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年頭挨拶
高知県中小企業団体中央会
会

長

町田

貴

新年明けましておめでとうございます。令和初の新春を迎えるにあたり、皆様方に謹んで新年の御挨拶を申し上
げます。
国内経済は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動等により、一部に弱い動きが見られるものの、雇用・所得
環境は改善傾向にあるとされ、緩やかな回復基調が続いていると言われています。
しかしながら、中小企業組合はもとより、中小企業・小規模事業者においては、深刻な人手不足に起因する人件費の
上昇や原材料の高騰などの影響を受け、依然として厳しい経営環境下に置かれており、巷間言われる景気回復の実感
を得られないままの越年となりました。
2020年の干支は、
「庚子」にあたり、新たな芽吹きと繁栄を意味し、変化が多い年と言われています。東京オリンピッ
ク・パラリンピックの開催や5Ｇ通信の運用スタート、米国の大統領選挙等々、変革の局面を迎える１年になると思料し
ているところです。身近なところでは、働き方改革関連法の順次施行により、本年４月から時間外労働の上限規制が始
まります。我々中小企業においても、これまで以上にワークライフバランス、ダイバーシティなどへの柔軟かつ臨機応変
な対応が求められています。
本県においては、昨年11月の知事選挙を経て、濵田省司新知事が誕生いたしました。現下の県経済は、回復基調に
あると言われているものの、都市圏との格差は大きく、また6月には県人口が戦後初めて70万人割れとなるなど、厳しい
情勢にあると言わざるを得ません。一方で、3期12年の尾﨑県政の下、地産外商を核とした産業振興計画の積極的かつ
着実な推進により、経済成長率、1人当たり県民所得、労働生産性などの各種指標は全国を上回る伸びを示し、人口減
少下においても拡大する経済への構造改革がなされました。濵田知事には、尾﨑県政の遺したレガシーを継承発展さ
せ、県勢を更に上昇気流に乗せていくための各種施策の展開を期待するところであります。
我々中央会も、中小企業・小規模事業者が直面する経営上の課題はもとより、地域が内包する様々な問題に対し、
唯一の中小企業組合専門支援機関として、組織化をはじめとする様々なソリューションを提案するとともにきめ細やか
な支援とフォローアップを徹底し、各々の課題解消と発展に力を尽くしていく所存です。
ＧＤＰは人口に大きく影響を受けると言われています。人口が減少局面にある本県においては、人口減少に起因する
人手不足、人手不足を補完する生産性向上への対応が喫緊の課題であることは言うまでもありません。
そこで、人手不足の解消にも役立つだけでなく事業の発展にもつながる可能性がある、外国人技能実習生、高度人
材等、外国人材の活用についての支援を更に進めて参ります。また、人口急減地域において、事業協同組合の制度を活
用し、人材の確保や地域の活性化を目指す新たな取り組みとなる「特定地域づくり事業協同組合」の組織化と事業の
推進をサポートして、中山間地域における地域社会の維持と経済の活性化を共に進めていきたいと考えております。
また、ものづくり基盤技術の習得とレベルアップ、Ｉ
ｏＴをはじめとする先進技術の導入を促進するための座学及び実
技研修の他、個々のニーズに応じた専門家派遣を行うなど、人材育成と生産性向上への取り組みを強化して参ります。
さらに、ものづくり補助金地域事務局として補助金交付にかかる事務のスムースな運営に加えて、採択事業者の販
路・販売拡大などフォローアップを拡充してきました。今後においても、高知県内の事業者の方々が１件でも多くの採択
を受けられるよう、適時適切な情報提供とアドバイスを徹底し、県内中小企業・小規模事業者の生産性向上と経営力
強化をバックアップしていく所存です。
事業承継、ＢＣＰなど自然災害への備え、人材確保と働き方改革の推進など、我々には対応していかなければならな
い多くの諸課題があります。本会は、皆様方とともに一つ一つ乗り越えていくべく、持ち得る知恵と力を総動員し、一意
専心取り組んで参りますので、会員組合をはじめ、関係各位の皆様方に置かれましては、倍旧のご支援とご協力をお願
い申し上げます。
本年が、皆様方にとって、希望に満ちた素晴らしい年となりますことを心からご祈念申し上げまして、年頭のご挨拶と
させていただきます。
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年頭 挨 拶

新年のごあいさつ
高知県知事

濵田 省司

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。
尾﨑正直前知事の後を引き継ぎ、昨年12月7日に高知県知事に就任しました。
ふるさとである高知のために、誠心誠意励んで参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
貴会におかれましては、日ごろより、県内の事業協同組合、企業組合をはじめとする中小企業の連携組
織に対する支援機関として、組織化と運営指導を行うとともに、経営革新や人材育成など様々な支援を通じ
て、本県商工業の発展に、ご支援、ご協力をいただいておりますことに心から感謝申し上げます。
また、出入国管理及び難民認定法の改正に伴い、今後、全国的に外国人材の受入れが拡大することが予
想されており、県では、昨年5月に「高知県外国人生活相談センター」を開所し、その受け入れ環境を整えて
きたところであります。
外国人材の受入れ団体を支援する貴会におかれましても、こうした外国人材の活躍に向け、外国人技能実
習生向け日本語セミナーの開催や、外国人材を活かした海外展開などの積極的な支援により、さらなる成果
を挙げられるよう期待しております。
現在、高知県は、経済の活性化や日本一の健康長寿県づくり、教育の充実をはじめとする様々な政策に
よって、間違いなく良い方向に向かっております。例えば、一人当たり県民所得は近年、全国の倍の伸びを見
せており、長年にわたり生産年齢人口の減少と連動する形で減少傾向にあった県内総生産や各産業分野の
産出額も上昇傾向に転じるなど、本県経済は、縮む経済から人口減少下にあってもむしろ拡大する経済へと
構造転換しつつあると受け止めております。
しかしながら、各種の経済指標は依然として全国の絶対水準を下回っており、また、人手不足や後継者不
足は年々深刻化しております。加えて、まち・ひと・仕事創生総合戦略などの目標に掲げる人口の社会増減の
均衡に向けても、まだ道半ばの状況であります。
県経済をさらに活気あるものとし、より多くの若者が高知に帰ってくることができるようにするため、ある
いは若者が県外へ出ず、高知に定住する希望をかなえるようにするためにも、本県に付加価値の高い産業を
生み出し、新たな雇用を一層創出していくことが重要であると考えております。このため、産業振興計画にお
ける各種施策をさらに強化し、発展させ、着実に推進してまいります。
加えて、県外や海外との様々なネットワークを強化し、外部の知見や人材を積極的に活用してまいりたいと
考えております。特に、大阪をはじめとする関西圏は、令和７年に開催される大阪・関西万博を控え、非常に
経済活力に満ちております。こうした経済活力を高知に誘引するため、外国人観光客の誘致や地産外商のさ
らなる拡大など、関西圏での新たな経済活動を検討し、その実現を図ってまいります。
今年も、この高知を活力ある県にしようという思いを同じくする皆さまと共に、
「共感と前進」を基本姿勢と
し、官民協働、市町村政との連携協調の下、高知の未来を切り開いていく県政が実現するよう前へ前へと進
んでまいります。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い申し上げます。
結びに、新しい年が皆さまにとりまして素晴らしい一年となりますようご祈念申し上げまして、年頭のご挨
拶とさせていただきます。
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年頭 挨 拶

