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本県初の介護分野での
外国人技能実習生受入開始

　海外からのニーズの高まりを受け、平成29年11月１日の
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に
関する法律」の施行にあわせ、外国人技能実習制度の対象
職種として新たに介護職種が追加されました。この外国人
技能実習制度とは、開発途上国等が経済発展・産業振興の
担い手育成を図るために、先進国の進んだ技能・技術・知識
を習得させたいというニーズに対して、国際協力・国際貢献
のため、諸外国が労働者を一定期間産業界に受け入れると
いう制度です。この制度の活用によって、技能等の移転やそ
の国の経済発展を担う人材育成が図られることが期待され
ています。
　当組合は、平成28年に介護事業者が集まり、共同購買事
業及び教育情報事業による講習会等の開催を通じて経営体
質の強化を図ることを目的に設立しました。平成29年11月に
技能実習生の対象職種として介護職種が追加されたことか
ら、地域貢献・国際貢献を図るため、外国人技能実習生共
同受入事業の実施に向け
た準備を始め、平成31年3
月21日に、高知県初の介
護分野におけるモンゴル
人による外国人技能実習
生受入を開始しました。

高知県初！介護分野での外国人技能実習生受入！！
国際貢献、人材交流を通じて、経営課題・地域課題の解決を図る

介護問題の深刻化と海外からの
介護を学ぶ留学生の増加

　現在、日本は少子高齢化が深刻化しており、その影響は
色々なところに出ていると思いますが、特に、介護業界では
影響が大きくなっています。厚生労働省が調査した結果で
は、介護を必要とする方が年々増加傾向にあり、ピークとな
る2040年には、総人口約１億１千万人に対して、要介護・要
支援認定者が約988万人になる見通しで、介護を必要とす
る方が総人口の約１割になるといわれています。更に、介護
の担い手となる介護人材は、2035年には307万人が必要と
なるのに対して、見込まれる介護人材は228万人といわれ、
「79万人」もの人材が不足する見通しとなっていることか
ら、介護人材の育成・確保が急務となっています。
　本県においては、全国に対して人口減少の進行が約15年
先行し、高齢化についても約10年先行しています。更に、将来
の担い手を育てる県内の介護学校は近年定員割れが続いて
いる状況にあるそうです。そのため、県内の介護事業者は、
介護従事者の確保・育成に注力するものの、介護学生の多く
は規模の大きな事業体へ就職するなど、小規模な事業者で
は従業員の確保が難しく深刻な従業員不足に陥っています。
規模の縮小や派遣社員などの活用で対応しておりますが、派
遣では人件費がかさみ経営を圧迫しています。
　そのような状況の中、介護を学びに来る留学生が年々増
加傾向にあり、海外から日本の介護に関するノウハウを学び
たいというニーズが高まっているようです。

所 在 地：南国市浜改田1277番地１
T　E　L：088-880-7030
組合員数：16名  　従業員数：2名
設　　立：平成28年6月
主な事業：共同購買事業、教育情報提供事業、
 外国人技能実習生共同受入事業

組合プロフィール

高知介護サービス協同組合

録見聞
組合

KEN

BUN

ROKU

事務局長
光井 一彦 氏
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技能実習生の活躍とそれを支える
サポート体制

　入国した技能実習生達は、すぐに当組合の施設で１ヶ月間
の共同生活をしながら、日本語教育や生活のルール、労働関
係法令等の講習を受けるとともに、実習前に介護の基本的
な知識や技術を学びます。
　実習生達は、日本での初めての生活に戸惑いや不安など
を抱えてしまうことが多々あります。私たち日本人では、これ
らの戸惑いや不安に気付きにくいことがあります。その点、当
組合には、実習生達と同じモンゴル出身の通訳兼日本語講
師であるヤンジン氏が在職しています。ヤンジン氏は、実習生
と同じ様な体験をしてきているので、これらのことに事前に
対応ができ、実習生達が安心して生活し、学習できる環境づ
くりに貢献してくれています。ヤンジン氏には、１ヶ月の共同

　当組合の事務所前には、国際交流を目的にモンゴル伝統の移
動式住居である「ゲル」が設置されており、地域の子ども達が見
学にきてくれました。
　お近くに来られた際は、ぜひ、見にいらしてください！
※台風が多い時期等は、安全面を考慮して一時撤去している場合がございます。

