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高知県中小企業団体中央会

︻組合見聞録︼
KUMIAI KENBUNROKU

Kochi Federation of Small Business Associations

四万十市商業協同組合

ショッピングセンター

アピアさつき

［組合プロフィール］
所在地：四万十市右山五月町8番13号
ＴＥＬ：0880-34-7100
組合員数：5名
設
立：昭和47年7月
主な事業：・共同店舗の管理・運営
・共同宣伝及び副資材の共同購入
・ポイントカードの発行
ＵＲＬ: http://highbright.sakura.ne.jp/

地域の暮らしを支えて40年
今求められる、
憩いの場としてのアピアの役割
地域のニーズを反映したこれからの
地方における商業施設のあり方
地元主導型共同店舗として昭和53年8月に
「中村ショッピング
組合の
プラザさつき」
としてオープンして、
今年で40年になりますが、
昭和47年に遡ります。6年かけて綿
設立は店舗オープンの6年前、

路網の整備による地域外への消費流出などが進んでいます。
そんな中で地域が本当に必要としているものは何なのか、
日常的
に足を運ぶ商業施設に必要なもの・こととは、施設にあれば来店
者の利便性が向上する機能とはどういったものなのかと考えた時
に、少子高齢化の進む社会・地域であるからこそ、地域の未来を
担う子どもたちやそのご家族を支援する場所であったり、昔から地
域で暮らしアピアや地域を支えて来て下さったお年寄りに変わら
ない便利を提供できる施設を持つことが必要だと感じています。

密な計画を立て、
オープン当初は大変注目を浴びたことでした。
しかし全国に先駆けて少子高齢化が進行するなか、
アピアの
主な商圏である幡多地域も若年層の都市部への流出に歯止め
がかからず、人口は減少し続けています。昔からの常連客をメイン
ターゲットに店舗づくりを進め、
平成25年頃からは施設2階に、気
軽に利用できる ことをコンセプトとした介護施設の設置について
検討を開始しました。現在、幡多地域の介護事業者が施設を活
用してデイサービス事業を運営しています。
また、
昨年12月には子育て支援施設の設置についてのご相談
がオープンし、
も受け、今年3月には1階に「子育て広場とことこ」
連日たくさんの子どもや保護者の利用があります。7月の夏祭りで
は、訪れた子どもたちで
「とことこ」周辺を含め商業施設全体が大
いににぎわったほか、
普段から店内に子どもの姿が増えています。
食料品や日用品の供給など地域の暮らしを支えてきた
「アピア
さつき」
ですが、幡多地域への大型商業施設等の出店、高速道
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理事長

業務企画課長

本田 園 氏

垣内 孝文 氏

昔のように子どもの声が聞こえる地域に
地域での楽しい思い出づくりの場になってほしい
今年3月にアピア1階にオープンした
「子育て広場とことこ」
は、
子
育て中の母親8人によるボランティア団体「カドルファミリー〜やさし
く寄り添う家族〜」
が運営するキッズスペースです。代表の伊與田
紗希さんが福祉団体の調査に協力した地域の子育て世代へのア

代表の伊與田紗希さん

ンケートで、
「休日や雨天時などの遊び場がほしい」
といった要望が
多く、
自身や周囲のママ友もそういった場所を今まさに必要としてい
る状況だったことから、
実現に向けて活動を開始しました。

