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Close up! ものづくり

ものづくり補助金採択企業の取組み紹介

株式会社 宝石堂
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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

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

デザイン、
精密加工、
接合・実装、測定計測

設備投資のみ

高知初のブライダルリング自社生産
体制を構築するための設備投資事業
◎事業計画概要
近年オリジナルの指輪が求められているブライダルリング業界で、
高知から発信するブランド「ひな」
を外注生産
から自社生産可能な体制を構築する為に本補助事業によりレーザーマーカー、
GIA 顕微鏡等を導入する。
それにより小売店から革新的な
「ものづくりができる会社」
に成長して利益と業績と雇用を伸ばす。

取組みの経緯

実施内容
指輪の製造は21工程に分かれており、
そのうちの13工程を内製化す
るべく18機種の機器を導入。2016年2月に工房スペースを拡大した。

◎ GIAプロフェッショナル顕微鏡／ダイヤモンドの類似宝石等の
見極めを行う
結婚の際、挙式の有無にかかわらずマリッジリングを購入する人
の割合は約95％で、今後も突然に落ち込む要因はないと考えられ
る。
しかし、人口減少が進む高知県では婚姻組数も徐々に減少する
ことが見込まれるため、
全国展開している自社製品の卸販売の強化
が必要となっていた。
「自分たちらしい形」
と
ブライダルリング業界では、10年ほど前から
してマリッジリングに個性を求めるカップルが増え、購入単価も上昇
している。当社では、2007年にエンゲージリング・マリッジリングのブ
ランド
「ひな」
を立ち上げ、
オリジナルの指輪の製造・販売に着手。

2009年に出展した国際宝飾店 IJT で約10店舗の新規取扱店を
獲得し、卸業をスタートした。2011年には新宿伊勢丹、新潟伊勢丹
2017年8月の時点で取扱店舗は全国に27店舗
でも販売が始まり、
となった。
お客様の
「ひな」のオリジナルリングは70種ほどのデザインがあり、
希望に応じてアレンジ加工ができ、要望によってフルオーダーの製
作も行う。高知県内には貴金属加工の地場産業がほとんどなく、従
来はその製造のほとんどを東京や山梨の大規模工場に外注してい
た。
コストがかかる上に時間がかかり、商品に不具合があった場合に
も外注先に返送して修整する時間が取れず、
クレームに対応できな
い事例もあった。
新製品の試作にも時間とコストがかかり、商品開発がスピーディ
ーにできない状況にあった。
また、社内には指輪の加工技術を持つベテラン職人がいるが、簡
易の設備しかないため製造できる製品と加工に限りがあった。
これらの課題を解決するために、本補助事業を利用して自社内に
製造・加工の設備を整え、
コスト削減と商品開発の精度向上、製作
期間の短縮を図ることとした。
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◎ マルチテスターⅢ／宝石の機械的な鑑定を行う
◎ ダイヤモンドセレクターⅣ／宝石の機械的な鑑定を行う
◎ ジェムライト／宝石の鑑定時および加工作業時の照明
◎ ローラー／貴金属等を板状に加工する
◎ 線引き盤／貴金属等を線状に加工する
◎ 高温バーナー／貴金属を接合する
◎ 作業台／貴金属等の加工時に使用する
◎ 集塵バフモーター／貴金属等を磨く
◎ マイクログラインダー／貴金属等の細かい部分を磨く
◎ 平面研磨機／貴金属等を平らに磨く
◎ 実体顕微鏡／宝石の留めや加工の仕上げのために使用する
◎ サンドブラスター／貴金属等のつや消し加工のために使用する
◎ コンパクト集塵機／加工時に発生する塵を吸い取る
◎ レーザーマーカー／貴金属等に刻印やマーキングを行う
◎ 貴金属テスター／貴金属等の重さを量り、
含有量の分析をする
◎ コンピューターゲージ／完成品の寸法計測を行う
◎ 洗浄機／貴金属等の汚れを落とす

At t e n t i o n C r e a t i v i t y

株式会社 宝石堂
所在地：〒780 - 0841 高知県高知市帯屋町 1 - 7 - 15
T E L：088 - 824 - 3388
F A X ：088 - 824 - 3391
E-mail：service@hosekido.com HP：https://hosekido.com/
設 立：1982 年（昭和 57 年）7月15日 ※創業 1975 年（昭和 50 年）
従業員数：11名
資本金：100万円
主たる業種：高知初のブライダルリング自社生産体制を構築するための設備投資事業
◎企業概要
ブライダル関連のジュエリーを中心に、
宝石・貴金属・腕時計の販売・
修理を行い、
オリジナルジュエリーの製作を手掛ける。