年頭に当たって
全国中小企業団体中央会
会

長

森

洋

明けましておめでとうございます。令和2年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
昨年6月に会長に就任後、初めて迎える新年であり、大変身の引き締まる思いであります。
昨年は、台風をはじめとした一連の風水害等による被害が相次いで発生し、甚大な被害を及ぼしました。
被災された皆様には謹んでお見舞い申し上げますとともに、一刻も早く復旧されますことをご祈念申し上げ
ます。
また、11月26日には「中小企業等協同組合法施行70周年及び中小企業団体の組織に関する法律施行60
周年記念式典」を開催しました。表彰の栄に浴されました受彰者の皆様方に対し心よりお祝い申し上げま
すとともに、そのご努力に深く敬意を表します。
会長として半年間を振り返りますと、自然災害による被害、深刻な人手不足、事業承継、消費増税と複数
税率の導入、働き方改革などへの対応、最低賃金の引上げ、さらには米中の貿易摩擦による受注減少など、
中小企業を取り巻く事業環境は、厳しさを増しております。
このような状況の中、中小企業においては生産性向上が急務であり、そのためには、個々の自助努力に加
えて、中小企業組合による共同化、協業化や企業間の連携強化を図るなど、積極果敢に対応していくことが
重要であります。
昨年11月7日に鹿児島市の鹿児島アリーナにて開催した「第71回中小企業団体全国大会」では、全国各
地から中小企業団体の関係者3,000名が参集し、
Ⅰ. 中小企業・小規模事業者の生産性向上支援等の拡充
Ⅱ. 中小企業の実態を踏まえた労働・雇用・社会保険料対策の推進
Ⅲ. 震災復旧・復興支援、豪雨等による災害対策の拡充
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
などを決議し、実現に向けて政府等に要望して参りました。
全国中央会は、令和の時代の新しい組合と中央会のあり方を見つめ、現場の声を大切にしながら、中小
企業を代表する組織としての政策提言を行って参ります。また、
「頼られる全国中央会」となるよう、業務
執行体制の充実及び中央会の社会的なプレゼンス向上を図るため、都道府県中央会や全国団体と一体と
なって、会員の皆様に対する伴走型・提案型の支援の充実・強化を図っていく所存です。
本年7月には、いよいよ東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。世界に日本の中小企
業の魅力を発信する絶好の機会であります。本年が中小企業組合と中小企業にとりまして、オリンピック・イ
ヤーにふさわしい、活気に満ちた活力あふれる素晴らしい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。

3

●へんしも情報 vol.226

年頭 挨 拶

新年のごあいさつ
株式会社

商工組合中央金庫

高知支店長

長岡 秀明

新年あけましておめでとうございます。令和2年の新春を迎えるにあたり、高知県中小企業団体中央
会様並びに会員の皆様方に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
中央会様は、全国の商工中金本支店において緊密な連携を取らせて頂いている最も重要なパート
ナーであります。平素より当金庫業務運営に多大なご理解・ご協力を頂き、改めまして感謝申し上げま
す。
私ども商工中金は、
「商工中金経営改革プログラム」に沿って、
「経営支援総合金融サービス事
業」へ転換し、真にお客さま本位で長期的な視点から、中小企業及び中小企業組合の価値向上に貢
献するという基本的な考えの下、お客さまとのリレーションを深化させ、真のニーズや課題に応じた最
適なソリューションを提供してまいります。
具体的には、経営改善、事業再生および事業承継等を必要としている中小企業の皆さまや、リスク
の高い事業に乗りだそうとしている中小企業の皆さまに対する支援に重点的に取り組んでまいりま
す。そのために、日頃からのリレーションを通じてお取引先の課題やニーズを深掘りするとともに、地域
金融機関や外部専門機関との連携・協業を密にしながら、当金庫の特長を活かしたソリューションを
提供できる体制の整備と高度化を図ってまいります。
また当金庫は「高知県産業振興計画」に則り、
「地産外商が進み、地域地域で若者が誇りと志を
持って働ける高知県」づくりの一助となるべく、関係機関含め緊密な連携・協調をさせて頂きたく存じ
ます。
「中小企業による、中小企業のための金融機関」として、皆さまから信頼され、支持され、これまで
以上にお役に立てるよう、職員一同、全力で努力を続けてまいりますので、今後とも格別のご指導とお
引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
年頭にあたり、皆様のご繁栄とご健勝を心よりお祈りいたしまして新年のご挨拶といたします。
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嘉数

実

新しい年、一歩づつ着実に前に進み
たいと思います。
引き続き、皆様のご支援をよろしくお
願いします。

事務局次長

高井 謙一

下手の考え休むに似たりとならないよう、
今年はあれこれ考えすぎて時間をムダに
しないよう心がけます。
皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたし
ます。
商業・観光振興部 部長代理

宮﨑 重人

1年が猛スピードで過ぎていきます。40
代最後の年、後悔せぬよう何事も全力で！
努力を惜しまず、失敗を恐れず、新しいこ
とにも果敢にチャレンジします。

総務企画部

部長代理

松井 大治

昨年至らなかった点を意識しながら引き
続き与えていただいた職務の遂行に務
め、今年は特に回りの方々へ日々感謝し
ながら、気力・体力とも充実した一年にし
たいと思います。
連携推進部

課長

古木 健雄

昨年は、思いがけず多くの方と出会い、学
ぶことができました。今年は、頂いたご縁
と学びを大切にしながら高知県企業の課
題解決をご支援いたします。

曽我部 匡史

昨年は、仕事上で品質・コスト・納期のいず
れも満たさない悔い残る1年となりまし
た。今年こそは組合及び企業の支援に向
け、後がないつもりで頑張りたいと思いま
す。宜しくお願いいたします。
連携推進部

主事

小澤 武史

昨年は反省の多い一年となり、今年は二
の舞にならないよう具体的な改善を形に
して実践することで挽回してまいりたい
と思います。今年もよろしくお願い致しま
す。
連携推進部

主事
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昨年の流行語大賞は「ONE TEAM」。本
来は色々な国やチームから集まった選手
達が苦しい練習や合宿を経て、一丸とな
ることを意味するようです。本会も会員
の皆様、役員、職員が一体となって「ONE
TEAM」になりたいものです。
事務局次長

山本 倫久

やってみせ、言って聞かせて、させてみ
て、
ほめてやらねば、
人は動かじ、
と五十六
さんは言うけれど、人に動いてもらうの
は、
なかなかに難しいものです・
・
・まだまだ
修行が足りん！
！頭も丸めて、心も丸めて、
頑張りまっす。

