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〒781-0270　高知県高知市長浜5984-2
TEL／088-837-2323　FAX／088-848-0345
E-mail／info@hito-hira.jp
https://package-mimoto.co.jp
設　立／1991年（平成3年）3月5日 
　　　　　　　　※ 創業1983年（昭和58年）
従業員／30名　
資本金／1,000万円
主たる業種／繊維工業

株式会社 ｍｉｍｏｔｏ

ものづくり Attention Creativity

代表取締役社長　味 本　隆 氏
綿ウェットタオルの生産が主体。航空会社、ブライダル会社、ホテル、
高級車ディーラーなど多くの企業に採用されている。

企業
概要
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事業取組みの経緯

　当社は1983（昭和58）年、包装資材の卸業として開業。2008
（平成20）年に、自社に布ウエットタオルの生産ラインを構築し、
当時国内唯一となる綿ウエットタオル生産工場となった。現在、
当社の綿ウエットタオルは全日空（ANA）、ベストブライダルなど
大手企業をはじめ、多くの企業に採用されている。
　本商品は、ウイルス対策の薬液を付加することで、食事を提
供する企業の衛生に関するリスク軽減や、顧客に安心感とプレ
ミア感を付与するなど、国内外の幅広いニーズに応えることが
できる。また、ウイルス抑制対策を行った紙おしぼりやレンタルお
しぼりを製造販売する企業は存在するが、それらでは対応し
にくい高級路線（ANAプレミアムクラス、結婚式場用、飲食店
や車ディーラーなど）に、当社は参入している。他製品と差別化
するため、長年「大切なひととき」に使われるものとしてのブラン
ディングを進めてきたが、その付加価値のベースとなるのは、徹
底した衛生管理のなかで人の手作業にこだわった生産工程に
あると考えている。
　まずは綿タオルを洗濯・乾燥した後、人の手・目による検品を
行い、ウイルス等の活動抑制効果のある薬液を含浸する。その
後、再び人の手と目で検品を行い、1枚1枚手作業でていねいに
折りたたむ。機械でパッケージを行った後、金属探知機を経て、
最後は三度、人の目視でパッケージの検品を行い、出荷となる。
　この他社が真似することが難しい工程によって高い品質を生

事業提携先であるＶＢジャパンテクノロジー㈱が開発した、ノロウイルス等を99.9% 以上活動抑制
させることが可能な新薬液ＶＢを活用したウェットタオル（おしぼり）の製造ラインを増設し、生産体
制を強化する。

抗ウィルス・抗菌・防臭効果を有した
VB綿ウェットタオルの生産体制強化

事業計画
概要

対象類型：ものづくり技術 事業類型：一般型　設備投資のみ

実 施 内 容

①金検付オートチェッカー（1台）

②包装機コンベアサイド作業テーブルユニット（1台）

③おしぼり包装用包装機（1式）

④全自動水洗機（1台）

⑤全自動洗濯機配管装置（1式）

⑥包装機・全自動洗濯機
　動力電源装置（1式）

み出すことができ、実際に使われた方から注文の問い合わせが
増加。特に、OEMのオリジナル商品の注文が多くなっている。
　しかし、これまでは生産ラインが1つしかないため受注数を増
やすことができず、新規や大口の注文を断らざるを得ない状況
が続いていた。本事業で生産ライン一式の設備を導入し、2ライ
ン化することで生産体制を強化し、新規や大口の注文に対応
したい。また、生産ラインが増えることで新規雇用も可能となる。
当社の製品の付加価値は「人」にあるからこそ、販路拡大に
よって従業員の雇用環境もより良くしていきたい。

全自動水洗機▶
全自動により専らタオルを洗濯するために使用。
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★今後「ものづくり・商業・サービス補助金」の活用をお考えの方は、P5も併せてご覧ください！
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事業取組みの成果

　設備が導入されて生産ラインが強化されたことにより、これま
で月産32万枚が限界であったが、月産50万枚まで可能とする
生産体制が構築でき、納期についても短縮できるようになった。
既存の契約先から要望があった増産にも対応することができ、
繁忙期には断っていた10万枚以上の発注についても引き受け
ることが可能となっている。受注増に対応するため、正社員が
２名増え、パートも増員している。
　また、生産ラインが増えたことによって、新たな事業展開や商
品価値の向上にもつながっている。その1つが、長年取り組んで
きたブランディングの一環として発表した「hitohira（ひとひら）シ
リーズ」だ。新たな販路を拡大するため、大企業に限らず、例え
ば単独店舗でもデザイン性の高いパッケージや、ウイルス対策
の薬液付など付加価値のあるウエットタオルを注文できるよう、
新たな受注システムを構築した。
　さらに、ウエットタオルにウイルス等の活動を抑制する効果を
もたせるため、これまでは事業提携先が開発し
た薬液「VB」を使用していたが、生産ラインが増
えたことから、より安定的に薬液を確保できるよう
当社独自に新薬液「V-FREE」を開発した。他社
に真似できない唯一無二の製品という強みがさ
らに高まっている。