取締役

平田 明博氏

取組みの成果
近年、
マリッジリングに「自分たちらしい形」
を求めるカップルが多く、
当社ブランド「ひな」のリングは約 70 種類のデザインから選んだ指輪
を、好みの形にアレンジしてオーダーできる。形だけでなく、素材、色、表
面の仕上げなどを選択し、
「自分たちのための指輪」
を一から作ること
で、
マリッジリングにストーリーが生まれ、大きな説得力となる。
従来、製作は県外の大規模工場に外注していたが、本補助事業に
より18種の機器を導入することで、指輪製造の21工程のうち宝石分
析、地金板の生成、
パーツの接合、磨き、石留め、仕上げ、刻印、貴金
属分析、重量分析、寸法計測、最終洗浄など13工程を自社で行うこと
ができるようになり、約7割の作業を内製化する環境が整った。自社で
加工できなかった指輪やジュエリーパーツの製作が可能となり、職人
の手仕事の「味」
を残した魅力ある表現ができる上、大幅なコストカット
を実現した。
販売員がお客様の意向を聞き取ってデザインに反映させるが、内
製化によってお客様の声が技術者にダイレクトに伝わり、的確なコン
セプトワークが可能となってデザインの質の向上にもつながった。発注
先の事情に左右されることなく納期を確定できる上、製造過程での変

今後の活動予定・販売計画
導入した設備を生かしてより品質の高い製品を数多く作るために
は、職人の技術向上が最優先の課題となる。製作・加工に対応できる
その精度を高めて
範囲を広げ、製造の70％の作業を自社内で行い、
いく。現在は販売員・技術者ともに不足している状況だが、早い段階
で人数を拡充し、継続した技術向上ができる体制を整え、生産率の向
上を目指す。
２〜３年以内に、年に1度開催される国内最大のジュエリーフェアへ
の出展を計画しており、小売店からものづくり会社へとさらに歩みを進
めていく予定である。
「ひな」
は日本の四季をテーマにした和のブライダルリングであり、土
佐和紙を使ったカタログでブランドイメージを確立し、他者との差別化
を図っている。海外からも注目され、
アジア諸国からの引き合いもある
ため、今後は「ジャパンメイド」の強みを生かして海外への販売も視野
に入れていく。

更にも対応でき、微調整をしながら製造することができるようになった。
自社内で試作品の製作も可能となったことで、
イメージの確認が容
易に、新製品の開発が短期間で行えるようになった。
また、宝石分析、貴金属分析など品質管理を行う機器の導入によ
り、鑑定を自社で責任を持ってできるようになったことで、製品のクオリ
ティーをゆるぎないものにすることができた。
さらに、
日本語や手書きの文字も刻印でき、
よりオリジナリティーを高
めることができるレーザーマーカーを導入し、
メーカーに外注していた刻
印が自社でできるようになった。
「ひな」
ブランドだけでなく既製品の刻印
にもスピーディーな対応が可能となった上、
外注のコストも削減できた。
機器の導入により、熟練の職人の技術を発揮した製造・加工が
できるようになり、
さらにその技術を若い職人に伝承できる環境が
整った。職人の育成に目処が立ったことは大きな成果である。

製品内容
●職人の手づくり感を残したマリッジリングの製作
●職人の手づくり感を残したペアブレスレットの製作
●お客様から依頼されたオリジナルリングの製作
●お客様の手書きメッセージをリングへ刻印
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中 央 会だより

2次公募の締め切りが迫っています！
平成２９年度補正

ものづくり・商業・サービス
経営力向上支援補助金 9月10日
締切

（月）
本会では、現在、標記補助金の高知県地域事務局として、
２次公募を行っています。 同補
助金は、中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開
発や、生産プロセスの改善を行うための設備投資等の経費の一部を補助するものです。
公募の締め切りが迫っておりますので、
ご希望の方は、
お早めにお申し込みください。

【公募締切】

事業の概要

平成30年9月10日（月）当日消印有効

【革新的サービス】
【ものづくり技術】共通

事業類型

事業概要

補助上限額

補助率

企業間
データ活用型

複数の中小企業・小規模事業者等が、事業者
間でデータ・情報を共有し、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

1,000万円／者

2/3以内

一般型

中小企業・小規模事業者等が行う革新的な
サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善
に必要な設備投資等を支援

1,000万円

1/2以内（※）

小規模型
（設備投資のみ）

小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う
革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセ
スの改善に必要な設備投資を支援

500万円

小規模事業者
：2/3以内
その他：1/2以内

※生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定又は経営革新計画の承認を取得して一定の要件を満たす者は、補助率2/3以内
【全事業類型共通】生産性向上に資する専門家を活用する場合 補助上限額30万円アップ

2 次公募のポイント（１次公募からの主な変更点）
1

特定非営利活動法人（NPO）が条件付きで補助対象事業者として追加され、単独での
申請と中小企業者との共同申請が可能となりました。

2 事業類型「一般型」
・
「小規模型」
で中小企業者のみの共同申請が可能となりました。
3 事業類型「小規模型」の「試作開発等」がなくなり「設備投資のみ」となりました。
4

新たに「小規模事業者」の範囲が示されました。具体的には、
サービス業のうち宿泊業・
娯楽業については、従業員数5人以下から20人以下に対象範囲が広がります。

5 平成30年7月豪雨等にかかる加点項目を追加しました。

【お申込み・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
TEL：088-845-6222 088-845-8870 FAX：088-845-2434
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E-mail：info@kbiz.or.jp