連携推進部

部長代理

古谷 時彦

本年の干支は子、年男となります。
いろいろなことにチュウ
（注）意し、チュウ
（注）力して成果を上げ、チュウ（注）目さ
れる年になるよう頑張ります！

商業・観光振興部 副部長

山本 雄司

「正しいこと」を言うときは控えめにする。
完全無欠に惑わされない。価値観は変わ
るものだと理解する。いらないものは捨
てる。

総務企画部

課長補佐

横田 典枝

年とともに丸くなるどころか、怒りの沸点
がますます低くなり、キツい言い方をして
しまいます。私の言葉に傷ついた方々に
この場を借りておわびします･･･
今年はアンガーマネジメントを実践し、
「仏の横田」
と呼ばれるのを目指します。
総務企画部

係長

久保 竜夫

昨年より総務の部署となり、新しい経験を
させてもらいました。今年は広い視点で
物事を的確に把握ができるよう意識して
いきたいと思います。今年も１年よろしく
お願いいたします。
連携推進部

主事

髙瀨 星太

入職一年目。昨年は今まででできなかっ
た経験をさせていただきました。今年も
たくさん経験をし、皆様のお役に立てる
職員になれるよう、精進してまいります。
初心忘るべからず！

清水 美咲

4月から入職2年目となる本年は、中央会
の業務を通じて皆様のお役に立てるよう
尽力し、仕事もプライベートも充実した1
年にしたいと思います。本年もよろしくお
願いいたします。
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本年もどうぞよろしく
お願い申し上げます。

連携推進部 課長補佐

田所 敏明

副参事

事務局職員の新年抱負

中央会 だより

事務局長

職員

津野 ゆかり

はじめまして。昨年６月から採用されまし
た。よろしくお願いいたします。今年の抱
負は
『あと一点プラス』
です。仕事もおかず
もあと一歩工夫できるよう、
がんばります！

ものづくりの基盤技術強化を図る
研修会等を開催しています！
－ものづくり担い手育成事業－

■□ 開催案内 ■□
○ものづくり企業 IoT技術導入支援研修等

ものづくり企業 IoT技術者育成サロン

参加者募集！無料

○工場管理者研修

ムダ取り
（原価低減）工場管理の基礎「５Ｓ」

●開 催 日 時

令和２年２月19日（水）１４時～１６時

●開 催 日 時

令和２年２月20日（木）9時～１7時

●開 催 場 所

高知県中小企業団体中央会 会議室

●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）

（高知市布師田3992-2）

【研修概要】 本サロンは、本県ものづくり企業のIoT技術導入を
促進するため、誰でも活用できる最新のIoT技術を
様々なデモンストレーションを通して、わかりやす
くお伝えします。講師を交えた技術者間の情報交
換の場にもなりますので、奮ってご参加ください。
【講

師】 高知工業高等専門学校 嘱託教授(名誉教授)
今井 一雅 氏
技術コンサルタント 森山
博 氏

【研修概要】

【講

師】

【募集人員】 20名（※先着順）

【募集人員】

【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。

【申込方法】

○機械加工技術者研修
金属材料の破損・不良解析技術研修

《視察工場》有限会社繁春鉄工所（南国市大埇乙1221番地3）
《グループ討議》グレース浜すし（南国市大埇甲1504-8）
本研修では、県内ものづくり企業の若手社員を対象
に、工場管理の基礎となる「５S」について事例を交
えた講義で学ぶとともに、工場視察と参加者間での
意見交換等によって自社の課題解決につなげる生産
管理の知識や手法の理解及び習得を図ります。
システム企画 代表 植村忠夫 氏
20名（※先着順）
下 記 記 載の 本 会 H Pより「 受 講申込書」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。

■□ 開催報告 ■□

去る11月27日
（水）、12月4日
（水）、11日
（水）、18日
（水）、1月15日
（水）の計5日間、県内
機械加工技術者を対象とした「金属材料の破損・不良解析技術研修」を、高知市布師田
「高知県工業技術センター」にて開催しました。
本研修は、金属材料の破損・不良解析技術の基本的な知識・技術の習得を目的に実施
したもので、高知県工業技術センターの職員を講師として招聘し、当センターの設備等を
活用しながら、強度試験、光学顕微鏡を用いた組織検査、Ｘ線透過装置を用いた内部欠
損検査などについての講義及び実習が行われました。
受講者からは、
「現場視点での説明がわかりやすかった」
「実践形式の研修で理解しや
すかった」などの声が聞かれ、技術者の基盤技術強化が図られた研修となりました。

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

小澤

髙瀨

TEL 088-845-8870 FAX 088-845-2434 URL：https://www.kbiz.or.jp/

へんしも情報 vol.226●
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特集

自然災害への
事前対策は万全ですか？

特集 ①

近年、大規模な自然災害が全国各地で頻発しています。こうした自然災害は、個々の事業者の経営だけ
でなく、我が国のサプライチェーン全体にも大きな影響を及ぼすおそれがあります。
このような状況を踏まえ、中小企業・小規模事業者（以下、中小企業等という）の自然災害に対する事前対
策（防災・減災対策）
を促進するため、
「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法
等の一部を改正する法律（以下、
「中小企業強靱化法」という）」が令和元年7月16日に施行されました。
そこで、本誌では、
「中小企業強靱化法」に基づく
「事業継続力強化計画」認定制度の概要と、防災・減災
対策に取り組む中小企業等への支援策について紹介します。

～「事業継続力強化計画」認定制度の概要～
経済産業省では、
「中小企業強靱化法」に基づき、中小企業
等が策定した防災・減災対策に関する計画を経済産業大臣が
認定する
「事業継続力強化計画」認定制度を創設しました。四
国管内では、令和元年12月末時点で223件の計画を認定して
います。
「事業継続力強化計画」は、中小企業等が自社の災害リスク
を認識し、防災・減災対策の初めの一歩として取り組みを行う
ために必要な内容を項目としています。
具体的には、発災時における初動対応や、人員・設備・資金
繰り・情報保全に関して必要な対策を記載していただきます。

中小企業・小規模事業者
連携して計画を実施する場合：
大企業や経済団体等の連携者
①計画を
策定し
申請

②認定

経済産業大臣
（地方経済産業局）

計画のイメージ
事業継続力強化計画
１ 基本情報（名称等）

❶

■自社についての基本情報等を記載します

❷

■事業継続力強化の目的を明確にしたうえで、
自社の事業に影響を
与える自然災害を特定し、当該自然災害が事業活動に与える影響
を想定します
■事業活動に与える影響を
「人」
「モノ」
「金」
「情報」の観点で考えます