モンゴル伝統の住居「ゲル」を
ぜひ、見にいらしてください！

生活が終わり、施設を出て実習先となる組合員の事業所で
実習を行っている実習生達から、今でも様々な相談がきてい
るようで、それだけ実習生からの信頼を得られているのだと
思います。
　現在、実習生達が組合員の事業所で介護実習を受けてお
りますが、事業所からは、実習生の働く姿勢や対応力、観察
力の高さが好評で、他の従業員の模範となっているとのこと
で、当該事業を通じて国際貢献が図られるのみならず、組合
員の経営課題・地域課題の改善も図られています。
　今後は、モンゴルだけでなくミャンマーやフィリピンなど、
様々な国からの技能実習生の受入をすすめ、国際貢献・地
域貢献を図るとともに、実習生達が実習等を通じて地域にと
けこみ、良好な関係がきづいていけるようにサポートしてい
くことで、日本と発展途上国との国際関係の更なる強化につ
なげていきたいと考えています。

ヤンジン氏

組合 Hot News組合 Hot News

実習風景

休日の実習生

外国人技能実習制度に関するご質問等は、下記のお問い合わせ先までお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】  高知県中小企業団体中央会　TEL：088-845-8870 
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　本会では、高知県商店街振興組合連合会、ポイント還元
事務局との共催により、去る８月23日（金）及び29日（木）、
四万十市と高知市において、「軽減税率制度導入直前対策
セミナー」を開催しました。
　当セミナーでは、まず軽減税率制度導入で変わる重要ポ
イントについて、川越税理士事務所 所長 川越宏一氏によ
る講演を行い、続いて本会より、軽減税率対策補助金（レジ
補助金）に関する説明をしました。
　休憩をはさみ、ポイント還元事務局講師（四万十市・森永
ゆみ子氏、高知市・渋谷邦夫氏）から、キャッシュレス・消費
者還元事業の概要についての講演があり、引き続きキャッ

シュレス決済登録事業者からは、それぞれの特色やＰＲポ
イント等についてのプレゼンテーションが行われました。
　その後参加者には、各自が希望する事業者ブースへで、自
らの店舗の実情に沿った個別相談を行っていただきました。
　なお、本セミナーで使用した資料については下記からダウ
ンロードできます（※いずれも資料名で検索できます）。ぜ
ひご活用下さい。

  ●よくわかる消費税軽減税率制度  
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/
shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018006-112.pdf

  ●キャッシュレス・消費者還元事業の概要  
https://cashless.go.jp/assets/doc/gaiyou_cashless_
kessai.pdf

　また、本誌６月号Ｐ11に、「軽減税率制度　対応へのポイ
ント」を掲載しておりますので、本会HP（http://www.kbiz.
or.jp/）の「中央会情報誌 へんしも情報」からご覧ください｡

四万十会場
川越宏一 講師

プレゼン風景 個別相談

森永ゆみ子 講師 渋谷邦夫 講師

高知会場

！ここで再確認 ―商店主の皆様へ―

キャッシュレス決済により、消費者に還元される２つの要件

軽減税率制度導入
直前対策セミナーを開催しました

10月１日 スタート!

1 カード発行会社がこの事業に参加していますか
　「発行会社」とは“VISA”“Master”“JCB”などの「ブランド」
ではありません。ここでいう発行会社とはカード裏面に印
字された「㈱○○カード」などカードを発行している決済事
業者を指します。この決済事業者がこの事業に参加してい
ることが条件です。
　おそらくお客様は認識していませんので、そのカード発
行会社がこの事業に不参加の場合は「他のカードは持っ
ていませんか？」と聞いてあげると親切です。

2 あなたのお店はこの事業に申請登録済みですか
　この事業に参加したいお店は、①事前に決済事業者の一
つと加盟店登録手続きを完了する必要があります。登録さ
れたお店には加盟店IDが発行されます。②さらにこのID番
号をお店で取り扱うその他すべての決済事業者に知らせ、
個々に登録しておく必要があります。登録漏れはないか今
一度ご確認ください。なお、加盟店登録は2020年4月まで申
請可能です。

いよいよ10月1日からキャッシュレス決済による消費者還元事業が開始されますが、意外と盲点なのが以下の２点。お客様に
５％還元されるためには、これらの条件がともに満たされていることが必要です。クレジットカード決済を例にみてみましょう。