▲金検付オートチェッカー
梱包後のウエットタオルの重量選別及び
金属混入を防ぐために使用。

▲包装機コンベアサイド作業
　テーブルユニット
タオル検品後の加工作業台として使用。

▲おしぼり包装用包装機
ウエットタオルを自動梱包するために使用。

●全自動洗濯機配管装置
全自動水洗機の給排水を行うため
に使用。

●包装機・全自動洗濯機
　動力電源装置
包装機及び全自動水洗機に電気を
供給するために使用。

製 品 内 容

● hitohira（ひとひら）シリーズ
　「一枚（ひとひら）の、おもてなし。」がコンセプトの、新品未使
用・100％綿素材のウエットタオル。ウイルスや菌を拭き取り除去
できる即効性に優れた新薬液「V-FREE」を含浸させたタイプ
や、好みのデザイン・タオルカラー・香りを選んで組み合わせるこ
とができるプレミアムオーダータイプなどがラインナップする。

今後の活動予定・販売計画

　「hitohiraシリーズ」を軸に、国内外の新たな販路開拓を目指
している。当社の製品は、人の手で折り、人の手で検品を行うこ
とが付加価値の1つとなっているが、その価値観に共感しても
らえる取引先を開拓することが重要だ。今後は年2回、展示会
に参加するなどして、当社の製品の価値をいかに理解してもら
えるかに注力していきたい。また、その付加価値を維持してい
くには、従業員の確保と労働環境をより良くしていくことが必要
だ。受注が増加し続けていることから、早期に雇用を増やし、2 
交代制を実現したい。さらには、工場および倉庫棟の増設も視
野に入れている。

「ものづくり・商業・サービス補助金」は、製造業向けだけの事業ではありません！様々なジャンルの事業者が活用されています。
当補助金の詳しい概要や、利用条件、活用事例等については、本会HP及び全国中央会HPに掲載しています。
参考としてご覧下さい。
　➡  https://kochi-monohojo.net/（高知県中央会）　http://www.monodukuri-hojo.jp/（全国中央会）

【お問い合わせ先】 高知県中小企業団体中央会　ものづくり補助金事業推進室
 TEL：088-845-6222　FAX：088-845-8010　E-mail：monohojo@kbiz.or.jp

　以上の設備導入により生産ラインがひとつ増え、2ラインで稼
働できるようになった。

▲非常用ウエットタオル

● hitohira（ひとひら）シリーズ専用サイト
　（https://hito-hira.jp）
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信用保証協会は、中小企業のみなさまが
金融機関から事業資金を借入する際、
その保証人となり、金融の円滑化を通じて
中小企業の支援を行っている公的機関です。

〒７８０-０９０１ 高知市上町３丁目１３番１４号　

TEL ０８８-８２３-３２６１　 FAX ０８８-８２２-７０６９　 
URL https://www.kochi-cgc.or.jp/

栄えある受章おめでとうございます
令和2年 春の褒章

藍綬褒章

吉村　保利 氏
高知県電気工事業工業組合　理事長
高知中央電気工事業協同組合　理事長
高知県中小企業団体中央会　副会長
株式会社豊栄電気工事　取締役会長

　これまで四万十町有の道の駅四万十大正物産販売施設「直販所であいの里」の運営管理を行ってき
た組織での継続が困難となったため、今般、実働を担ってきた者で運営管理を行うことを目指して企業
組合を設立しました。
　改めて、四万十町から指定管理業務を受託。これまで培ってきた人材やノウハウを継承しながら、直
販所等施設の運営管理を通じて、農家等の所得向上や地域の雇用創出を目指し取り組んでいきます。
また、地域情報の発信や各種イベントを開催し、交流人口の増加を図ることで、地域活性化に繋げてい
きたいと考えています。

水間 峯味 代表理事

企業組合であいの里
設　立　　令和２年３月17日

所在地　　高知県高岡郡四万十町大正16-2

出資金　　1,000,000円

組合員数　 13名

主な実施事業　 四万十町有施設の運営及び維持管理、
 農林水産物等の販売、飲食店経営

代表理事
からの一言

　　  組合 NEW FACE
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市場開拓・新製品等の
実現可能性調査を支援します！

組合や組合員の魅力を発信するための
 チラシやホームページ作成等を支援します！

 補助金公募開始のお知らせ

取引力強化推進事業
　組合や組合員の「経営基盤の強化」を目指した「共同事業の活性化」「受注拡大」等、「取引力の強
化促進」を図るために実施する取り組みに対して助成します。

