに”

四万十マヒマヒ丸企業組合

四万十食材管理協同組合

中野

仁

理事長
（本 社）高岡郡四万十町茂串町1−14
（事業所）高岡郡四万十町香月ヶ丘8−28
TEL 0880−22−2910 FAX 0880−22−2910

越知町仁淀川山椒企業組合

企画・ど久礼もん企業組合

山中登雄

理事長
高岡郡越知町鎌井田桑薮454番地
TEL 0889−20−6466 FAX 0889−20−6477

高知県化粧品小売協同組合
理事長

友永幸雄

天神橋商店街振興組合

高岡郡中土佐町久礼6530番地
TEL 0889−52−3822 FAX 0889−52−3823

植田英久

理事長
四万十市右山元町3丁目3の26
TEL 0880−34−3100

高知県西部自動車整備協業組合

國吉康夫

理事長
四万十市中村天神橋29番地
TEL 0880−31−0280

岡松

平

代表理事
四万十市有岡岩井ノ前2146番地1
TEL 0880−37−0521 FAX 0880−37−0523

下田海運協同組合

四万十市商業協同組合

園

理事長
四万十市右山五月町8の13
TEL 0880−34−7100

幡多公設地方卸売市場
青果部買受人協同組合
理事長

大正町市場 http://www.dokuremon.com/

中村地区建設協同組合

四万十市中村東下町5
TEL 0880−35−3446

本田

德弘伸一

代表理事
高岡郡四万十町興津1930番地2
TEL 0880−29−5811

小橋一實

岡島喜三

理事長
四万十市下田1910番地15
TEL 0880−33−0003

株式会社 シマント
代表取締役

四万十市佐岡499の1
TEL 0880−34−1495

濵田由紀子
四万十市西土佐用井841
TEL 0880−31−6301

各種砕石製造販売

幡多砕石協同組合
理事長

竹村建司

高知西南物流センター協同組合

内田荘一郎

理事長

宿毛市中央2丁目2番18号
TEL 0880−63−4725

大洋蒲鉾協業組合
理事長

中野正高

代表理事
四万十市三里垣ノ内1400番地
TEL 0880−38−2811 FAX 0880−38−2638

協同組合 ウッディ四万十

芝

久義

代表理事
幡多郡黒潮町入野2527番地3
TEL 0880−43−0710 FAX 0880−43−0711

協業組合 テスク

名倉次朗
宿毛市和田1215
TEL 0880−63−3128

池本成志

理事長
宿毛市高砂5387番地122
TEL 0880−62−1088
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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12月（前年同月比）
売 上 高
収益の状況
業界の景況10

情報連絡員報告（平成29年12月）

DI
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食品団地

生コンクリート製造

12月度商況は昨年度に比べてやや好転。20日以降宅急便
荷物が全国的に急増した関係で出荷品に遅れが発生した。
クリスマス商戦から年末にかけて食品全般で活発な取引業況
であったが、燃料値上がりが収益に悪影響を及ぼしている。

出荷数量は前年同月比90.5％で大幅落ち込み。
出荷量の地域差が大きい。

酒類製造

コンクリート製品

最需要期の12月でやや挽回したが、
やはり県内消
費は横ばいとなっている。

出荷数量は前年同月比54％と市況は減少状況が
続いている。

水産食料品製造
お歳暮の形が変わったのか、送る人が世代交代した
のか干物等を使う人が減ったと実感する。売上その
ものは例年並みでも随分内容が違うものになってお
り、
ほとんど普通の月と動く商品が変わらない。

機械団地
団地内は、短期的に引き合いが増加したところや、取引先
等に変動がなく業況に変化がないところ、
あるいは業界全
体が冷え込み低迷する企業などが混在している。
それぞれ
に好不調の波があり、先行きは見通せない状況である。