ご不明な点は高知県中央会「消費税相談窓口」まで　☎088-845-8870



受験資格

試験科目

試験日

試験地

願書受付期間

受験料

お問い合わせ先

特になし

組合会計　組合制度　組合運営

令和元年12月1日（日）

令和元年9月2日（月）～10月15日（火）

5,000円 （一部科目免除者は3,000円）

札幌・青森・仙台・秋田・郡山・さいたま・東京・
長野・静岡・名古屋・大阪・松江・岡山・広島・
山口・高松・福岡・長崎・大分・鹿児島・那覇

ただし、組合士として認定されるには
組合等での実務経験が必要です。

お申込み方法など詳しいことは、最寄りの都道府県中小
企業団体中央会または全国中小企業団体中央会

（TEL.03-3523-4907）までお問い合わせください。

月
12

主催／　　全国中小企業団体中央会
後援／中小企業庁
協力／都道府県中小企業団体中央会

組合士
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高知県中小企業団体中央会　TEL：088-845-8870　　担当：小澤　　　清水　お問い合わせ・申込先

●開催日時 10月８日（火）　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 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

　本会では、適正な組合運営管理に役立てていただくため、特に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
順に沿いながら具体的な説明を行うとともに、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。組合検定試験対策としても役立ちます。新しく役職員になられた方はもちろん、既存の役職員の方も復習の機会として、
ぜひご参加下さい。

　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
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、ぜひご参加下さい。

組合運営管理セミナー 開催のご案内

組合会計セミナー 開催のご案内

参 加 費

無 料

【講　師】
　川越税理士事務所
　所長　川越 宏一 氏

【参加 費】　 無 料

【上記セミナー申込方法】 参加ご希望の方は下記担当までご連絡下さい。

※「テーマ・内容」の詳細については変更となる可能性がございます。予めご了承下さい。

テーマ・内容 開催日時 開催場所 定員

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

10月16日（水）
10：00～16：00 「中央会研修室」

高知市布師田
3992-2
中小企業会館４階 各

30名
第
２
回

決算整理仕訳と財務諸表の作成
・決算整理仕訳、持分払戻しの処理
・決算書の作成　など

10月23日（水）
10：00～16：00

第
３
回

組合税制のポイントと税務申告書の作成
・組合の特別税制、改正税制
・税務申告書の記入　など

11月6日（水）
10：00～16：00

「第４研修室」
高知市布師田3992-4
高知県立地域職業訓練センター

定　員

30名
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　本会では、県内企業の外国人材の活用を支援し
ており、去る8月19日（月）～24日（土）にかけて、林
業分野におけるベトナム人材の活用を検討されて
いる県内林業関係者を対象としたベトナムへの海
外視察調査（林業分野）を行いました。
　視察団の総勢は６名で、本視察調査では、Vinafor
社（ベトナム最大の林業会社）と関連の林業企業・
木材チップ企業・日本語学校等を幅広く訪問・交流
しました。

　Vinafor社は、1995年に設立された農業農村開発
省直営の国営企業集団です。45企業・319林業公社・250以上の加工企業等が傘下にあり、従業員7000人以
上のベトナム最大手の林業企業集団ですが、本社表敬訪問時には、そのトップであるPHI MANH CUONG

（フィー マイン クォン）会長とLE QUOC KHANH（レ クォック カイン）社長を筆頭に、多くの経営関係者にお
会いすることが出来ました。
　CUONG会長からは「今回の人材視察調査を契機に高知県及び日本の林業界との絆を深めていきたい、そ
のためにあらゆる協力を惜しまない」との熱いメッセージを頂き、意見交換も自ずと熱を帯びたものとなり、当初
30分を予定していた表敬訪問は、急きょ本社食堂で開催された歓迎の昼食会を含め3時間以上のロングステイ
となりました。
　また、主題である林業現場や木材チップ製造現場の訪問では、日越の違いや同一部分を深く知ることがで
き、また、関係者と意見交換をすることもできたため、大変有意義な視察調査となりました。