ＮEW ＦACE

of Organization Central Meeting,Kochi

コンフォート・ワーキング協同組合

中 央 会だより

組合ニューフェイス

●所 在 地：高知県高知市北久保9-15
●出 資 金：120,000円
●主な実施事業：共同受注事業

●理 事 長：松井 将司
●組合員数： 4 名
●設
立：平成30年2月9日

理事長からの一言
介護事業を取り巻く環境は介護保険制度の改定や介

こうした状況を踏まえ、我々のような、介護事業所を対象

護人材の不足等の諸問題から非常に厳しい状況にあり、

に各種サービスを提供する事業者が集まり、介護事業所

経営に当たってはシビアな舵取りが要求されます。一方で、

が必要とする各種サービスを一括して提供することで、顧

進展が続く高齢化社会は、2025年より団塊の世代が後

客である介護事業所の利便性を向上し、経営の安定化、

期高齢者に突入することで本格化しようとしており、安定し

サービス品質の確保に資するとともに、
これを通じて組合

た経営とサービス品質を確保できる健全な介護事業所の

員の事業機会の確保を図ることを目的に、当組合を設立し

ニーズは今後ますます高まると予想されます。

ました。今後ともよろしくお願いいたします。

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

無 料 相談窓口・講習会・専門家派遣をご活用下さい！
消費税引き上げ・軽減税率制度への対策はお済みですか？
来年10月より、消費税率の引上げと、
これに伴う一部品目への軽減税率措置が実施されます。8%と10%の複数
税率が品目ごとに設定されるため、取り扱い品目に応じたレジの改修等が必要になるほか、会計処理においても注意
すべき点があり、
すべての事業者で対策が必要です。
本会並びに高知県商店街振興組合連合会では、随時相談窓口を設けているほか、今年10月には制度の概要と対
策に関する講習会を予定しています。専門家派遣を伴う各事業所への巡回も可能ですので、お気軽にご相談下さい。

＜お問い合わせ先＞

TEL 088-845-8870
商業・観光振興部

E-mail info@kbiz.or.jp

連携推進部

担当

担当
秋澤

藤田
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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
「製図の見方・読

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

図能力向上研修」
（７月２４日、
２５日）
を、高知市布師田「協同組合高

（日常業務に活かせるポカヨケ編）
」
（８月１日、
２日）
を、香南市野市町

知機械工業団地」
にて開催いたしました。

「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・プラント製図１級技能士、職業訓練指

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

導員、
Ｉ
ＳＯ審査員補等の資格を活かし、本県ものづくり企業に対して

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

機械製図等に関するご指導をされている浜田昌宏氏
（元セイレイ工

きし、品質管理の内、
「ポカヨケ」の基本的な知識・技術及び社内で

業
（株）
取締役開発部長）
をお招きし、製図の基本的な知識及び技

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、
ポカヨケの目的と重要性、
ポカミスの原因と対策、
ポ

術の習得を目的に開催しました。
本研修では、製図の規格や読み方等の基本的な知識から、製図

カヨケの生産現場への適用等について講義がなされるとともに、事

に関する事例を交えて製図の重要性やメリットなどについての講義

例を踏まえて社内で水平展開する為の方法等について講義がなさ

がなされました。受講者からは、
「経験談もあって、
わかりやすかった」、

れました。受講者からは、、
「 改めて自社の取り組みを見直すきっかけ

「参加できなかった同僚にも機会があれば参加を勧めたい」等の声も

となった」、
「 今回は基本的な部分だけだったのでより詳しく勉強して
いきたい」等の声も聞かれ、
ポカヨケの基礎等の習得をきっかけに自

聞かれ、有意義な研修となりました。

社の品質管理への意識向上につながる研修となりました。

■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□

開催案内

■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□

機械加工技術者研修

熱処理技術者研修

品質管理向上研修

無料

熱処理技術研修

（QC7つ道具の活用編）

参加者募集！

（熱処理の基礎と金属組織）

●開催日時

10月3日（水）
・4日（木）

・27日（土）
●開催日時 10月20日（土）

◎両日とも午前９時〜午後４時

●開催場所

●開催場所

高知職業能力開発短期大学校「ＣＡＤ室」
（香南市野市町西野1595-1）
本研修では、新しくなった
「ISO9001
（ 2015年度版）
」
と
「5S」
が
品質向上にどのような関わりがあり、
どのように役立つのかを知る
とともに、QC７つ道具を活用した品質向上に関する知識・技術の
習得及び社内に水平展開できる知識・技術の習得を目指します。

師】

高知職業能力開発短期大学校
「FA教室・機械加工実習室2」
（香南市野市町西野1595-1）

【研修概要】

【講

◎両日とも午前９時〜午後４時

高知職業能力開発短期大学校
生産技術科

広瀬 直俊氏

（※先着順）
【募集人員】 15名

【研修概要】
本研修では、各種熱処理に必要な材料に関する知識及び熱
処理後に発生する割れなどのトラブルの解決方法等の基本知識
及び技術の習得を目指します。

【講

師】

高知職業能力開発短期大学校
生産技術科

（※先着順）
【募集人員】 10名

＜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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担当