託児所ではないため、
スタッフなどが常駐するわけではなく、必ず
付き添いの大人と一緒に利用していただくようにしていますが、
利用

母親目線での設置場所選びの結果、
十分な駐車場があり、
雨天

者に記入していただいている
「利用者ノート」には連日たくさんの利

時でも濡れることなく子どもと入店できる、地域の人が気軽に入れ

用状況や要望が記録されています。
メンバーは、交代で日に1回以

る、
夜間も営業しているといった点からアピアさつきが候補となりまし

上はスペースの清掃・消毒を行っているほか、
月に1回程度は子育

た。地域のお年寄りからも
「昔のように子どもの声が聞こえるように

て世代向けのイベントの企画・運営もしています。

なれば」
といったお声をいただき、
「とことこ」
が実現することになりま

常に利用者や地域の声に耳を傾け、
子育て世代を見守り、
子ども

した。アピア側へ相談にいらしてから3カ月ほどでのオープンというこ

たちの声や姿で明るく元気な地域づくりにもつながる、
そんな場所で

とで、
その行動力とスピード感に周囲は非常に驚かされました。子育

あり続けることがカドルファミリーの願いであり、
アピアさつきの目指す

てというのはごく限られた期間のものであり、今必要としている自分

地域に根差した商業施設としてのあり方にマッチした重要なテナント

たちが動き、
実現しなければという思いがあったそうです。

として、
継続的な運営に連携して取り組んでいきたいと考えています。

これからも 通い慣れたアピア で
2階フロアにて開設中の「アピアデイサービス」は、管理者の山

サービス」
が開設されました。利用者は四万十市内を中心に60歳

﨑照美さんをはじめ5名のスタッフが常駐する通所介護サービス施

スタッフの送迎のほか、
ご自身で歩いて
から98歳まで35名ほどで、

設です。元々組合内部で平成25年頃から地域のニーズ把握のた

通われている利用者もいらっしゃいます。朝9時半から夕方4時15

めの調査を行い、利用頻度・売上構成比率から見ても多くを占める

分頃まで昼食を挟み、図画工作や簡単なゲームなどをしたり入浴し

高齢者を中心に
「買い物ついでに気軽に」利用できる介護施設整

たりして過ごしてもらっています。
スタッフは、
せっかく一日を過ごすのだから、
一度は大きな声で笑っ

備への要望がありました。
これを受けて組合で浴室や炊事場などを備えた介護施設の整備

て帰ってもらいたいという思いで趣向を凝らしたイベントなどを提案し

「アピアデイ
を進め、
平成27年より現在の事業者が管理・運営する

ています。買い物に通い慣れたアピアで、
買い物ついでに楽しく過ご

管理者の山﨑照美さん

せる場所として、
地域の高齢者の居場所であり続けたいと思います。
当組合では、
地域社会の課題やニーズに向き合うために調査事
業やさまざまな催事などに取り組んできました。
そうした活動が、
従来
のテナント枠に捕われることなく地域住民の要望に応え、
地域の暮
らしに欠かせない商業施設になるための素地をつくってきたのだと
思います。地域の未来を担う子育て世代や子どもたち、地域を支え
てきた高齢者の方々が暮らしやすい街づくりを実現する舞台の一
部として、
これからも貢献していきたいと思います。

◯今回ご紹介した2つのテナントでは、来店者にご参加いただけるイベントなども開催しています。
◉子育て広場

とことこ
10月28日［日］開催
予定
◉アピア

デイサービス

「みやもっち先生と遊ぼう＆ハロウィンおばけやしき」

〜スタンプを集めてお菓子をもらおう〜
※みやもっち先生：宮本忠男氏
（親子運動遊び教室講師）

毎週火曜日実施中（1階フロア）

一般来店者向け いきいき健康体操
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in 京都

第７０回

中小企業団体全国大会開催
団結は力
団
結は力 見
見せよう組合の底力
せよ
よう
う組
組合
合の底力！
〜明治150年 歴史と文化、地域を支える中小企業が未来を拓く〜
去る9月12日（水）、
「第70回中小企業団体全国大会」が、
「上七軒歌舞練場」
（京都府京都
市）において開催されました。大会には全国から中小企業団体の代表約2,000名が参集、本県
からは町田貴会長を団長に24名が参加しました。

本大会には、
多数のご来賓
のご出席を賜り、大串正樹・

京都府中小企業女性中央会会長が、
「大会宣言」
を高らか

秀樹・厚生労働副大臣、上月

に宣し、
満場の拍手の下、採択されました。
に足る
「優良組合」
３９組合、業界及び組合の発展に寄与

締役社長よりそれぞれご祝辞

した功績が顕著な
「組合功労者」
７３名、中央会指導員とし

を頂戴しました。

て他の模範とするに足る
「中央会優秀専従者」
２１名に、大

また、山口泰明・自由民主党組織運動本部長、竹内譲・
としてご挨拶を頂戴し、西脇隆俊・京都府知事、門川大作・
京都市長より歓迎のご挨拶を頂戴しました。
大会では、
渡邉隆夫・京都府中央会会長が議長に、
小正
芳史・鹿児島県中央会会長、稲山幹夫・福井県中央会会
長がそれぞれ副議長に選任されて議事が進行され、実感あ
る景気回復と中小企業の生産性向上、
事業承継の抜本的
な見直しなど地域を支える中小企業の持続的な発展を実
現するため、中小企業対策の拡充に関する１６項目を決議
しました。
また、決議に際し、長谷川正己・全国中央会副会長（愛
知県中央会会長）
より意見発表が行われ、満場の賛同を得
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続いて、組合運営が特に優良と認められ他の模範とする