ベトナム
視察調査報告

林業分野

Vinafor本社での意見交換会

林業現場の視察

日本語学校

育苗施設の視察 木材チップ工場の視察

　今回のベトナム視察では、首都・ハノイから85㎞の山林の林業現場、
日本の商社・双日との合弁企業が運営する木材チップ工場の他にも、
ベトナム林業大学やVinafor社系列の育苗施設・日本語学校等も視察
することができ、とても大きな収穫となりました。そして、それ以上に、直
接、現地を視察することで、ベトナム林業界の日本林業界に対する期
待・関心の高さをうかがい知ることができました。
　今回の視察調査を踏まえながら、今後も林業界の外国人材活用に
ついて伴走支援して参ります。

Hà Nội
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ミャンマー人材活用セミナー開催
― 令和元年度外国人技能実習生等の外国人材を活用した
　　　　　　　　　　　　　　地産外商・海外展開支援事業―

　本会では、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）との共催で、去る８
月29日（木）午後３時より高知市本町「高知サンライズホテル」において、高
知県内の事業所が外国人材を活用した地産外商・海外展開の促進や外国
人材を活用し事業の展開などを図ることを目的に「ミャンマー人材活用セミ
ナー」を開催しました。
　セミナーでは、初めに、ジェトロ・菊池芙美子氏より、ミャンマー経済とビジ
ネス環境を統計データや政策の面から分かりやすくご講義いただきました。
　続いて、株式会社高知丸高の代表取締役会長 高野広茂氏より「ミャンマー
での高校建設と人材交流への想い」と題し、ミャンマーで高校建設まで至っ
た経緯やミャンマー人材の活用等について、高野氏の実体験や同社ミャン
マー人高度人材・Su Moe Htet Han（スモー テッハン）氏による生の声を交
えながら臨場感に溢れるご講義いただきました。
　最後に、ミャンマービジネス・人材コンサルタント会社顧問・大竹裕子氏よ
り、ミャンマー人材の特徴や活用例等をご講義いただくと共に、本セミナー
開催の話を聞いて急遽、来高されたミャンマーの大手送出機関代表者の
Wah Wah Sein（ワー ワー セイン）氏にも壇上へ上がっていただき、ミャン
マー人から見た人材の特色についてもお話を伺うことが出来ました。
　約50名の参加者からは「ミャンマー人材について理解が深まった」「ミャ
ンマー人材の活用に向けた今後の検討材料にしたい」との声をいただきま
した。大竹講師及びWah Wah Sein氏

株式会社高知丸高・高野講師
及びSu Moe Htet Han氏

JETRO 菊池講師
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はりまや橋商店街振興組合

木々くらぶが15周年を迎えました　～15周年記念大会を開催します!～

第7回 絵金生誕祭 in 高知市中心商店街!! 　～狐の嫁入り～

壱番街商店街振興組合

万々商店街振興組合

●日時　10月17日（木）  13：30～15：00
●場所　はりまや橋商店街  わくわく広場（中央イベント広場）

●会費　500円
●お問い合わせ　088－882－4174（はりまや橋商店街  事務局）

●日時　10月5日(土)  18：00～21：30
●場所　高知市中心商店街
●お問い合わせ　088－861－1073
　　　　　　　   （絵金生誕祭実行委員会）

　はりまや橋商店街振興組合（小谷一雄理事長）では、毎月第３木曜日、童謡や唱歌などを演奏に合
わせて歌う「木々くらぶ」を開催しており、このたび15周年を迎えることとなりました。
　通常の開催日には、70～80名の参加者があり、10名ほどの楽器演奏者とともに、約１時間30分に
わたって商店街に楽しい歌声が響き渡っています。また、開催月に誕生日を迎える方や、参加スタンプ
カードが満杯になった方には素敵なプレゼントも用意されています。
　今回は記念大会ということもあり、地域の合唱グループとのコラボレーション等も予定していま
す。歌詞カード等は商店街で用意しており、演奏途中の休憩時間には、飲み物とお菓子による「ご接
待」もあります。参加経験のある方々はもちろん、初めて参加される方も大歓迎ですので、皆様お誘
い合わせの上多数ご参加下さい。

　絵金生誕の地であるはりまや町で、彼の偉業を讃えるため、毎
年誕生月である10月の第１土曜日を生誕祭として霊を祀っていま
す。このお祭りは、毎年、もののけに扮した100名近くの参加者が、
高知八幡宮から魚の棚、はりまや橋商店街を中心に集結するもの
で、夕暮れから夜にかけ、街は幻想的な風景に彩られます。
　７回目となる今回は、きつねの嫁入りを先頭に、もののけたちの
行列がはりまや橋商店街周辺だけでなく、中心商店街を練り歩く
様子が見られます。また、はりまや橋商店街アーケードの東口では