古木

小澤
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組合で官公需の受注に
取り組みましょう！
官公需施策とは

官公需適格組合とは

中小企業の経営上の制約の多くは、経営の規模が小さいことに起因
するものです。一社では受注できない案件でも、組合員が共同して受注
すれば確実に契約を履行できる場合が少なくありません。
こうして生まれ
たのが、組合による共同受注事業であり、
官公需の共同受注です。
中小企業者によるこうした積極的な取り組みを支援するため、官公需
法第3条では、
「・・・国等が契約を締結するにあたっては、予算の適正な
使用に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を図るように努め
なければならない。
この場合、組合を国等の契約の相手方として活用す
るよう配慮しなければならない。
」
と定めています。

証明期間

３年

官公需の受注に対して特に意欲
的であり、かつ受注した契約は十
分に責任を持って履行できる体制
が整備されている組合であること
を中小企業庁（四国では四国経済
産業局）が証明する制度です。

【 証明対象組合 】事業協同組合
（連合会）
、
事業協同小組合、
商工組合
（連合会）
、
企業組合、
協業組合、
商店街振興組合
（連合会）
（H30年5月末現在）
【 官公需適格組合数 】全国：851組合

証明基準
※物品・役務関係の証明基準に加えて
下記基準を満たす

物品・役務関係

工事関係の証明基準

①組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われていること
②官公需の受注について熱心な指導者がいること
③事務局常勤役職員が１名以上いること
④共同受注担当役員及び共同受注委員会が設置されていること
⑤共同受注規約等を定め、役員と担当組合員が連帯して責任を負
うこと
⑥検査員を置くなど検査体制が確立されていること
⑦組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること
⑧組合もしくは組合員が暴力団
（暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律第２条第２項に規定する暴力団）
でないこと、
もし
くは組合の役員等が暴力団員でないこと又は暴力団の維持、運
営に協力・関与しているなど社会的に非難されるべき関係を有して
いないこと

①共同受注事業を１年以上行っており、相当程度の受注実績があること
②組合員の組合脱退予告期間を１年とすること
③入札にあたって組合と組合員との応札がないこと
④公共性のある施設もしくは工作物又は多数の者が利用する施設も
しくは工作物に関する重要な建設工事であって、工事1件の請負代
金の額が3,500万円
（当該建設工事が建築一式工事である場合に
あっては、7,000万円）
以上のものを請け負おうとする組合にあっては
常勤役職員が２名以上おり、
当該役職員のうち１名以上が技術職員
であること。上記以外の工事を請け負おうとする組合にあっては、事
務局常勤役職員が１名以上いること
⑤組合独自の事務所を有していること
⑥総合的な企画及び調整を行う企画・調整委員会が設置され、工事
全体が契約通りに施工される体制が整備されていること

＜組合名＞

高知県内の
官公需適格組合

＜証明区分＞

高知県石油業協同組合

物品納入

高知県ビル総合管理協同組合

役務提供

高知ビルメンテナンス協同組合

役務提供

嶺北建設業協同組合

工事

高知市管工事設備業協同組合

工事

官公需情報・適格組合制度に関することは、官公需総合相談センターまでお問い合わせください！
官公需総合相談センターでは、
官公需施策及び官公需適格組 ＜官公需総合相談センター＞
合制度の啓蒙普及とともに、
国等の発注機関からの発注、
落札等 高知市布師田３９９２−２ 中小企業会館４階 高知県中小企業団体中央会
の各種情報や受注環境に関する情報を収集し、
提供しています。 ＴＥＬ：０８８−８４５−８８７０ ＦＡＸ：０８８−８４５−２４３４
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青年部情報

大盛況

第２2回 組合青年部まつりを開催しました
！
！
−高知県中小企業青年中央会−
−
！
！

青年中央会の夏の恒例事業である組合
青年部まつりを、去る７月２８日
（土）
午後６時
から９時まで高知市帯屋町１丁目・２丁目商
店街内で開催しました。
本イベントは、会員青年部及び青年部員
間交流の促進、
また地域社会への貢献を図
ることを目的として、協同組合帯屋町筋主催
の土曜夜市内に青年中央会で出店ブースを
構え、会員青年部が出店することにより実施
しているものです。
当日は天候にも恵まれ、土曜夜市開催の
最終日であり、会場は多くの家族連れなどで
賑わう中、
１１青年部約９５名が参加し、
それ
ぞれ趣向を凝らしたゲームや物販のほか、青
年部ＰＲ活動等に汗を流しました。
また青年部まつり終了後には合同懇親会を
開催、
６６名が参加して大いに親睦・交流を
深めることができました。
ご参加頂いた青年部員の方々、大変お疲
れ様でした。
また、
ご来場頂いた多くの皆様、
本当にありがとうございました。
出店青年部名（順不同）