関根正裕・商工中金代表取

公明党中小企業活性化対策本部副本部長から政党代表

傘松公園にて

さらに、本大会の意義を内外に表明するため、伊庭節子・

経済産業大臣政務官、牧原
良祐・農林水産大臣政務官、

全国中央会大村会長開会挨拶

て決議案は採択されました。

村全国中央会会長より表彰状と記念品が授与され、本県
からは次頁の方々が受賞されました。
最後に次期開催地として鹿児島県が決定し、大会旗が
大村全国中央会会長から小正鹿児島県中央会会長へ継
承され、閉会となりました。

Ⅰ．
経済の好循環を実感できる中小企業・小規模
事業者の生産性向上支援等の強化
１．
中小企業・小規模事業者対策の加速化

Ⅲ．
震災復旧・復興支援、豪雨等による災害対策
の拡充
１．
震災、豪雨災害に対する復旧・復興の更なる推進
２．
福島の復興・創生に向けたきめ細かな対策の実施

中 央 会だより

【 決 議 事項 】

３．
地域の防災・減災対策の強化と国土強靭化の推進

２．
生産性向上・経営力強化に対する支援の拡充
３．
事業承継・後継者育成への支援の拡充

Ⅳ．
中小企業・小規模事業者の積極的な事業活動
を支える環境整備

4．
中小企業組合等に対する支援の拡充

Ⅱ．
地域活性化を担う中小企業・小規模事業者
に対する支援の拡充

１．
中小企業金融施策の拡充
２．
中小企業・組合税制の拡充
３．
中小製造業等の持続的発展の推進

１．
官公需対策の強力な推進

４．
卸売・小売業、サービス業、流通・物流業に対する支援の拡充

２．
海外展開に対する支援の拡充

５．
中小企業の実態に応じた独禁法の執行

３．
まちづくりの推進、中心市街地の再生支援

６．
中小企業の実態を踏まえた労働・雇用・社会保障対策の推進

表彰者のご紹介

栄えある受賞おめでとうございます
（敬称略）

優良組合表彰

高知県旅館ホテル生活衛生同業組合
理

事

長

藤本正孝

設 立 年 月日

昭和33年07月28日

組 合 員 数

213名

主な共同事業

①衛生施設の改善向上
及び経営健全化の指導
②宿泊客の旅館斡旋
③観光客誘致宣伝

組合功労者表彰

県内旅館ホテル業界の健全な発展に資するた
め、組合員への各種情報提供や研修事業、衛生
管理の強化等を実施している。
また、誘客に向けた
施策提言や受入態勢の整備を行いながら、合宿・
大会の誘致や企業・団体へのセールスキャラバン
の実施、外国人観光客向けのプロモーションによ
る広域国際観光の推進など、積極的な誘致宣伝
活動を展開しており、本県観光産業の振興発展に
貢献している。

坂本 正興
協同組合テクノ高知

理事長

平成23年に理事長に就任して以来、団地施設の維持管理や工場視察の受入活動等を積極的に実
施し、組合の発展に貢献している。
また、高知県工業会の人材育成委員長として、県内ものづくり企業等
の技術者育成を積極的に推進し、県全体の産業振興にも尽力している。平成24年に高知県中小企業
団体中央会の理事に、
平成26年には常任理事に就任し、
県内中小企業の振興に貢献している。

参加者の皆様お疲れ様でした。
次期大会は

平成３１年

１１月７日㈭ 鹿児島県

にて開催されます。皆様の奮ってのご参加をお待ち申し上げます！
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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。
日常業務における疑問点の解消はもちろん、組合士検定試験
（会計）
にも役立つ内容となっておりますので、
興味のある方は、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

第２回

決算整理仕訳と財務諸表の作成

第３回

組合税制のポイントと税務申告書の作成

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

「中央会研修室」

師

申込方法

無料！

高知市布師田
3992-2
中小企業会館４階

各30名

１１月２０日
（火）
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

講

定員

１１月６日
（火）
10：00〜16：00
１１月１４日
（水）
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

参加費

開催場所

川越税理士事務所

所長

川越 宏一 氏

10月26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 TEL：
０８８ ８４５ ８８７０

担当

小澤 曽我部

高知県中小企業団体中央会 I T活用セミナー
第１６回高知県 I oT推進ラボ研究会セミナー ご案内
第４次産業革命と呼ばれる技術革新があらゆる産業や社会生活のあり方までも変えようとする中、中小企
業においても戦略的な I Tや l oT技術の活用が、今後の生き残りのカギとなっています。
そうしたことから、下記の通り、IT導入を成功に導くための事前準備の重要性や、l oT技術を街づくりに活
かし、都市経営の生産向上に繋げるスマートシティの取り組み事例のご紹介を致します。
興味のある方は、
ぜひご参加下さい。