絵金の屏風や掛軸の展示も予定しています。
　絵金といえば、極彩色やおどろおどろしさを思い浮かべる方も多く、もしかしたら、時
空を超え、不思議な世界に紛れ込んだかのような感覚を体験できるかもしれません。
　当夜は、ぜひ街に足をお運び下さい。

　壱番街商店街振興組合（早川賢治理事長）では、10月26日（土）、27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。26日は夕方より、清岡さんご店前の特設ステージにて、土佐中・高等学校軽音楽部
によるライブ演奏のほか、仮装ダンスコンテストなどのステージイベントを
行います。
　また27日は、何が起こるか当日商店街へお越しいただいてのお楽しみと
なります。ぜひ、いつもと少し違った壱番街へお越し下さい！

　万々商店街振興組合（丁野信二理事長）では、10月26日（土）、サニーマート中万々店駐車場をメイン会場に、「2019 mamaハロウィン
フェス」を開催します。当日は正午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。

※参加をご希望の方は参加費（お一人様当日受付700円／事前受付500円）
が必要です。詳細は右記までお問い合わせください。

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利用ください。
●中央会までどしどし情報をお寄せください！！

★スケジュール
18：00 高知八幡宮において狐の結婚式
18：30 八幡宮を出発　魚の棚商店街を通り、
 はりまや橋商店街へ（練り歩き）
19：00 はりまや橋商店街を出発　京町～帯屋町を
 通り、大橋通り商店街へ（練り歩き）
20：00 大橋通り商店街からはりまや橋へ
 （電車移動）
21：00 はりまや橋商店街（練り歩き）

ハロウィンイベントを開催します！

●日程　10月26日（土）、27日（日）
●場所　壱番街商店街アーケード（清岡さんご店前  他）
●お問い合わせ　088-824-8830（組合事務所）

●日時　10月26日（土） 12：00～16：00
●場所　受付・メイン会場）サニーマート中万々店
　　　　（審査発表・メイン会場）ローソン高知南万々店
●お問い合わせ　今城　090-7141-8103
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●日　時　10月1日（火）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！
※氏名・連絡先等を登録された方には認定カードと認定缶バッジを進呈します。

高知県屋外広告美術協同組合

　高知中央電気工事業協同組合（吉村保利理事長）では、８月の『電気使用安全月
間』に合わせ、去る８月６日（火）、高知市、土佐市、いの町、日高村の役所・役場を表
敬訪問しました。理事長や関係理事が、電気使用の安全に関する知識と理解を深
めていただくために説明を行い、協力を要請。また、防犯街路灯LED灯具寄贈に
ついては６月の高知市に引き続き、土佐市に10灯、いの町に10灯、日高村に５灯の
寄贈を行いました。
　本組合では、引き続き地域貢献活動を行っていく予定です。

【全国一斉日本酒で乾杯in高知　～土佐酒で乾杯NAKAMAぜよ！～】
　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日を日本酒
の日と定めました。これにあわせ、本イベントでは、全国一斉に日本酒で乾杯しています。
　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、お誘い合わせの上、ぜひ会場までお
越し下さい。
※当日会場に来られない方は、東京会場（アクトスクエア）の模様が「YouTube」でLIVE
配信されますので、LIVE配信を見ながら一緒に日本酒で乾杯しましょう。
　また、土佐酒ファンの皆様を対象に、イベント会場の受付にて、土佐酒応援サポーター

「TOSA SAKE NAKAMA」仲間入り認定も行っておりますので、この機会にぜひ、応援
サポーターになりませんか？
※詳しくは、高知県酒造組合HPの
  「土佐酒サポーター」をご覧ください。

【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
とを目的として、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。「はし拳」は、初心者の方でも気軽に参加
できる競技であり、互いの様子を探りあう心理戦が
繰り広げられるため、観戦するだけでもその熱戦
を楽しむことができます。ご興味のある方はぜひ
会場にお越し下さい。