❸

■２の検討結果を踏まえて、具体的な事業継続力強化の内容を記
載します
■初動対応や事業継続のための対応、実効性確保のための取り組
み等について記載します

２ 事業継続力強化の目標
３ 事業継続力強化の内容
４ 実施時期
５ 事業継続力強化を実施
するために必要な資金
の額及びその調達方法
６ その他

7
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❹

■今回作成する計画の実施時期を記載します

❺

■今回作成する計画を実施するために必要な資金の額及びその調
達方法を記載します

❻

■関係法令への遵守について確認します
■その他事業継続力強化について、すでに取り組んでいるものがあ
れば記載します

申請から認定までの流れ

計画の策定

計画の申請

地方経済産業局
による計画の認定

計画の開始
取組の実行

◦計画は、単独の中小企業等で作成・申請する
「事業継続力強化計画」
と、複数の中小企業等が連携して作成・申請す
る
「連携事業継続力強化計画」の2種類があります。
◦「基本方針」及び「作成指針」を踏まえ、
「事業継続力強化計画策定の手引き」等を参考にしながら計画を作成し、各
地方経済産業局へ提出してください。
◦計画は随時申請を受け付けており、申請から認定までは約45日かかります。
◦計画の作成・申請にあたって必要な書類および参考資料は、中小企業庁HPに公表していますのでご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm

認定を受けた中小企業等への支援措置
同計画の認定を受けることにより、以下の支援を受けることが可能となります。
BANK

（１）
金融支援

①日本政策金融公庫による低利融資
②中小企業信用保険法の特例 等
※金融支援を受けるためには、別途各機関による審査が必要となります。
（２）税制優遇措置
○支援措置：特別償却20%
○対象設備：
－機械装置（100万円以上）
：自家発電設備、排水ポンプ 等
－器具備品（30万円以上）：制震・免震ラック、衛星電話 等
－建物附属設備（60万円以上）
：止水板、防火シャッター、排煙設備

等

（３）補助金における優遇措置
平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の2次公募において
加点項目となりました。今後も優遇措置を検討します。
（４）中小企業庁HPにおける中小企業名等の公表（公表の承認を得た場合）
（５）認定ロゴマークの使用
事業継続力強化計画、連携事業継続力強化計画の認定を受けた
中小企業等は、認定ロゴマーク
（右図参照）を使用できます。

お問い合わせ先

四国経済産業局

産業部

中小企業課

TEL：087-811-8529
へんしも情報 vol.226●
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特集

特集 ②

ば
れ
あ
備え
し
な
い
憂

高知

リスクに強い、魅力ある事業所を目指しま
1

業務災害補償保険制度

2

労働災害リスクに
備えていますか？

ビジネス総合保険制度
事業経営リスクに
備えていますか？

こんな要望はありませんか？

こんな要望はありませんか？

企業を労働災害リスクから守りたい！

企業を事業経営リスクから守りたい！

■業務中の災害で従業員等のケガや補償お
よび企業が従業員等に対して負う賠償に
備えたい。

■企業を取り巻く賠償責任（施設、業務遂行、
生産物等）
リスクを一つの保険契約にまと
めたい。

■従業員等へのハラスメントに対する賠償に
備えたい。

■スケールメリットによる団体割引を活用し
たい。

■スケールメリットによる団体割引を活用したい。

3

休業プラン GLTD
従業員の病気やケガのときの
所得喪失に備えていますか？

サイバーリスク・情報漏えい
総合補償プラン
サイバーリスクにともなう様々な
リスクに備えていますか？

こんな要望はありませんか？

こんな要望はありませんか？

病気やケガのときも従業員の収入を
確保したい！

サイバーリスク等様々な損害に備え
たい！

■病気やケガにより長期間働くことができな
い従業員の所得喪失をカバーしたい。

■情報漏えいおよび情報システムの所有・使
用・管理が原因で他人の業務阻害等で負
う賠償責任に備えたい。

■従業員の精神障害による就業不能の場合に
備えたい。
■スケールメリットによる団体割引を活用したい。
※GLTD…団体長期障害所得補償保険

9
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■サイバー攻撃等の不正アクセスや、貴社過
失の事故に備えたい。
■スケールメリットによる団体割引を活用したい。

知県中小企業団体中央会共済制度のご案内
中小企業組合及びその組合員企業、並びにそれらの従業員の福利厚生・補償面での
充実強化を図ることを目的とした、高知県中小企業団体中央会の「会員」および「組
合員企業」がご加入いただける制度です。

せんか？
5

海外ＰＬ保険制度

6

海外知財訴訟費用保険制度

海外輸出ならではのリスクに
備えていますか？
こんな要望はありませんか？

海外での知的財産に係わる
リスクに備えていますか？
こんな要望はありませんか？

輸出事業にかかわる損害賠償のリス
クをカバーしたい！

海外での知的財産権訴訟リスクのサ
ポートがほしい！

■輸出した製品が原因で発生する事故に対
する損害に備えたい。

■知的財産を侵害したまたはおそれを理由
に訴訟を受けた場合のリスクに備えたい。

■海外でPL訴訟に巻き込まれた場合、経験
豊かなクレームエージェントの手配や、防
御対応がほしい。

7

取引信用保険制度
貸し倒れのリスクに
備えていますか？
こんな要望はありませんか？

貸し倒れ対策を万全にしたい！
■お取引先（債権者）において法的整理事由
の発生や履行遅滞の発生により売上債権
が回収できない場合に備えたい。

お問い合わせ先

※各制度の詳細については、下記まで
お問い合わせください。

高知県中小企業団体中央会

共済推進室

TEL：088-845-8870
へんしも情報 vol.226●
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中央会 だより

全高知珊瑚協同組合連合会

「珊瑚婚式２０２０」を開催します！
～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２０２０」を、3月7日（土）に高知城本丸御殿で開催します。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。
また、3月5日（木）～3月11日（水）は高知駅前の観光情報発信館「とさてらす」
にて「第44回土佐さんごまつり名作コンテスト」も開催予定です。この機会に足を
お運びいただき、高知県の伝統工芸品である宝石珊瑚の魅力、加工技術、芸術性等
をご覧ください。

●開催日：3月7日（土）
●開催場所：高知城本丸御殿（高知市丸ノ内1-2-1）
●珊瑚婚式お問合せ先：事務局 高知広告センター TEL：088-856-6280

高知県スポーツ用品小売商協同組合

高知龍馬マラソン記念タオル等を販売します！
高知県スポーツ用品小売商協同組合（美馬義一理事長）では、2月16日（日）に開
催される「高知龍馬マラソン2020」の記念スポーツタオル等の販売を行います。
開催前日には受付会場の高知市中央公園付近に、大会当日はフィニッシュ会場の
県立春野総合運動公園に出店ブースを設置します。スポーツタオル、オリジナルＴ
シャツ等様々な龍馬マラソングッズや、マラソン後の疲労回復を助けるサプリメント
などの販売を予定しておりますので、参加者はもちろん、声援を送られる皆様方も
ぜひお立ち寄りください。

●販売場所：2月15日（土）高知市中央公園
16日（日）県立春野総合運動公園
※詳細については、右記までお問い合わせください。

掲載無料
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にしむらスポーツ

TEL：088-832-8191

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、新商品のご紹介などの
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！
！