第1部

生産性向上につなげる I T活用のポイント 〜 l oT、AIを使える？〜
講 師 （株）にぎわい研究所 代表取締役 村上 知也 氏
世界の事例から探るスマートシティの現状とこれから

第2部

講

参加費

無料！

師

シスコシステムズ合同会社
戦略ソリューション・事業開発
セールスビジネスデベロップメントマネージャー

開催
日時

三村 雄介 氏

平成30年11月6日（火） 開催 「オーテピア高知図書館 ４Fホール」
場所
高知市追手筋２ １ １
13時30分〜16時40分
定員

８０名

主催

高知県中小企業団体中央会、高知県 I oT推進ラボ研究会

締切

平成３０年１１月２日
（金）

＜お問い合わせ・申込先＞ 高知県商工労働部産業創造課 I oT推進室 利岡、揚田
TEL：088ｰ823ｰ9751 FAX：088ｰ823ｰ9261 E-mail：kochi-iot@ken.pref.kochi.lg.jp

5

中 央 会だより

青年部情報
秋の交流会のご案内
全国的に人手不足感が高まる中で、採用活動
に前向きな中小企業が増加傾向にあります。その

■テ ー マ

一方で募集案内時の労働条件に関する記載内

〜採用時における実務上の注意点や
発生しやすい問題点について〜

容の不足や採用面接時の意図しない不適切な質
問、
またその後の雇用契約の不備などから、
トラブ
ルや採用辞退に陥るケースも見られます。

採用力強化セミナー

■講

師

今年の秋の交流会では、採用活動時のトラブル
防止や雇用のミスマッチ低減を図り、企業が望む
人材の採用力強化に繋げることを目的に、応募者

■ 開催日時

コーチ社労士事務所
社会保険労務士

平成30年10月30日
（火）
午後5時〜

（※ 懇親会は、午後7時〜）

に伝わりやすい雇用条件・仕事内容の伝え方や
採用面接時に必要となる知識、
また雇用時に活
用できる補助金など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

池澤 まゆみ 氏

■ 開催場所
■参 加 費

三翠園 （高知市鷹匠町1-3-35）

無料

■ お問い合わせ

いたしますので、
お誘い合わせの上、奮ってご参加

（※懇親会費は別途6，
000円要）

青年中央会事務局
TEL：088-845-8870 まで

担当

曽我部

下さい。





本会では中央会情報をはじめ、中小企業
組合及び中小企業向けの施策や補助事業
などの情報を掲載したメールマガジンを毎月
配信しています。
登録は無料！組合や組合員企業はもち
ろん、個人事業主や学生の皆様等、
どなた
でもご購読頂けます。
ご希望の方は、本会ホームページ上から
または下記メールアドレスに配信希望メー
ルを送信下さい。

ƁƆȆ
ƒȐ
Ƈ႒ȃ؞
Ǒ
Ŷ
Ɲ
«

●宛 先：info@kbiz.or.jp
●
●件 名：メールマガジン配信希望
●
●必須記入事項
●
①所属
（組合名・事業所名）
②担当者名
②
③配信希望メールアドレス
③
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組合 いんふぉめーし
ょん

Kumiai Information

万々商店街振興組合

壱番街商店街振興組合

ハロウィンイベントを開催します！
万々商店街振興組合（丁野信二
理事長）
では、
10月27日
（土）
、
サニー
マート中万々店駐車場をメイン会場に、
「 2018mamaハロウィンフェス」
を開
催します。当日は13 時よりローソン
高知南万々店において仮装コンテストが開催されるほか、
「ハロウィン
クマーマ」のマークがあるお店に行くと、
お菓子がもらえるイベントを
16時まで開催しています。
仮装コンテストでは、各種商品が用意されているほか、
じゃんけんマ
ンとのじゃんけん大会やクマーマとの記念撮影など、様々な催し物が
用意されておりますので、
ぜひ仮装をして万々商店街へお出かけくだ
さい。

●開催日時：平成30年10月27日
（土）12：30〜14：00
●開催場所：
（受付・メイン会場）
サニーマート中万々店
（審査発表・サブ会場）
ローソン高知南万々店
※参加をご希望の方は参加費
（お一人様当日受付500円/事前受付300円）
が必要です

壱番街商店街振興組合
（早川堅治理事長）
では、10月27日
（土）
、
28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方には組合員店舗などで
お菓子の配布も行います。今年もぜひ、壱番街に仮装して
お出かけください！