高知県建具協同組合青年部

出店内容

まな板・木製品の販売

高知中央電気工事業協同組合青年部

花火くじ引き販売、
アイスクリン販売、電流イライラ棒

高知県中古自動車販売商工組合青年部会

かき氷販売

（一社）
高知ビルメンテナンス協会青年部会
高知県印刷工業組合青年会
（一社）
高知県自動車整備振興会青年部会
高知県酒造組合土佐酉水会

アイスクリーム販売、ゲーム等
メモ用紙の配布、
Ｔシャツプリント
スーパーボールすくい
土佐の地酒販売

高知県旅館ホテル生活衛生同業組合青年部

紙飛行機ダーツ、
コイントス

高知市管工事設備業協同組合若葉会

ピンボールボウリングゲーム

高知県板金工業組合青年部

折鶴加工実演による板金のＰＲ

高知県室内装飾事業協同組合青年部

カーテン・カーペット販売、
アイスクリン販売

8

中 央 会だより
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Kumiai Information

高知中央市場鮮魚仲卸協同組合

市場秋祭りを開催します！
高知中央市場鮮魚仲卸協同組合
（國吉正稔理事長）
では、高知市
中央卸売市場内で鮮魚・青果・塩干関連製品等の取扱事業者で組織
された高知市卸売市場協会活性化委員会のメンバーとして
「市場秋祭
り」
を開催します。
当日は、
午後3時から市場内の会場に設置された特設ステージにおいて、
マグロの解体ショーをはじめ、
摸擬セリやカツオたたき実演などを予定してい
ます。
その他にも市場ならではの催しや食べ物をご用意しています。
また毎月第一土曜日には
「市場開放デイ」
として、新鮮な魚や季節の
野菜・果物・塩干物の販売はもとより、
オリジナルの海鮮丼や炭火焼
BBQ、
あさりのつかみ取り、野菜詰め放題などのイベントも実施していま
すのでお誘い合わせの上、
是非ご来場下さい。

えびす街協同組合

ゑびす昭和横丁を開催します！
えびす街協同組合（岩越孝明理事長）
では、
「 第 21 弾ゑびす
昭和横丁」
を開催します。今年で15周年を迎えたこのイベントは
土佐山田にある、
えびす商店街の空き店舗を利用して昔懐かしい
お店を再現し、昭和の時代にタイムスリップしたような商店街を味
わうことができます。
「旧車ミーティング」
が開催されるほか、
「 鉄腕アトム」
コレクター
の小池信純さんのコレクションも展示されます。
また、懐かしい味を
再現した宇高連絡船うどんや給
食、
ライスカレーなどフードショップ
も充実。当日は「創造広場アクト
ランド」
さんとコラボして、
ボンネット
バスが両会場をピストン運行しま
すので、
ご来場にご利用ください。

●開催日時：9月15日
（土）
午前10時〜午後9時
16日
（日）
午前10時〜午後4時
●開催場所：香美市土佐山田町「えびす商店街内」
◆お問い合わせ先：
ゑびす昭和横丁実行委員会 TEL：0887-53-5151

（土）
午後3時〜
＜市場秋祭り＞●開催日時：9月22日

＜市場開放デイ＞
●開催日：毎月第一土曜日
●開催場所：高知市弘化台12-12「高知市中央卸売市場内」
◆お問い合わせ先：高知市市場課 TEL：088-883-1171

高知県自転車二輪車商協同組合

リサイクル自転車の即売・
無料点検を実施します！
高知県自転車二輪車商協
同組合
（水口勝文理事長）
で
は、第 28 回交通安全ひろば
（交通安全ひろば開催実行
委員会主催）
にて、
リサイクル
自転車の販売及び無料点検
を実施します。
（予定）
を用意して、来場者が
当日は、
リサイクル自転車20台
購入希望するリサイクル自転車に氏名等を記入したカードを入
れて抽選を実施。当選者には防犯登録ステッカーを貼付して販
売します。
また、安全な自転車に乗って頂けるように無料点検サ
ービスも実施します。お誘いあわせの上、是非ご来場下さい。

●開催日時：9月22日
（土）
午前10時〜午後3時予定
●開催場所：高知市帯屋町「高知市中央公園」
◆お問い合わせ先：組合事務所 TEL：088-875-2472

京町・新京橋商店街振興組合

チャレンジショップに出店しませんか？
京町・新京橋商店街振興組合
（安藤浩二理事長）
では、空き店舗の
活用や商業者育成を目的として、1年間の期間限定で実際にお試し開
業ができるチャレンジショップ事業を行なっており、現在新たに来年3月
スタートのチャレンジャーを募集しています。
①チャレンジ終了後に独立して中心商店街に新規開業する意欲があ
ること、②当チャレンジショップが新規開業となること又は、業種・業態の
転換を伴うこと、③出店前〜チャレンジ期間中の経営などに関する講習
等に参加できること
（時間帯などは考慮します）
、
④小売業
（サービス業の
場合は要相談）
を営むことの4点が主な応募の条件となります。
応募の際は、京町・新京橋商店街振興組合へお問い合わせのうえ、
必要書類の提出をお願いいたします。
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●所在地：高知市はりまや町1丁目1-24
●募集店舗数：3店舗程度
（募集数に達した後は、お断りさせて頂く場合があります。）