高知県遊技業協同組合

児童養護施設に「お年玉用」ジュースを
寄贈しました！
高知県遊技業協同組合（秋太海理事長）では、12月27日（金）に児童養護施
設「南海少年寮」
（藤原亨施設長）を訪問し、ジュース・お茶等200本を寄贈しま
した。
同施設には、25名の児童が入寮しており、寄贈したジュース等はお正月にお
年玉として、児童に配られ大変喜ばれました。
今後も当組合では、ボランティア活動に積極的に取組み、より良い社会づくり
に貢献してまいります。

と
こじゃん ！
おすすめ

高知県食品工業団地事業協同組合

イタドリ葉茶の販売を開始しました！
高知県食品工業団地事業協同組合（吉野和守理事長）の組合員企業である株
式会社アミノエースでは、
１２月１２日（木）より
『イタドリ葉茶』の販売を開始しま

ティーバッグ（4g入）12袋詰め
：税抜き1,800円
粉末茶葉20g：税抜き600円
JR高知駅やアグリコレットにて販売
中です！
！

した。
本組合では大学等との共同研究により、イタドリの葉にダイエット効果のある
ポリフェノールが豊富に含まれていることを発見しました。また、このお茶はノン
カフェインのため、妊婦さんやお子様にも安心してお召し上がりいただけます。
本組合では、今後も引き続きイタドリの研究・開発をすすめていく予定です。

［ポリフェノールの効果］
◦体脂肪減少効果
◦内臓脂肪がつきにくくなる効果
◦体内の脂質の燃焼作用
◦体幹や姿勢の保持、運動に働く
筋肉を増やす効果など

〈お問合せ先〉

株式会社アミノエース
高知県高知市大津乙1902番地3
TEL：088-866-3010 FAX：088-854-3020
Mail：shop@aminoace.com

へんしも情報 vol.226●
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中央会 だより

さらにこんな制度もあります！
！

大切な人財に安心の退職金を！
！
特定退職金共済制度のご案内

特定退職金共済制度（特退共）の概要
★この制度は、所得税法施行令第73条第1項各号の要件を備えた「高知県中小企業団体中央会退職金共済規
程」に基づき、高知県中小企業団体中央会が所轄税務署長から承認を受け、実施しております。

制度の特長

❶
❷
❸
❹

退職金制度の確立は、従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
この制度を採用することにより、中小企業でも安定した退職金制度が容易に確立できます。
月々、定額の掛金を支払うことにより、将来の退職金を計画的に準備できます。
事業主が負担するこの制度の掛金は、全額損金または必要経費に計上できます。
しかも従業員の給与所得にもなりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条）

❺

この制度は、
「勤労者退職金共済機構」が実施する退職金制度（中退共）
との重複加入が
認められます。他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。

❻
❼

この制度を採用することにより、法律で定められた退職金支払いのための保全措置が
（賃金の支払の確保等に関する法律第5条）
講ぜられます。
この制度の掛金は、生命保険会社に運用を委託しております。

◆共済契約者（加入事業主）
高知県内に事業所を有する事業主。

◆被共済者（従業員）
事業主（共済契約者）
と雇用関係にあり、加入日現在において満15歳以上満69歳以下の従業員。
なお、従業員全員を被共済者とする必要があります。

◆掛金
従業員1 人につき1 口1,000円から最高30口30,000円まで
掛金は従業員（被共済者）が退職する月まで毎月継続して納入する必要があります。
掛金は全額事業主（共済契約者）負担となります。
※詳細や加入お申し込みにつきましては、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。
［この制度の掛金は、大樹生命保険株式会社に運用を委託しています。］

その他、事業所の福利厚生充実のために…

お問い合わせ先
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裏表紙もご覧ください！

高知県中小企業団体中央会

共済推進室

TEL：088-845-8870
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令和２年 謹賀新年

高知県自転車二輪車商協同組合 高知県塗料商業協同組合
理事長
森
祥一
高知市上町1丁目1番1号
TEL 088－875－2472

理事長

内田荘一郎

高知市上町1丁目4番4号
TEL 088－823－5911

中心街事業協同組合

of f ice Jam

廣末幸彦

共和印刷株式会社 企画・デザイン室 oﬃce Jam

〒780-0901 高知市上町3丁目4 -19 TEL 088-824-0815 http://jampan.com

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

高知市中の橋商店街協同組合

森田

隆

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

天神橋通商店街振興組合

門田忠大

理事長
高知市本町2丁目3番23号
TEL 088－872－4677 FAX 088－823－6236

東京海上日動火災保険㈱高知支店

上野里美

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
高知市本町5丁目2番9号
TEL 088－822－1111

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

こうちＩ
Ｔ事業者協同組合

西村悦一

理事長
高知市鷹匠町１－３－２２よさこいビジネスプラザ220
TEL 088－822－7727 FAX 088－802－6001

高知県印刷工業組合
理事長

15
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高知支店長

宮本

俊一

高知市本町 2-1-6
TEL ： 088-822-6205

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番15号
TEL 088－825－4025

高知県建設業協同組合

西野精晃

理事長
高知市本町4丁目2番15号
TEL 088－872－8962

株式会社 三翠園
代表取締役

石川孝美
TEL 088－822－0131

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

高知県旅館ホテル生活衛生同業組合
理事長

高知市旅館ホテル協同組合

藤本正孝

理事長
古谷
博
高知市升形5－34 三好ビル2F
TEL 088－823－5941

高知県酒造組合

酒井陽典

高知市与力町13番6号
TEL 088－802－8680

理事長
TEL 088－823－3558

竹村昭彦

高知市廿代町15の1
FAX 088－823－3559

令和２年 謹賀新年

おびさんロード商店街振興組合

帯屋町一丁目商店街振興組合

大 西 み ちる

文野達朗

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

帯屋町二丁目商店街振興組合

森山

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

壱番街商店街振興組合

剛

早川賢治

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

大橋通り商店街振興組合

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

協同組合 帯屋町筋

安藤一臣

廣末幸彦

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

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

大樹生命保険株式会社 高知営業支社

高知市商店街振興組合連合会

営 業 支 社 長

廣末幸彦

課長兼第一CS室長

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

三井住友海上火災保険㈱高知支店

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

協同組合高知県ＬＰガス保安調査センター

松井洋介

小野昌男

支店長
高知市駅前町4－15西山ビル
TEL 088－824－5795

高知県旅行業協同組合

代表理事
高知市南川添17番18号
TEL 088－884－1474

官公需適格組合

笹岡希吉

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

高知ビルメンテナンス協同組合

安岡茂幸

理事長
高知市北本町1丁目10番28号セーラー広告 高知北本町ビル1F
TEL 088－821－6628 FAX 088－821－6656

愛宕商店街振興組合

高知県テント・シート工業組合

浅津

小野大典

博

理事長
高知市愛宕町2丁目19番14号
TEL 088－875－3522

理事長
高知市南金田3番48－7号
TEL 088－882－3734

矢野公士法律事務所

高知県製パン協同組合

下司冨士夫

弁護士

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

土佐電設事業協同組合
理事長

川上

大 畠 忠 三
山 本 一 也

個 人

曜

高知市相模町6の15
TEL 088－822－4523

矢野公士

高知市小津町４番１号
TEL 088－820－8288 FAX 088－820－8289

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
へんしも情報 vol.226●
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令和２年 謹賀新年