10月27日
（土）

10月28日
（日）

開催
日時

16:30〜20:00

開催
場所

壱番街商店街アーケード内
高知大丸東館前

壱番街商店街アーケード内

開催
内容

仮装ダンスコンテストや高知
中央高校の奇術部による手
品ショーを行います。

土佐高校、高知中央高校軽音
楽部によるライブが開催され
ます。

13:00、16:00、18:30にイベント
（店舗でのお菓子の配布は終日）

大橋通り商店街振興組合

第13回わくわくワークるんだ商店街を開催します！
大橋通り商店街振興組合
（鍋島勇雄理事長）
では、
来る１１月４日
（日）
に
「わくわくワークるんだ商
店街」
を開催します。
この取り組みは、東西軸エリア活性化プランの一環として、子供たちに
「おまち」
で様々な体験を
通じて街の魅力を感じてもらおうと企画しているもので、高知県、高知市、高知市・南国市教育委員
会をはじめ、学校やＮＰＯ団体などの後援・協賛のもと実施しています。
当日は大橋通り商店街・帯屋町二丁目商店街のアーケード内で、子ども達にさまざまな職業体
験をしてもらいます。就業後にはお給料も支払われ、商店街内でお買い物することもでき、社会の
仕組みを学びつつ、商店街の楽しさや魅力を感じてくれることを期待しています。

●開催日時：１１月４日
（日）
１１
：
００〜１５
：
００

高知県屋外広告美術協同組合

屋外広告の日にキャンペーンを
実施しました
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
（金）
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。
この取り組みは、毎年9月10日
（屋
外広告の日）
に正しい屋外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。
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●開催場所：大橋通り商店街、帯屋町二丁目商店街

高知県電気工事業工業組合

防災グッズを高知市・柿ノ又
公民館に寄贈しました
高知県電気工事業工業組
合青年部会
（前田智尋部会長）
では、高知市鏡の柿ノ又公民
館に「防災ラジオ」3台、
「 感震
ブレーカー」1台を寄贈いたしま
した。贈呈式は9月10日
（月）
に
柿ノ又公民館にて執り行われ、
前田会長より地域の代表者へ
目録が手渡されました。
同青年部会では2009年より、青年中央会が高知市中心商店街
内で開催する青年部まつりでの出店売上、関係者有志の寄付等を
原資とした継続的なボランティア活動を実施しております。今回の防
災グッズ寄贈のほか、県下に400名余りの組合員を擁する当組合の
広域性と特殊技術を活かし、災害発生時に地域に役立つ組織とし
て、県下34市町村すべてと防災協定を締結しており、
引き続き南海
地震に備えた防災訓練などを進めてまいります。

Kumiai Information

高知県酒造組合

全国一斉日本酒で乾杯 in 高知
土佐はし拳全日本選手権大会を同時開催します！

中 央 会だより

組合 いんふぉめーし
ょん

高知県酒造組合
（竹村昭彦理事長)では、来る10月1日
（月）
に高知市本町「ザ クラウンパレス新阪急高知」にて
「全国一斉日本酒で乾杯 in 高知 〜土佐酒で乾杯NAKAMAぜよ！〜」
を開催します。
また、同日隣接会場にて
「第53回土佐はし拳全日本選手権大会」
も開催します。

全国一斉日本酒で乾杯「土佐酒で乾杯NAKAMAぜよ！」
本イベントでは、
日本の國酒である日本酒を後世に伝えるという思いを新たにするととも
に、一層の愛情とご理解をという願いを込めて、1978年に日本酒造組合中央会が「10月
1日は日本酒の日」
と定め、全国一斉に日本酒で乾杯します。
本県でも、土佐酒を愛する皆様と美味しい日本酒で乾杯しようと全18酒蔵の自慢の酒
を集め、皆様のご参加を心からお待ちしておりますので、是非お誘い合わせの上、会場まで
お越し下さい。
また、
今年度より土佐酒への愛情とご理解を持ち、
広く宣伝して頂ける土佐酒ファンの皆
様のための土佐酒応援サポーター
「TOSA SAKE NAKAMA」仲間入り制度を新たに設置
し、本イベント会場でも加入者の募集をしております。
※詳しくは下記記事、土佐酒応援サポーター「「TOSA SAKE NAKAMA」仲間入り制度を発表しました」をご覧ください。

●開催日時：10月1日
（月）
18：30〜
（受付18：00〜、乾杯19：00〜）

●参 加 費：3，
500円
●定
員：300名

●そ の 他：土佐酒応援サポーター
「TOSA SAKE NAKAMA」仲間入りに認定！
認定カードと認定缶バッジを進呈
※氏名・連絡先等を登録された方

土佐はし拳全日本選手権大会
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れておりますので、
ご興
味のある方は是非会場にお越し下さい。