●応募期間：〜平成30年11月30日
（金）
●営業期間：平成31年3月上旬〜平成32年2月28日
●営業時間：午前10時30分〜午後7時
（定休日：水曜）
●お問い合わせ先：
組合事務所
高知市はりまや町1丁目3-15 TEL：088-825-0787
HP：http://withpr.net/kyoumachi/

中 央 会だより

組合 いんふぉめーし
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Kumiai Information

高知中央電気工事業協同組合

清掃ボランティアを行いました
高知中央電気工事業協同組合
（吉村保利理
事長）
の青年部
（前田智尋部長）
は、社会貢献活
動の一環として7月21日に街路灯や公園の電気
設備の点検及び清掃活動を実施しました。
この取り組みは毎年「よさこい祭り」の時期に
併せて、会場となる追手筋の水銀灯や会場近く
の藤並公園、帯屋町公園、追手前公園で実施するもので、当日は組合員29名が2時間ほどをかけ
追手筋に20基ある水銀灯、
また公園内の照明器具及び分電盤の点検作業と清掃を行いました。
当組合ではこれまで、上部団体である高知県電気工事業工業組合の一員として、県下の小学校
への防災ラジオの寄贈、地域防災の拠点である公民館への感震ブレーカーの寄贈といった、地域
の安心・安全向上のための取り組みを行ってきました。今後も県下の組合員の技術力と団結力をも
って地域に貢献してまいります。

企画・ど久礼もん企業組合

かつお藁焼きたたき伝承館
「鰹乃國陣や」がオープンしました
企画・ど久礼もん企業組合
（清岡晃司理事長）
では、
7月28日に、設立10周年とかつお
の藁焼きたたきづくりを体験していただける
「鰹乃國陣や」
オープンを祝した記念イベント
「陣や祭り」
を開催しました。当日は地元の方々をはじめ、
県外からの参加者もいらっしゃり、
大盛況のオープンとなりました。
「陣や」
ではお客様にタタキづくりを体験していただくことができます。会社や仲間内の
レクレーション、学校の遠足などでの利用も、
できる限りご要望を取り入れていきたいと思
っていますので、
お気軽にご利用・ご相談いただければと思います。
「ど久礼もん」
ともども、
今後ともよろしくお願いいたします。

●お問い合わせ先：組合事務所 TEL：0889-52-3822
●住所：高岡郡中土佐町久礼5260番地
※予約のみ営業
（10日前までにご予約下さい）

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活用下さい。

中央会まで
どしどし情報を
お寄せ下さい！
！
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ITツールを導入して業務効率化・
売上げアップを目指しましょう！
こんなニーズはありませんか?!

たとえば・
・
・
飲食サービス業

卸売業・小売業

宿泊業

輸送業

【顧客管理システムの導入】

【在庫管理システムの導入】

【予約管理システムを導入】

【車輌管理システムの導入】

顧客の好みやアレルギー等を
ＩＴツールで記録。
きめ細かい
サービスを提供しリピーターの
獲得に繋げたい！

商品の在庫管理を一括デー
タ化。業務効率の改善を後押
しし、他店舗との連携も迅速
化したい！

予約状況をデータで一元管
理し、新規顧客の獲得や予
約率向上に繋げたい！

効率的な配車により、従業員
１人あたりの勤務時間短縮を
実現したい！

そんな時に・
・
・
！
！

ご存じですか？

まもなく３次募集が始まります！
！

I T 導入補助金

8月下旬〜9月上旬
公募開始予定 !!

様々な業種・組織形態の方にご活用いただける補助金です

事業の概要
経済産業省・
IT導入補助金事務局

補助金交付決定
補助金の交付

中小企業・小規模事業者
（補助事業者）

IT導入支援事業者・
ITツール登録申請
交付申請
（代理申請）
事業実績報告
（代理申請）
事業実施効果報告
（代理申請）

ITツール導入の相談
代理申請の依頼

ITツール情報の提供
申請・報告に必要な情報を聴取
ITツールの導入実施
申請・導入後のサポート・
アフターフォロー

IT導入支援事業者
（ITベンダー・サービス事業者）

I T 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I Tツール
（ソフトウエア、
サービス等）
を
導入する経費の一部を補助することにより、業務効率化・売上アップをサポートするものです。
ぜひ当補助金を活用し、
自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったI Tツールを導入
することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図りましょう！

補助対象経費

ソフトウェア、
クラウド利用費、
導入
関連費等
※当補助金HPに公開されている I Tツールが
補助金の対象となります

補 助 金 額

５０万円
（上限）
〜１５万円
（下限）

補

１／２以下

助

率

＜交付申請期間＞ 2018年8月下旬〜10月中旬＜予定＞
＜交 付 決 定 日＞ 2018年10月中旬＜予定＞
＜事業実施期間＞ 交付決定日以降〜2019年1月中旬＜予定＞
＜事業実施報告＞ 交付決定日以降〜2019年1月中旬＜予定＞
※上記事業実施報告とは別に、事業実施効果報告を、2018年度末
（2019年3月末）
から2022年度末
（2023年3月末）
まで5年間行う必要があります。
※交付決定前に契約・購入し発生した経費は補助対象経費となりません。