●日時　10月1日（火）13：00～17：30頃
※見学無料ですので、ぜひお早めにお越し下さい

　高知県屋外広告美術協同組合（岡㟢勲理事長）では、9月10日（火）、簡易除去の対象広告物等の一斉除去を行うと
ともに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）にあわせ、正しい屋外広告物に関する知識の普及啓発や、美しく安
全なまちづくりを目的として、行政機関（国・県・市）、警察、四国電力、電柱・電話柱管理者（NTT西日本等）等と共同で
作業を行っているものであり、本年も高知市中心街を歩きながら、劣化等による危険な広告物の調査を行いました。
　こうした継続的な組合活動の成果により高知市内の違反広告物は減少傾向にあります。この度の台風でも、大型看
板の倒壊事故がおこっていることから、今後も本組合では、都市計画課との連携を密に取り、よりいっそう安全点検を
充実するよう努めるとともに、屋外広告物の規制周知を徹底することで、景観の向上や広告物の安全対策への喚起に
寄与できるよう取り組んでいく予定です。

４市町村を表敬訪問　～防犯街路灯の寄贈をしました～

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！

屋外広告の日（9月10日）にキャンペーンを実施しました

高知中央電気工事業協同組合

高知県酒造組合

高知県酒造組合（竹村昭彦理事長)では、来る１０月１日（火）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５４回土佐はし拳全日本選手権大会」も開催します。

●お問い合わせ　088－823－3558 （高知県酒造組合）



中
央
会
だ
よ
り

9 ●へんしも情報 vol.222

■□ 開催案内 ■□

お問い合わせ先 高知県中小企業団体中央会　連携推進部　　担当：曽我部

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！

髙瀨小澤
TEL 088-845-8870  FAX 088-845-2434　URL：http://www.kbiz.or.jp/

■□ 開催報告 ■□
○機械加工技術者研修
汎用フライス盤技術研修

　去る８月26日（月）、27日（火）の２日間、県内機械加工技術者を対象とした「フライス
盤技術研修」を、香南市野市町「高知職業能力開発短期大学校」にて開催しました。
　本研修は、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
力開発短期大学校の中　翔也氏をお招きし、汎用フライス盤の基本的な知識・技術の
習得を目的として実施しました。
　研修では、座学としてフライス盤の概要や機会の操作方法、作業の段取りについて講
義を行い、実技として講師の指導の下で六面体加工やエンドミルでの段付き加工を実施しました。
　受講者からは、「基礎を学ぶことができ、NCフライス盤のプログラム設定の仕方が理解できた」との声が聞かれるなど、自らの
業務のやり方を振り返る機会になり、生産性向上につながる研修であったとの感想をいただきました。

○ものづくり技術革新セミナー
ものづくり企業IoT技術人材育成研修

　去る７月24日（水）、８月７日（水）、21日（水）、28日（水）の４日間、「ものづくり企業IoT
技術人材育成研修」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。
　本研修は、手軽に IoT導入ができる「IoT学習HAT」（高知工業高等専門学校 嘱託教授

（名誉教授）今井一雅氏が開発）を活用して、IoT技術の基礎・活用技術の習得並びに、
IoTなどのシステム実現に不可欠なセンサ回路の設計・活用技術の習得を目的に実施し
ました。
　当日は、ラズパイZero及びIoT学習HATの仕様や操作方法、センサ回路の基礎・設計方
法について講義を行い、実技として講師の指導の基、システム構築に取り組みました。
　受講者からは、「独学で一度挫折していたため、学ぶ機会が得られてよかった」「実際に自社でどのように活用できるか考えてい
きたい」などの声が聞かれるなど、ものづくり企業の IoT導入が図られる機会になった旨の感想をいただきました。

ものづくりの基盤技術強化を図る
研修会等の報告及び開催案内

－ものづくり担い手育成事業－

熱処理技術研修（熱処理の基礎と金属組織）
●開催日時 １０月１２日(土)・１９日(土)   両日とも午前９時～午後４時
●開催場所 高知職業能力開発短期大学校「FA（２０９）室」 （香南市野市町西野1595-1）

【研修概要】 県内熱処理技術者の育成を目的として、熱処理加工の基本的な知識の習得を目指し、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法等の基本について学習します。

【講　  師】 高知職業能力開発短期大学校 生産技術科　宮西 大輔 氏
【募集人員】 ２０名（※先着順）
【申込方法】 下記記載の本会HPより「参加申込書」をダウンロードしていただき、必要事項を記載の上、本会までお送りください。