●開催日時：
10月1日
（月）
13：00〜17：30頃

見学無料
是非お早めにお越し下さい！
！

土佐酒応援サポーター制度を発表しました
高知県酒造組合（竹村昭彦理事長）では、去る9月5日（水）に高知市本町「ザ クラウン
パレス新阪急高知」にて、今年度の土佐酒アドバイザーの認定式・交流会と合わせて土佐酒
応援サポーター
「TOSA SAKE NAKAMA」仲間入り制度を発表しました。
本制度は、昨年度、当組合で取り纏めた土佐酒ブランドコンセプトを、土佐酒ファンの皆様と
ともに、各方面に広く発信していくことで、
多くの方々に土佐酒の魅力をご理解いただき、土佐酒の
振興につなげていくことを目的として設置したものです。
土佐酒応援サポーター
「TOSA SAKE NAKAMA」仲間入りに認定された方には、
特製の認定
カード・認定缶バッジを進呈させて頂くとともに、今後、当組合が開催するイベントの日程や内容等
の情報を優先的に連絡させて頂きます。
私たち酒蔵とともに、土佐酒の魅力を広めていただける方をお待ちしております！
●認定資格：土佐酒ブランドコンセプト
「TOSA NAKAMA
SAKE」
を理解し、土佐酒を愛し、飲み、宣伝
し、応援してくださる20歳以上の方

●認定方法：当組合に加入している蔵元とその社員、及び「土佐酒アド
バイザー」認定者、及び「TOSA SAKE NAKAMA」仲間入り認定者の
推薦、
または自薦により、当組合事務所にて連絡先等を登録していただ
きましたら、
その場で認定カード及び認定缶バッジを進呈いたします
※事務手数料300円が必要となります

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！
！

8

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

■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■

県内ものづくり企業で展示会出展をしている又は検討して
いる企業を対象とした「学んで実践！展示会出展を成功させよ
う！
（生産性向上支援訓練 提案型営業手法スキルアップ勉
強会）」
（８月３０日、
９月１０日）
を、本会 研修室にて開催いたし
ました。
本研修は、講師として関西地域を中心に展示会・商談会を使
った支援プログラムを企画・運用し、工業品や食品・生活品の市
場開拓・事業化を１０年余り指導されている稲垣祐輔氏
（inaコン
サルティング 代表）
をお招きし、事業研究のグループワークや展
示会ブースにおけるロールプレイングを交えながら展示会出展を
成功させるための営業スキルの習得を目的に開催しました。
受講者からは、
「グループワークを通じて、展示会等での提案
内容が整理できた」、
「 来年展示会に出展するので、今回の経
験を活かしたい」等の声も聞かれ、有意義な研修となりました。

■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□

開催案内

■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□ ■□

現在、本事業の研修プログラムに多くの企業様がご参加いただいております。今後も下記の通り、様々な研修
プログラムの開催を予定しておりますので、奮ってご参加下さい。
（正式なご案内は、研修プログラムごとにさせて
いただきます。）
＜今後の研修プログラム
（予定）
＞
テーマ

日程
（予定）

開催場所

予定講師

募集人数

真円度測定器活用技術

平成30年11月頃
（全1日間）

ポリテクセンター高知

ポリテクセンター高知
機械系講師 原 俊昭 氏

7名

金属材料の破損・不良解析

平成30年11月頃
（全5日間）

高知県
工業技術センター

高知県工業技術センター
眞鍋豊士氏、土方啓志郎氏

5名

高知職業能力開発
短期大学校

高知職業能力開発短期大学校
生産技術科 中 翔也 氏

15名

機械加工
技術者研修

平成30年12月中旬頃
（全2日間）

3D CAD

有接点シーケンス制御の基礎

平成31年2月7日、8日

ポリテクセンター高知

ポリテクセンター高知
電気・電子系講師 加藤宗敏 氏

10名

超音波探傷UT1
（実技）

平成30年11月13日、14日、15日
8時間/日
（全3日間）

高知県立
高知高等技術学校

元富士電子工業㈱
高知営業所長 飯田康夫 氏

5名

浸透探傷試験ＰＴ

平成30年12月5日、6日
8時間/日
（全2日間）

高知県立
高知高等技術学校

元富士電子工業㈱
高知営業所長 飯田康夫 氏

5名

システム企画
代表 植村忠夫 氏

20名

溶接
技術者研修

工場
ムダ取り
（原価低減）
管理者研修 工場管理の基礎「5Ｓ」

平成31年2月頃
約6時間/日
（全1日間）

県中央地域
（高知市近郊）

＜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

担当

古木

小澤

ものづくり分野に携わる事業主及び若手の皆様！
各種技能検定に係る 受験料の一部減免措置 や 事業主推薦制度 をご存じですか？

P10〜11も併せてご覧下さい！
0
も併せ ご覧 さ
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ご存じですか？
施策情報