【お問い合わせ】

本補助金の詳細についてはホームページをご確認下さい。
導入可能な I T ツールや I T 導入支援事業者に関する情報も順次ご確認頂けます。
Facebookページでも最新情報をお知らせしています！

IT導入補助金

@it.hojokin

https://www.it-hojo.jp/
サービス等生産性向上 I T 導入支援事業コールセンター

0570-000-429

（通話料がかかります）
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IP電話等からの
お問い合わせ先

042-303-1441

受付時間9：30〜17：30（土・日・祝日除く）

※電話番号はお間違いない
ようにお願いいたします。

※平成29年度組合資料収集加工事業報告書より

中 央 会だより ／ 施 策 情 報

Advanced cooperative

組合の未来を切り拓くITを活用した業務効率化推進
〔所在地〕
熊本県熊本市西区田崎町380市場会館1F 〔TEL〕
096-323-2721
熊本青果食品商業協同組合 〔組合員数〕
282人 〔設立〕
昭和28年12月 〔URL〕
http://www.kumakyou.com
■背景・目的
地域密着型の事業を営んできた小規模企業は年々厳しい経営状況と
なっており、後継者不在等で小規模組合員の廃業・退会も増加傾向にある
なか、こうした現状を改善し、組合員の経営力向上を支援していくことが
組合の重要課題となっていた。これらの状況を打開するため、国の補助・
支援事業である
「中小企業活路開拓調査・実現化事業」
（組合等情報ネット
ワークシステム等開発事業）
を活用して2年間にわたり調査・研究し、組合
及び組合員の経営課題を解決するため新たなＩＴシステムを導入した。

■事業・活動内容
新代行払いシステムを開発し、ネットワーク環境のない組合員でも事務
局内に設置した端末で情報の検索や印刷ができ、また、ネットワーク環境
がある会社や自宅では当日データの最新情報や取引履歴、残高照会など
が確認できる、
ＰＣ・スマートフォン・iPadなどでの閲覧も可能な「組合情
報ネットワークシステム」を開発、導入した。
【新代行払いシステムの構築・整備】
●組合向け
現行の代行払システムを改良し、青果買上代金の支払代行、賦課金等
のその他請求代行、共同積立金管理、完納奨励金管理機能の導入及び市
販会計ソフト
（弥生会計）の導入。

●組合員及び荷受／仲卸向け
ＷＥＢ代行払システム
（荷受仲卸向けに売上金の入力・請求情報の集計結
果検索、組合員向けに買上金額の検索・出力、完納奨励金の検索・出力、共同
積立金の検索・出力、取扱高の検索・出力、
・保証金残高の確認）機能の導入。
・取引情報を分析加工し、必要な情報を抽出できるように整備することで
組合員の経営支援に活用。
【組合ホームページによる情報の提供】
組合事務局からのお知らせやセミナー開催情報、各種イベント案内が
送信できる「公式ホームページ」の開設、また台風や地震などの市場の休
場の決定など緊急時の告知が可能な「一斉送信メール」の導入。
【高度情報化社会に対応できる組合員の育成】
組合員の資質向上のためのＩＴ活用講習会等を開催し、上記のＩＴを活
用した導入システムの有効活用を図るため、高度情報化社会に対応でき
るように組合員育成事業を実施。

■成果
ＩＴを活用した新代行払いシステムや販路開拓方法の構築･運用にあたり、
組合員の未来を拓く低コスト･効率的で利用しやすい情報の受発信を可能
とする明確な基本方針及び意向調査による組合員ニーズの把握と、それに
基づく新システム導入提案書の作成、
更にシステム構築と段階的に構築した。

全国労働衛生週間準備説明会のご案内
高知労働基準協会
平成３０年度全国労働衛生週間は、
１０月１日から７日まで

こころとからだの健康づくり みんなで進める働き方改革
のスローガンのもと、
全国一斉に実施され、
９月１日から３０日まではその準備期間です。
この週間を有意義なものとするため、
下記の日程で説明会を開催します。
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。
開 催日

会

場

平成30年9月3日
（月） 本山町プラチナセンター

本山町

9月5日
（水） いの町枝川コミュニティーセンター

いの町

9月6日
（木） ちより街テラス
（３Fホール）

駐車場に限りがありますので
バス、
電車をご利用下さい。

高知市

9月7日
（金） 南国市保健福祉センター

車でお越しの方は、
当センター
東側駐車場をご利用下さい。

南国市

●各会場とも１３時３０分開始。終了予定時間は、
高知市・南国市会場が１６時００分、
いの町・本山町会場が１５時３０分。
●高知労働基準監督署から週間実施要綱に関する他、
以下の説明があります。
・
「働き方改革の推進に向けた労働時間制度等のポイントについて」

特別講演（高知市・南国市会場のみ）

●９月６日（木）高知市会場

「治療と職業生活の両立支援について」

●９月７日（金）南国市会場

「健康診断結果の活用」

事業場に安全衛生旗を掲揚しましょう
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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7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7月）

DI
（景気動向指数）
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業界の状況
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29年1月