○熱処理技術者研修 参加者募集！

無料
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ご存じですか？

技能検定試験手数料が
一部減免されます！！

　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、一部免除されます。

（※1） 実技試験実施年度の4月1日において35歳に達してない方
（※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

《減免技能検定試験一覧》

職種 等級

実技試験手数料

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

機械検査
婦人子供服製造

2級 6,100円 6,100円 15,100円 15,100円

3級 2,900円 6,100円 10,100円 15,100円

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

2級 4,300円 4,300円 13,300円 13,300円

3級 2,900円 4,300円 8,900円 13,300円

上記を除く職種
2級 9,200円 9,200円 18,200円 18,200円

3級 2,900円 9,200円 12,100円 18,200円

— 高知県職業能力開発協会 —

高知県職業能力開発協会（高知市布師田3992-4）　TEL.088-846-2300

お問い合わせ・お申込み先

ものづくりの基盤技術強化を図る
研修会等の報告及び開催案内

－ものづくり担い手育成事業－
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内させていただきます。
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●お問い合わせ
〒781－5232  高知県香南市野市町西野1595－1 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（学務援助課）
TEL（0887）56－4100  FAX（0887）56－4130
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　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
た活動を募集しています。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。皆さまぜひご応募ください。

【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）

９月２日㈪～ 10月31日㈭
高校生対象の「次世代賞」は９月２日㈪～ 12月13日㈮まで

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／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：尾㟢、小松
TEL 088－845－6600　FAX 088－846－2556　Email  kigyousinkou@joho-kochi.or.jp

●予約申込み・お問い合わせ
高知県労働委員会事務局　TEL 088－821－4645

●予約受付期間
９月２日㈪午前９時～10月17日㈭正午 （土日祝日を除く）

この他、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。

　労働問題でお悩みの方を対象に、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、司法書士、社会保険労務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に対応しますので、ワンストッ
プで解決に向けたアドバイスを受けることができます。「勤怠不良の従
業員がいる」「従業員が配置転換に応じない」などの事業主の相談もお受
けしますので、お気軽にご相談ください。

令和元年度

第34回
高知県地場産業大賞

募集のご案内

応募
対象

応募
期間

応募
書類

合同労働相談会を
開催します

無料

10月18日㈮
午前10時～午後５時

高知県庁北庁舎（高知市丸ノ内２－４－１）

相談日時

面談場所

※受付は４階、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、先着順です。
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DI=（増加、好転）-（減少、悪化）
DI（景気動向指数）

売　上　高
収益の状況
業界の景況

情報連絡員報告（令和元年8月）
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情報連絡員報告を中心とした

県内各業界の動向 2019年8月（前年同月比）

業界の状況 …好転 …やや好転 …不変 …やや悪化 …悪化

食品団地
8月度商況は全般的に好調で、売上高も増加した様子
である。ガス・ガソリン類も値下がりし、収益面のプラ
ス要素となった。消費税10％に向けての対応も進んで
いる。輸出商談が増加している。

生コンクリート製造
当月もやや上向いているものの、地域差が大きく、
全体としては弱含みで推移する見込み。
前年同月比 110%。

酒類製造
減少傾向が続く。増税への対応は不明。

コンクリート製品
出荷数量は前年同月比157％。市況は、減少状況が
続いていたが、5月分の出荷から西日本豪雨による
災害復旧工事の発注により増加に転じ、8月分も継
続している。

木製品素材生産
搬入量は、お盆・台風の影響によりスギ・ヒノキと
もに1割程度の減。価格については、スギ・ヒノキ
共に横ばいの状況。

刃物製造
当月は受注があるにも関わらず、生産が遅れており
売上に繋がらず売上は減少した。生産者には早期の
生産と納品を促していかなければならないと思われ
る。

製材
価格等市場も大きな変化は無いが、最近は原材料が
不足の状態である。

船舶製造
引き続き高い操業度だが、先行きに一服感が感じら
れる。

製紙（家庭紙）
例年、家庭紙は夏場不需要期となるが、今年は増税
の影響があるのか、落ち込みが少ない模様。増税後
の反動がなければ良いが…。

珊瑚装飾品製造
8月度製品会取引高は、前年度同月比76％であっ
た。取引高の低迷は、原木の高騰により加工業者の
仕入れが困難な状況が続いているのも要因である。

印刷
県内需要の官公需はプレミアム商品券等の特需もあ
り好調。民需に関しては相変わらず芳しくない。県外
需要に関しては一部低調な部分もあるがまずまずに
推移。押し並べると昨年を若干上回ったと思われる。