高知県柔道整復師協同組合

高知県砕石工業組合

川上和孝

理事長
高知市新本町2丁目20－26
TEL 088－802－5702 FAX 088－802－5703

高知県クリーニング生活衛生同業組合

木村浩二

理事長
高知市百石町1丁目16の1
TEL 088－831－1327

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

沖野東陽

理事長
〒781‐8010 高知市桟橋通六丁目2番2号
TEL 088－855－4880 FAX 088－837－4881

高知県海砂利採取協業組合

武田義憲

協同組合 ドライウッド土佐会

大原儀郎

高知市小倉町2番8号
FAX 088－884－1697

高知市小倉町2番8号
FAX 088－884－1697

ぬ

た

はら

あつ

中橋達明

理事長
高知市新田町18番18号
TEL 088－833－4545

武田義憲

代表理事
高知市萩町２丁目１番９５号
TEL 088－831－4140 FAX 088－831－4066

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

高知県木製品工業連合協同組合
代表理事
TEL 088－882－0298

お

奴田原惇郎

高知市中宝永町8番11号
TEL 088－884－2772 FAX 088－882－6423

中谷社会保険労務士事務所

中谷公一

社会保険労務士
高知市知寄町2－1－37ちより街テラス4F
TEL 088－878－0314 FAX 088－878－0318
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ゆずまくん

太海

池

龍曻

高知市小倉町2番8号
FAX 088－884－1697

高知県室内装飾事業協同組合

明日の経営を創造する

17

秋

理事長
高知市桟橋通3丁目25－20
TEL 088－833－6388

木 のこころを 伝 える

小川康夫

代表理事

所長

高知県遊技業協同組合

高知県素材生産業協同組合連合会

高知県木材産業協同組合連合会

奴田原税理士事務所

～身近で気軽な大衆娯楽～

土佐海砂利協同組合

理事長
高知市萩町2丁目1番95号
TEL 088－831－9682

TEL 088－883－6721

上村健一

代表理事
高知市六泉寺町93番15
TEL 088－832－2851

赤帽高知県軽自動車運送協同組合

高知県板金工業組合

TEL 088－883－8810

高知市管工事設備業協同組合

パチンコ・パチスロ

有限会社 川村印刷

代表理事

髙橋俊光

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

久保浩二

理事長
高知市南宝永町10番3号
TEL 088－885－1611

あいおいニッセイ同和損害保険㈱高知支店
支店長

村田大祐

高知市知寄町2－3－2
TEL 088－884－7052

令和２年 謹賀新年

協同組合 丸和林材

施工現場の生産性向上を図るブロック、
コンクリート製品

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

高知県屋外広告美術協同組合

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

畠中泰 久

高知市弘化台12の12
TEL 088－882－6769

高知中央青果買受人協同組合
代表理事

高知市弘化台12の12
TEL 088－882－4929

高知県葬祭業協同組合

孝

高知県理容生活衛生同業組合

東﨑幸男

高知市中万々85番地3
FAX 088－824－0053

仮谷征二郎
高知市朝倉戊773番地1
TEL 088－856－7780

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

「生命を守るコンクリート」

山中

高知市弘化台12の12
TEL 088－883－4725

田部博史

理事長

高知市若松町3の25
TEL 088－884－3111

三宮豊辰

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

丁野信二

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

代表理事

刈谷喜明

高知市石立町97番地1
TEL 088－831－7103

高知県電気工事業工業組合

高知県石油業協同組合

高知県生コンクリート工業組合

池澤啓輔

理事長

高知県菓子工業組合

高知県中央地区生コン協同組合
理事長

高知市弘化台12の12
TEL 088－882－5401

万々商店街振興組合

バーバーくんマークのお店に来店下さい！

TEL 088－875－6709

岡村啓司

代表理事

高知県美容生活衛生同業組合

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

理事長

高知市中央卸売市場
青果仲卸業協同組合

丸十事業協同組合

山本泰弘

徳武

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

高知中央市場鮮魚買受人協同組合

高知青果商業協同組合
理事長

高知県コンクリート製品工業組合

（高知電気安全サービス）
理事長

吉村保利

高知市大原町87の8
TEL 088－832－7822

高知医師協同組合

伯

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

野並誠二

理事長
高知市城山町207番地6
TEL 088－833－1241 FAX 088－833－6066
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川越税理士事務所

川越宏一

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

高知工作センター協同組合

尾﨑詳司

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

高知卸商センター協同組合

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

明

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

高知県外国人技能実習生
受入組合連絡協議会

吉川浩史

高知県商店街振興組合連合会

19
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高知市北久保9-15
TEL 088－802－7782