2

3

・
・
・好転

4

5

6

・
・
・やや好転

7

8

9

10

11

12

30年1月

・
・
・不変

2

3

4

5

・
・
・やや悪化

6

7

・
・
・悪化

食品団地

生コンクリート製造

猛暑の影響は、
商品によって善し悪しがあるようだ。
ソーメンがよく売れ、
アイスでは氷菓類が売れた。飲
料はビールが苦戦している反面、
水系が売れた。

需要の減少に加え、豪雨のために、当月の出荷量は
前年同月比72％と極めて低調であった。

酒類製造

コンクリート製品

減少が続いている。酷暑の影響か？

出荷数量は前年同月比46％。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感がある。

機械団地
売上高や収益状況などの指標は前年並みで推移し
ており、団地内の業況に特に変化は見られない。

木製品素材生産

刃物製造

西日本豪雨の影響により、県道等が寸断される被
害が発生し、
スギ・ヒノキ共に搬入量は5割程度減
少。価格は虫の入る時期で、材質の低下から共に1
割程度の減となった。

高齢化や人の減少に加え、天候の関係で仕事能率
が上がらず、生産が追いつかない。得意先に迷惑を
かけているのが現状で、売上げも上がらない状況で
ある。

製材
大雨の影響もあり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
大雨による被害はなく、
高い操業度で推移している。

製紙

珊瑚装飾品製造

大手家庭紙メーカーの設備増強等の影響のため
か、汎用品の価格上昇が見られない。原材料高、製
品安の状況が長期化しており、収益面で厳しい環
境となっている。

7月製品会取引高は、前年同月比123％。最近はネ
ットでも売り上げは伸びず、店に客は来るが買う単価
は昔の10分の1のケースもあり、今年は特に低いと
の報告もある。

印刷
県内需要は官公需、一般共に低調に推移。県外
需要に関しては一部業界が好調に推移。合わす
と、辛うじて前年並みを保ったと思われる。
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卸団地
景気回復が感じられない。豪雨とその後の猛暑は、
外
食産業の売上ダウンに大きく影響している。例年に比
べると食品業界の動きは低調であったと思われる。

青果卸売

商店街
（四万十市）

猛暑と豪雨の影響で、
入荷量、
平均キロ単価が大きく変動。
野菜は入荷10％減少、平均キロ単価30％アップ。果実は
入荷15％減少、
平均キロ単価5％アップ。組合員全体では、
昨対135％、
一昨年対比で120％と大きな伸びがあった。

猛暑や災害等の影響により消費マインドが多少冷え
込んだため、売上等は若干減少したように思われる。
土曜夜市や納涼祭、
しまんと市民祭等の賑わいが、
商店街や個店への誘客に繋がったかは疑問が残る。

生鮮魚介卸売

旅館・ホテル

記録的豪雨による天候不良のため、1週間くらい魚
の入荷が全体的に少なかったので、
買高も減少して
いる。

台風7号、西日本豪雨の影響を受け、宿泊、宴会
等、
キャンセルが相次ぎ、大きな損失となった。8月に
期待したい。

各種小売
（土佐市）
猛暑日が続いたり、台風の影響でお客様の出が悪
い気がする。土佐市中心のドラゴン広場のテントも
空店舗があり、
寂しい印象を受けてしまう。

ガソリンスタンド
大きな原油変動もなく、国内ガソリン価格は150円
で安定しており、
高知県の価格も変動なく推移した。

飲食店
豪雨と連日の猛暑の影響で景況が大きく悪化。豪雨
の被害が比較的小さかった地域でも県外客が大幅に
減り、売上が大きく減少。被害が大きかった地域では
平常時とは比較にならない緊急事態の月となった。

旅行業
組合クーポン売上、前年同月対比69％、全旅クーポ
ン集計後、76％。
豪雨の影響により交通機関に乱れが生じ、企画旅
行、手配旅行が多くキャンセル、
または延期された。

電気機械器具小売

一般土木建築工事

全体でほぼ前年並み
（100.5%）。エアコン一部商
品切れのため、売上げが前年並みとなった。冷蔵
庫、洗濯機も前年並み。

公共用土木生コン出荷量は、
前月比81.7％、
前年同月
比57.1％。平成30/4〜30/7累計においては前年同
月累計対比75.8％の水準。7月の工事請負金額は前
年同月比で76.5％、
前年対比累計金額では92.8％。

中古自動車小売

電気工事

7月は昨年に比べ低調であった。

組合員の施工する電力引込線関連の工事量は、
＋28％の前年同月比128％となった。高知中央、
中芸、中村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施設でギターコンサ
ートを行った。子どもから高齢者まで多くの方にご来
場頂いた。

西日本豪雨の影響で売上は若干減ったところがあ
る。燃料は更に値上りし、
ドライバー不足も依然とし
て深刻でじわじわと経営を圧迫している。

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108.6
％ 台数：前年比106.7％
待望のオーテピアが7月24日にオープン。入館者も
順調な状況のようである。

実働1日1車当りの前年同月比営業収入：103.1
％、輸送回数：104.6％。当月の実働率は68.5％。
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