卸団地
お盆時期の台風の直撃は、外食・観光に大きな打撃
があった。その関係もあり、よさこい祭りの後は
散々な状況であった。仕切価格は値上げ傾向にあ
る。

テントシート
各種材料費の値上がりに伴う在庫数量も通常年度の
環境に戻った状況である。原材料の値上げが、販売価
格に上手く転嫁できていない状況にあると思われる。
消費税の増税による前倒し需要も特にない状況。

機械団地
自社ブランドを有する一部企業では対前年比で売上高
が伸びている。零細企業では概ね横ばいの業況が続い
ているが、需要の低迷や原材料のコストの上昇、従業
員の確保難といった課題は依然解消されていない。
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青果卸売
販売価格低迷の為、売上及び収益は悪化。尚、8月
後半より高値に変わったので9月は期待している。

商店街（四万十市）
増税とキャッシュレスに関する説明会が数回行われ
た。毎回必ず伝えて参加を促しているが、組合員の関
心は薄いままである。

生鮮魚介卸売
お盆の時期に、いまだかつてない程マグロの入荷が
なかった。入荷量が少ない為、高値で推移してい
る。カツオ、小物共に例年に比べ、少し入荷が少な
かった様である。

旅館・ホテル
天候に恵まれたよさこい祭りで宿泊は例年通りの好
成績であったが、お盆時期に発生した台風による
キャンセルは大きな損害となった。

ガソリンスタンド
上旬は米中貿易摩擦深刻化等を受け、米国産WTI原油は7か月ぶり
の安値に落ち込んだが、世界経済の先行き懸念と米国とイランの
対立より、中東原油も堅調で前週比1ドル強の高値をつけた。元売
り仕切り価格の値下げにより、高知県の市況も2円程下落した。

旅行業
組合クーポン前年同月対比128％、全旅クーポン
を加味して70％。団体客の動きが鈍い時期である
が、よさこい関連の貸切バス利用が多く、売り上げ
を下支えした模様。

電気機械器具小売
8月度は、全体で前年比98％。天候不良が続き、エ
アコンが前年比95％、白物家電はほぼ前年並み。
大画面テレビ91％。リフォームが102％である。

一般土木建築工事
公共 土 木用生コン出荷 量は、前月比 97. 3％、前年
同月比134.9％。公共工事請負金額は前年同月比で
112.1％、前年対比累計140.1％。R1/8末時点の発注者
別前年対比累計では、国：122.4％、高知県：149.3％。

中古自動車小売
8/23～25日まで、ぢばさんセンター第3駐車場に
て「第4回JU高知中古車ジャンボカーニバル」を開
催。展示車不足にもかかわらず、前年同様の販売実
績だった。

電気工事
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86.8％となった。高知中央・香長・嶺北地区
以外が減少している。

商店街（安芸市）
商い甲子園や安芸市民納涼祭により、商店街は賑わ
いを見せた。イベントによる人通りは増えたが、個
店への集客にはあまり繋がっていない。商店街とし
てはイベントに合わせた集客の工夫が必要である。

商店街（高知市）
中央公園地下駐車場利用状況(前年比)　売上:97.4％、
台 数：9 4. 8％。通行 量調査の 結果、休日が前年比
19.0％増で68,550人、平日が5.1%増で41055人。昨年
のオーテピア開館効果が継続していると思われる。

一般貨物自動車運送
組合事業は前年を下回った。荷動きは変わらず低調
ではあったが燃料価格が値下げとなったことは好材
料といえる。

タクシー
実働1日1車当りの前年同月比営業収入：100.7％、
輸送回数99.1％。当月の実働率は65.6％。

各種小売（土佐市）
今年は暑すぎたせいなのか、盆休みもお客様の数は
例年よりぐっと少なかった。

飲食店
例年通りなら県外客が増える観光シーズン・盆休み等
もあり、飲食業界でも集客も増えて売上が増加する
本月だが、天候不順で集客が少なく売上は減少、業界
の景況はやや悪化した。
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