協同組合
高知県介護福祉支援センター

篠原裕一

理事長
高知市南御座10番13号
TEL 088－861－6660

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

理事長

久松朋水

高知市布師田3961
TEL 088－846－1171

理事長
高知市布師田3992の2

植野陽雄

他役職員一同
TEL 088－845－2221

高知県食品外販協同組合

廣末幸彦

高知市布師田3992の2
TEL 088－845－8870

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

全高知珊瑚協同組合連合会

高知県中小企業青年中央会

高知市布師田3992の2

松井将司

理事長

高知県火災共済協同組合

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

島田

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

協同組合 高知機械工業団地

太陽特殊鍛造協同組合

会長

片岡 孝元

高知県建具協同組合

理事長
高知市南御座19番31号
TEL 088－884－1319

理事長

代表取締役

コンフォート・ワーキング協同組合

人材育成をサポートし、継栄に貢献する

町田

Tel.088-845-2211 Fax.088-845-2214
kata-sei @ axel.ocn.ne.jp

高知個人タクシー協同組合

理事長
高知市一宮南町一丁目8番37号
TEL 088－845－1825

前中社労士事務所

〒781-8136 高知市一宮西町1丁目8番22号

誠

他役員一同
TEL 088－845－8870

代表理事

田村

紘

高知市布師田3992の2
TEL 088－846－2333

令和２年 謹賀新年

高知市再生資源処理協同組合

株式会社高知丸高

高野広茂

代表取締役

会長
高知市薊野南町12番31号
TEL 088－845－1510 FAX 088－846－2641

高知県自動車整備商工組合
理事長

下村

高知県自動車車体整備協同組合

宰

高知市大津乙1793の1
TEL 088－866－7300

高知市ハイヤー協同組合
理事長

明石健市

高知市大津乙1879の9
TEL 088－866－0520

小松

理事長

掛水伸一

高知市大津乙1793の1
TEL 088－866－7300

高知県食品工業団地事業協同組合

高知県中古自動車販売商工組合
理事長

竹﨑文雄

代表理事
高知市大津乙1786番地1
TEL 088－866－5613

吉野和守

理事長

高知市大津乙1910
TEL 088－866－3111

高知県電機商業組合

豪

高知市大津乙2126の1
TEL 088－866－8400

理事長

岡林秀雄

高知市介良乙1060番9
TEL 088－860－6655

高知県墓地環境整備協同組合
理事長

大原繁次郎
高知市介良乙3675番地
TEL 088－860－6300

外国人技能実習生受入管理団体

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

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

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

高知県スポーツ用品小売商協同組合 高知海砂利採取販売協同組合

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

高知県古紙回収事業協同組合

西田通明

代表理事
高知市瀬戸南町2丁目45番1号
TEL 088－881－1200

西森明彦

代表理事
高知市五台山北タナスカ5022-1
TEL 088－882－0888 FAX 088－882－0888

高知県臨海工業団地協同組合

武村賢司

理事長
高知市長浜5033番地21
TEL 088－842－1020

協同組合 高知県木材工業団地連盟 高知県木材協同組合

北岡幸一

代表理事
高知市仁井田字新築4502
TEL 088－847－0161

山本佳和

理事長
高知市仁井田4509番地
TEL 088－847－2332
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高知県木協建材協同組合

高知県木材商業協同組合

山村一正

植田元彦

理事長
高知市仁井田4509番地
TEL 088－847－4156

理事長
高知市仁井田4509番地
TEL 088－847－7222

有限会社 金子経営コンサルタント
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

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

高知東部農振協同組合

武内正文

山﨑洋介

理事長
香美市土佐山田町上改田109
TEL 0887－52－0467

赤岡青果商業協同組合

高知県種苗緑化協同組合

西森憲明

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

穂岐山信介

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

高知県青果物出荷商業協同組合

正

香南市赤岡町1365
TEL 0887－55－2175

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

嶺北生コンクリート協同組合

伯

理事長
長岡郡大豊町川口2050番33
TEL 0887－72－1217
●へんしも情報 vol.226

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

高知県土佐刃物連合協同組合

協同組合土佐刃物流通センタ－
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協同組合 韮生の里

緑化と苗木のことなら

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

山中

清岡哲也

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
生産者の真心をそえて届ける産直の店

理事長
安芸市本町4丁目2の31
TEL 0887－34－3178

西内

宮地正忠

代表理事
高知市春野町弘岡中1402番地
TEL 088－894－6363

馬路林材加工協同組合

室戸黒潮協同組合

理事長

土佐山ファクトリー協同組合

中村義仁

代表理事
香南市赤岡町1377番地1
TEL 0887－55－1926 FAX 0887－55－1943

協同組合 やすらぎ市

井澤

傳

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

－本場の本物－
大豊町碁石茶協同組合

小笠原功治

代表理事
長岡郡大豊町黒石343番地1
TEL 0887－73－1818

令和２年 謹賀新年

吉野川リビング協同組合

郷土のために

藤川

泉

理事長
長岡郡本山町助藤1372
TEL 0887－76－3355

レイホク木材工業協同組合

野村哲志

佐古田洋市

長岡郡本山町本山526－1
TEL 0887－76－2230

さめうら荘

川和良

南国市稲生1328
TEL 088－865－1776

南国市土曜市協同組合

今田

尚

理事長

高知県トラック団地事業協同組合

小松秀則

南国市小篭808番地1
TEL 088－863－0018

理事長

三谷哲夫

南国市小篭808番地1
TEL 088－863－7722

“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

立花智幸

理事長
高知県南国市後免町3-1-7
TEL 088－855－7418 FAX 088－855－7419

人材支援協同組合

高知介護サービス協同組合

福本茂也

代表理事
南国市浜改田1277番地1
TEL 088－880－7030

南予木材企業組合

今村義男

代表理事
高知県南国市浜改田１２７７番地１
TEL 088－802－7035

高知物流ネットワーク協同組合

代表理事

菅

章哲

理事長

南国市比江２６５番地２６

高知県中央木材工業団地協同組合
代表理事
TEL 088－862－1050

三木康弘

南国市双葉台19
FAX 088－880－8160

四国地区中小乳業協同組合
理事長

川和良

南国市稲生938番地8
TEL 088－882－1158

事業協同組合
高知総合輸送センター

南国市大埇甲1788番地

理事長

髙橋豊明

代表理事
高知県土佐郡土佐町田井1450番地
TEL 0887－82－1020

土佐石灰工業協同組合

土佐石灰化工協業組合

理事長

理事長

土佐さめうら企業組合

理事長
長岡郡本山町吉野305番地
TEL 0887－70－1388 FAX 0887－70－1378

代表理事

嶺北建設業協同組合

吉澤文治郎

TEL 088－864－5800

南国市物部272－1
FAX 088－864－4594

三谷範之

南国市双葉台5番地2
TEL 088－862－2424

協同組合 テクノ高知
理事長

坂本正興

南国市明見889番地18
TEL 088－864－0100

土佐ふれあい協同組合

坂本重法

代表理事
土佐市高岡町乙61番地10
TEL 088－854－1005
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土佐信用組合