技能検定試験手数料が
一部減免されます！
！
−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、大学の学生

＜お問い合わせ・お申込み先＞
高知県職業能力開発協会
（高知市布師田3992ｰ4） TEL.088ｰ846ｰ2300
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施策情報

事業主推薦制度のご案内
ポリテクカレッジでは、中小企業等の人材育成を目的とした事業主推薦制度を実施しています。
具体的には、下記の分野における専門課程・応用課程（各2年間）において、企業の推薦による入校生（社
員）に対し長期研修を行うことにより、さらなるスキルアップを図ることができますので、ご興味のある事業
主の皆様方は、ぜひ当該制度をご活用下さい。

社員の職業能力開発に関する計画
（事業内職業能力開発計画、
年間職業能力開発計画）
に基づいて事業主推薦制度を利用して
訓練を行った企業については、
訓練期間中に支払った社員への賃金の一部及び訓練受講に係る経費の一部を人材開発支援助
成金により助成します。 詳しくは、
最寄りの都道府県労働局へお問い合わせください。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構高知支部
四国職業能力開発大学校附属

高知職業能力開発短期大学校
〒７８１−５２３２ 高知県香南市野市町西野 １５９５−１

TEL（０８８７）５６−４１１１

FAX（０８８７）５６−４１３０

入学生募集中！（設置科：生産技術科・電子情報技術科）
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平成30年度 第33回
施策情報

高知県地場産業大賞
募集のご案内

皆さまのご応募を
お待ちしております。

高知県内で製造または加工された優れた地場産品や地場産業に貢献のあった活動を募集します。応募の中から、地場産
業大賞はじめ、産業振興計画賞、地場産業賞、地場産業奨励賞、高校生を対象とした高知県次世代賞の各賞を決定します。

応募対象

【 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）

【 高 校 生 】地域資源を活かした新しいものづくりや地域振興等につながっている活動 等
（農林水産物や鉱工業製品、地域の観光資源などの地域資源を活かしたものづくりや地域
と連動した活動）

応募期間

9月1日（土）〜10月31日（水）
高校生対象の「次世代賞」は9月1日（土）
〜12月15日（土）
まで

応募書類

高知県産業振興センターホームページからダウンロード可
詳しくは「地場産業大賞」で検索

応 募 先

地場産業大賞

【 問い合わせ先 】
〒781‑5101 高知市布師田 3992‑2
（公財）高知県産業振興センター 経営支援課 担当：小松、
岩﨑
TEL.088‑845‑6600 FAX.088‑846‑2556 Email：kigyousinkou@joho-kochi.or.jp

無料合同労働相談会を
開催します

「勤怠不良の従業員がいる」
「従業員が配置転換に応じない」
といった労働問題でお悩みの
事業主の方などを対象に、国や県などの労働相談機関等が合同で無料相談会を開催します。
当日は、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ので、
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。労働者の方の相談もお受けしますので、
お気軽にご相談ください。
開催日時

平成30年10月30日（火）10時〜18時

面談場所

高知県庁北庁舎（高知市丸ノ内２ ４ １）

相談ダイヤル

※受付は４階、高知県労働委員会事務局で行います。

088‑821‑4661（当日専用）
※相談は事前予約優先、先着順です。

＜予約申込み・お問合せ先＞
高知県労働委員会事務局 TEL.088ｰ821ｰ4645

このほか、
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。

予約受付期間 10月１日
（月）9時〜10月29日（月）12時（土・日・祝日を除く）
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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8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8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

観光関連
（お土産品等）
の売上げが良かった。反面、
猛暑のため、
パン、
弁当、
お菓子等が、
量販店売場で
苦戦するケースがあったように思われる。その他、
ガ
ス、
ガソリン類の値上がりが収益を低下させている。

前年同月比86.5%で低調である。

酒類製造

コンクリート製品

減少が続く。季節的にも需要期に入るので正念場
か。需要喚起にと
「土佐酒応援サポーター」制度を
発足、会員募集中である。

出荷数量は前年同月比７１％。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じがある。

機械団地
売上高や収益等の指標は前年並みで、団地内の業
況は概ね横ばいである。熟練者等の労働力確保や
原材料のコスト高が主な経営課題に挙がっている。

木製品素材生産

刃物製造

先月の豪雨災害後、代替地に事業展開をする等に
より、
スギ・ヒノキ共に搬入量は5割程度増加した。
価格については、前月比横ばいの状況である。

受注に対し供給が間に合っていないのは相変わら
ずで、商売がしにくい状況である。その中でも、不足
気味の品以外の動きが良く、前年を上回る事ができ
助かっている。

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
受注面でやや一服感がある。操業度は受注残の消
化等にて高い水準で推移している