木製品素材生産

刃物製造

12月はスギ、
ヒノキ共に量は横ばい。価格はヒノキの
特定径級では若干の上昇がみられたが、
その他はス
ギ、
ヒノキ共に横ばいであった。

売上増加は得意先が増えたことによると思われる
が、商品供給が思うようにならず困っている。供給が
スムーズにいくようになれば運営ももう少し楽になる
と思われる。

製材
年末期で原木が不足気味、値上がり状態、製品は
需要期で上向きの状態であった。

船舶製造
操業度は高い水準で推移。

製紙

珊瑚装飾品製造

荷動きは活発であるが、
急激に値上げされた原材料を
使っての生産であり、
製品への価格転嫁が急がれる。
大手家庭紙メーカーの早急な値上げを期待したいと
ころであるが。

12月度製品会取引高は前年度同月比112％であっ
た。特に業況に変化はない。

印刷
県内需要は官公需、
民需共に低調。県外需要は前
年並みか？10〜11月はまずまずに推移したが今月は
前年割れと厳しい結果となった。
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卸団地
クリスマスから年末にかけての繁忙期が前年に比べて低調、特
に大晦日前の動きは今までになく落ち着いた印象。人手不足や
店主の高齢化により皿鉢や仕出しの規模を縮小した店が目に
付いたほか、年末年始を休業にした店舗も例年より多かった。

青果卸売

商店街
（四万十市）

野菜・果実ともに平均キロ単価が経験したことのない
ような高単価で推移した結果、
買上高は前年同月比
で120％強と久しぶりに高水準となった。
ただ利益水準
は、
得意先からの要望もあって厳しかったと考えられる。

売上等前年度とほぼ同等。ただ、人通りや飲食店の人の入り
は例年よりも多かったように思われる。特に下旬は帰省客の効
果もあってか、賑やかだったように思う。遅ればせながら、地方の
景気上昇の波に乗れるよう各業種の企業努力に期待したい。

生鮮魚介卸売

旅館・ホテル

カツオ、
マグロは例年通りの入荷量でした。組合員の
減少により買高も落ち込み気味。

昨年同様忘年会などの会合が減少している。宿泊者
数も減少傾向である。

各種小売
（土佐市）

飲食店

年末は年々大人しくなっている。大型店が年始から
開店する中、小さな小売店はなかなか太刀打ちでき
ない。

飲食業界は少し景気上向きと思われる。
ただし、
野菜
等の高騰により原材料が値上がりしている。

ガソリンスタンド
11月まで原油価格は5カ月連続で上昇したが、12月
は1バーレル60ドル前後で高止まり、
元売り仕切りは4
週連続で据え置かれた。高知県の石油製品価格は
12月上旬に遅れていたが転嫁された。

旅行業
組合クーポン前年同月100％だが、総売り上げが前
年同月まで90％なので、
依然として業界が厳しい状況
であることは違いない。

電気機械器具小売

一般土木建築工事

12月度は全体で前年比104.3％と好調。特にクリー
ナー、洗濯機は前年比108.2％、ｴｺｷｭｰﾄが前年比
102.3％。

平成29年12月分の公共用土木生コン出荷量は前
月比91.6%、前年同月比77.6%。平成29年4月〜
12月の累計は前年比81.9%。防波堤工事など大型
工事や耐震・防災関連工事は継続している。

中古自動車小売

電気工事

あまり変化は無い。高額商品より割安な車両が売れ
ている状況。

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101％となった。昨年の減少分の回復には至
らず、
平年水準への回復に期待したい。

商店街
（安芸市）

一般貨物自動車運送

毎年恒例の歳末大売出しを実施。

組合実績は昨年同等であった。年末燃料価格は安
定せず大幅値上げが懸念されたが最小限で抑えるこ
とができた。1月以降もドライバー不足等問題が山積し
ており厳しい経営を迫られそうである。

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73.7
％、
利用台数106.7％。
リブロード跡地にビジネスホテ
ルチェーンの新規開業ホテルがオープンし、
中心部に
また一つ観光やビジネスの拠点ができた。

実働1日1車当りの前年同月比営業収入：101.9％、
輸送回数：99.5％。当月の実働率は70.7％。
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