土佐市青果商業協同組合

福原修一

理事長
土佐市高岡町甲2137の1
TEL 088－852－1211

中村義仁

土佐市高岡町丙52－1
TEL 088－852－0597

高知県手すき和紙協同組合

一般社団法人高知県製紙工業会

森澤正博

理事長
吾川郡いの町波川287－4
TEL 088－892－3955

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

仁淀川林産協同組合

山本周児

代表理事
吾川郡いの町葛原231番地4
TEL 088－869－2333

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

協同組合 須崎木材工業団地

くろしお農業振興協同組合
理事長

理事長

吉川浩史

代表理事

須崎市押岡458番地
TEL 0889－42－0104

高知県中部生コンクリート協同組合

須崎市港町76
TEL 0889－42－1001

高陵建設業協同組合

嶋﨑勝昭

理事長
須崎市南古市町6番6号
TEL 0889－42－0033

越知町仁淀川山椒企業組合

市川正孝

理事長

杉本貞雄

須崎市南古市町6－6
TEL 0889－42－2429

企画・ど久礼もん企業組合

山中直樹

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

大正町市場 http://www.dokuremon.com/

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

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－

矢野博正

理事長
高岡郡檮原町上折渡98番地
TEL 0889－62－2922

田邊

聖

代表理事
高岡郡四万十町江師613番地1
TEL 0880－27－0775

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
●へんしも情報 vol.226

管理・運営：

梼原町商工振興協同組合

高岡郡梼原町梼原1196-1
T e l .0889-65-1288

代表理事 長

山和幸

四万十マヒマヒ丸企業組合

大正建設業協同組合

23

高岡郡梼原町太郎川3799-3
T e l .0889-65-1100

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

高幡生コンクリート協同組合

田邊

聖

理事長
高岡郡四万十町口神ノ川696－2
TEL 0880－22－3049

令和２年 謹賀新年

しばてんカード協同組合

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

しまんと林産企業組合

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

高知県西部自動車整備協業組合

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

四万十市商業協同組合

岡本憲正

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

中村地区建設協同組合

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

企業組合ユニフィカ

國澤隆英

理事長
高岡郡四万十町茂串町1－14
TEL 0880－22－0465

林美恵子

理事長
四万十市佐岡537番地9
TEL・FAX 0880－35－5463
ｈttp://www.heartful.ne.jp/

本田

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

小橋一實

四万十市佐岡499の1
TEL 0880－34－1495

下田海運協同組合

岡島喜三

理事長
四万十市下田1910番地15
TEL 0880－33－0003

高知県化粧品小売協同組合

天神橋商店街振興組合

國吉康夫

理事長
四万十市中村天神橋29番地
TEL 0880－31－0280

株式会社 シマント

理事長

友永幸雄

四万十市中村東下町5
TEL 0880－35－3446

各種砕石製造販売

浜田敦夫

代表取締役
四万十市西土佐用井841
TEL 0880－31－6301

幡多砕石協同組合

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

高知西南物流センター協同組合
理事長

石﨑

順

協業組合 テスク

理事長

今西

博

宿毛市宿毛1748番地3
TEL 0880－63－4725

大洋蒲鉾協業組合

池本成志

理事長
宿毛市高砂5387番地122
TEL 0880－62－1088

理事長

名倉次朗

宿毛市和田1215
TEL 0880－63－3128
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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12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（令和 元年12月）

DI=
（増加、好転）
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悪化）
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食品団地

生コンクリート製造

12月度商況は、好調であった。
県内・県外共に、発注数量が増加していた。特に高知
県ならではの商品に根強い需要が見受けられた。

県合計の出荷量は前年同月比111％だが、需要の地
域差が大きい。

酒類製造

コンクリート製品

増税による市場の冷え込みを実感。12月最需要期
の結果としては残念である。

出荷数量は前年同月比144％。市況は、減少傾向が
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、12月分も
継続している。

テントシート

機械団地

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。

団地内は、全般に良くも悪くもないといった業績
で、前年並みの横ばいの景況が続いている。

木製品素材生産

刃物製造

搬入量は、スギ・ヒノキともに1割程度増。価格に
ついては、スギ・ヒノキ共に横ばい。

思っていたより売り上げが伸びなかった。購入意識
が少し弱くなっているのか、受注数量も小さくなっ
てきている。

製材

船舶製造

11月と同様に原木・製品価格に大きな変化はない
が、双方共に不足気味である。

引き続き受注残の消化にて高い操業度で推移してい
る。

製紙（家庭紙）

珊瑚装飾品製造

年末の荷動きも少なく、活況に欠く12月となっ
た。大手家庭紙メーカーが、中小企業が得意とする
“高付加価値商品”にも力を入れる様になり、中小企
業にとっては脅威である。

12月度製品会取引高は、前年度同月の取引より若
干増であったが、加工卸・小売業の景気低迷は続い
ている。

印刷

卸団地

県内需要の官公需及び民需に関しては非常に厳し
かった。県外需要に関しては業種によりばらつきはあ
るが微減模様。全体で前年を大幅に下回った。

消費増税の影響か、景気が悪化しているように思え
る。クリスマスケーキの販売量が昨年より大幅に減少
している洋菓子店が目についた。お正月商材について
は、一般家庭向けおせちは増加傾向にあった様子。
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青果卸売

商店街（四万十市）

暖冬と販売価格低下の為、前年比90％の売上高に
なってしまった。

12月26日、東下町商店街の「東下町パーキング」跡に「日本生命」
がオープンした。もう1店舗飲食店が入る予定で工事中である。旧
土豫銀行跡地の新施設名称が公募の結果「Shimanto+Terrace
はれのば」
（しまんとてらす はれのば）に決定した。

生鮮魚介卸売

旅館・ホテル

全体的（カツオ、マグロ）に魚の入荷が少なかった
為、買高の大幅減少に繋がっている。それに仲卸か
ら仕入れる小売店舗の廃業も減少の一因と思われる
（小売店舗の廃業の歯止めがきかない）。

昨年同月は復興割引を利用で観光客が増加し、閑散
期にしては稼働を高めていたが、今期はあまり伸び
なかった。宴会需要も今ひとつ低かった。

各種小売（土佐市）

飲食店

12月というのに、あまり忙しい感じはない。年々、年末
といっても昔のように休む時間もない様な事はなく、
落ち着いてきている。

業態により差はあるものの、繁忙期の本月だが選挙
等の影響で月前半の集客が大変少なく後半に集中し
た。やはり、消費増税以来売り上げは減少している。
業界の景況はやや悪化。

ガソリンスタンド

旅行業

12月の原油相場は米中貿易交渉の合意を受け、貿易摩擦をめぐ
る不透明感が後退。エネルギー需要の下方圧力となる世界経済
の減速懸念が和らぎ、原油価格は上昇基調が続いており、元売り
の仕切り価格は中旬以降上昇した。転嫁値上げは1月以降となる。

組合クーポン売上前年同月対比153％、全旅クーポン
を加味して144％。総売上も前年同月までと比較して
97％まで持ち直すことができた。

電気機械器具小売

一般土木建築工事

12月度は、全商品合計で前年比100％。4Kテレビは
好調で前年比136％、エアコンは前年比93％であっ
た。

公共土木用生コン出荷量は、前月比88.9％、前年同月
比112.7％。公共工事請負金額は前年同月比60.0％、
前年対比累計126.8％。R1/12末時点の発注者別前年
対比累計では、国：122.9％、高知県：138.3％。

中古自動車小売

電気工事

全体的には、先月から変動はあまりない。ただ、問
い合わせ件数が増えており、軽自動車や特にハイブ
リッド車の問い合わせ件数が増えている。

組合員の施工する電力引込線の工事量は、前年同
月比121.2％となった。高知中央地区の伸びが大き
い。

商店街（安芸市）

一般貨物自動車運送

年末恒例の歳末大売出しを実施。空き店舗を活用し
たコミュニティ施設にて、ギターコンサートや音楽
会が開催された。

繁忙期であったが荷動きは昨年と同等だった。しか
し燃料価格の若干の値上げ、ドライバー不足など組
合員企業には厳しい年末となった。組合事業は昨年
度を少し下回った。

商店街（高知市）

タクシー

中央公園地下駐車場利用状況（前年比）売上：95.5％、
台数：95.2％。来街者数の増加に伴い、飲食関係はあ
る一定で推移するものの、物販の売上は相変わらず厳
しい状況にある。

実働1日1車当りの前年同月比営業収入：104.1％、輸送回数：
98.6％。当月の実働率は66.5％。運賃改定中であった高知市のタク
シー運賃が12/20公示、R2/2/1より実施されることになった。増収率
は3.12％。初乗り距離短縮で、中型、小型が普通車に統一された。
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