製紙

珊瑚装飾品製造

県内家庭紙メーカーは、
それぞれに特化した商品を
製造している為、稼働率にはそれほど変化はないが、
原料資材・運賃・人件費の高騰により収益面で厳し
い状況が続いている。

製品会取引高は、前年同月比92％。盆時期及びよ
さこい祭りは観光客の少なさが目立ち、小売店の物
販は大変厳しかったようだ。西日本豪雨で取引先が
被害にあい、売り上げが低下した店舗もあった。

印刷
景況は前月と同様。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、他は昨年並み。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。運送業界は労務費アップ
のための価格改正により一時的に売上げを伸ばして
いるが、
後追いで人件費が上昇しているため、
利益面
では改善がない。

青果卸売

商店街
（四万十市）

7月に続いて8月も台風、
大雨等の異常な天候による
生育不良で、
市場への入荷減少が7月と同様の傾向
であった。結果、野菜、果実合計では、昨対125％程
度と高水準であった。

お盆には、例年より微増と思われる観光客や帰省客
で、
飲食店は賑わっていた。
ブシュカン解禁祭や、
しま
んと市民祭
（納涼花火）
は多くの人で賑わったが、猛
暑により売上が落ち込んだ業種もあったと思われる。

生鮮魚介卸売

旅館・ホテル

台風の影響で全般的に魚の入荷が少なかった。特
にマグロは通常よりかなり少なめであった。

7月の西日本豪雨から8月末に発生した台風20号ま
でのキャンセル被害は、過去経験がないほどのマイ
ナス実績を伴い、期中での挽回は非常に厳しい状
況である。

各種小売
（土佐市）
猛暑日が続いたためか、夏休み中でも子供の姿もあ
まり見かけず、例年に比べると盛り上がりに欠ける夏
であったが、宇佐の港まつり、高岡の大綱まつりは、
天気も良く、
大勢のお客様で賑わった。

ガソリンスタンド
8月に入り原油価格は小幅な値下がりで、元売り仕
切り価格は3週連続で引き下げられたが、後半の週は
原油市況が4週ぶりに反騰した。国内の平均ガソリン
価格は150円台、県内の価格も変動なく推移した。

飲食店
悪天候等のため数カ月間売上減少が続いたが、
本月
は回復。前年同月に比べるとやや落ちるが、
ほぼ例年
通り。野菜等の価格は高い。繁盛期のお盆期間は、
例
年に比べピークは高くないが良い状態が長く続いた。

旅行業
組合クーポン売上、前年同月対比64％、全旅クーポ
を加味して、93％。自然災害が相次ぎ、今後の旅行
シーズンも楽観できない。

電気機械器具小売

一般土木建築工事

8月は、全体で前年比106％、エアコンは好調で
110％、
白物、冷蔵庫、洗濯機、平均で前年比92％
｡エアコンは一部品切れした。

公共用土木生コン出荷量は、前月比114.6％、前年同
月比88.6％。平成30/4〜8累計においては前年同月累
計対比78.2％の水準。8月の公共工事請負金額は前
年同月比で81.8％、
前年対比累計金額では90.2％。

中古自動車小売

電気工事

8月は、毎年のことながら、
よさこい祭りやお盆休みで
売上げは今ひとつである。

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180％となった。高知中央、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

後継者がいないことによる閉店が問題。市民納涼
祭や商い甲子園等のイベントにより、一時的に来
街者は増えるが、個店への集客にはあまり繋がらな
い。
イベントに合わせた集客の工夫が必要である。

8月はお盆休みもあり荷動きは低調たが、組合実績
はほぼ横ばいであった。燃料は値上げが一息ついた
が、依然として高値が続いており組合員の経営は厳
しい状態といえる。

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114.3％
台数：前年比110.3％。よさこい祭り最終日は、大型
外国客船の入港もあり多くの来街者で賑わいをみせた。
終盤は台風20号の影響などで低調気味であった。

実働1日1車当りの前年同月比営業収入：99.1％、
輸送回数：99.6％。当月の実働率は66.8％。
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〒781 - 5101 高知市布師田 3992 - 2 中小企業会館４階
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