公募期間

公募期間

対象組合

対象組合

活用例

活用例

令和2年6月1日（月）～7月31日（金）
第一次締切：令和2年	6月30日（火）
第二次締切：令和2年	7月31日（金）

※締切ごとに、審査・採択を行い、予算枠に達した時点で終了となります。

令和2年6月1日（月）～7月31日（金）
第一次締切：令和2年	6月30日（火）
第二次締切：令和2年	7月31日（金）

※締切ごとに、審査・採択を行い、予算枠に達した時点で終了となります。

構成員の４分の３以上が小企業者※である組合及び企業組合等
※常時使用する従業員の数が5人（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については2人）
　以下の会社及び個人

構成員の２分の１以上が小規模事業者※である組合及び企業組合等
※常時使用する従業員数が20人（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人）以下
　の会社及び個人

　補助金額：36万円以内　　補助率：10分の6以内

　補助金額：50万円以内　　補助率：３分の２以内

◦新商品・新技術の開発（企画・改造・実験・実用化試験等）
◦国内外の展示会等で利用者・消費者等へのアンケート
◦新商品のテストマーケティング
◦WEBサイトのテスト開発

◦組合事業や組合員の企業・事業紹介など行う組合ホームページやチラシ等の
　検討や作成
◦組合ブランド商品のホームページやチラシなどの検討や作成
◦組合のブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージなどの検討や作成

補助金額・補助率

補助金額・補助率

高知県中小企業団体中央会　連携推進部
TEL：088-845-8870  FAX：088-845-2434

お問い合わせ先
担当　髙瀨

小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業
　組合組織を活用し、「経営基盤の強化」や、「生産性向上」を目指した既存事業の改善や、新たな事
業開発を具体化するための調査に対して助成します。



中
央
会
だ
よ
り ◆日時　令和2年６月１2日（金）　１５時３０分～

◆場所　「三翠園」　高知市鷹匠町１-３-３５

令和2年度 通常総会開催のご案内
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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金に
 最大50万円（定額）の事業再開枠が追加されました

概　要 中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の
改善」に必要な設備・システム投資等を支援

補助対象者 中小企業・小規模事業者（中小企業による共同体含む、業種不問）、
 NPO法人（一定の要件があります）

補助金額 100万円～1,000万円
＋５０万円（特別枠の場合に限り、事業再開枠の上乗せが可能）

補助率
【通常枠】中小企業者 １／２、小規模企業者・小規模事業者 ２／３
【特別枠】Ａ類型　２／３、　Ｂ・Ｃ類型　３／４
【事業再開枠】定額（１０／１０、上限５０万円）

設備投資 単価50万円（税抜き）以上の設備投資が必要

対象経費

【通常枠】機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、
　　　　原材料費、外注費、知的財産権等関連経費

【特別枠】上記に加えて、広告宣伝費・販売促進費
【事業再開枠】業種別ガイドラインに基づく感染防止対策費

お問い合わせ先

●補助事業の概要

事業者全体の付加価値額を
年率平均３％以上増加

給与支給総額を
年率平均1.5％以上増加

事業場内最低賃金を
地域別最低賃金＋30円
以上の水準にする

●補助対象要件
以下の要件をすべて満たす３～５年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。

●公募期間	 公募開始：令和２年５月22日（金）	12時～
	 申請受付：令和２年６月10日（水）	17時～
	 応募締切：令和２年８月３日（月）	17時（3次締切）

詳しくは全国中央会HPをご覧ください　https://portal.monodukuri-hojo.jp/

　応募に関する不明点は、ものづくり補助金サポートセンターまでお問合せください。
　　ものづくり補助金サポートセンター 　TEL：050－8880－4053
　　高知県地域事務局
　　（高知県中小企業団体中央会　ものづくり補助金事業推進室／連携推進部）
　　  TEL：088－845－6222／088－845－8870

　中小企業等の新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援する本事業では、新たに消毒・
マスク・間仕切り等の感染防止対策費を補助対象経費として認める「事業再開枠」を追加しました。
　３次締切は８月３日（月）となっていますので、設備投資等をご検討中の事業所の皆様はぜひご応募ください。　　　　　　　　　　　
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通常総会終了後の各種
事務手続きにご留意下さい
　通常総会開催後には様々な事務手続きを行うことが法で
義務付けられており、それぞれに法定期間が定められてい
ます。手続き漏れがないかご確認ください。

所管
行政庁

決算関係書類の
提出

通常総会終了後
２週間以内

役員変更届出

変更のあった日から
２週間以内
※全役員が再任した場合
　には不要

定款変更認可申請 総会終了後すみやかに

法 務 局

代表理事の
変更登記

就任した日から
２週間以内
※同一人が再選した場合
　にも必要

その他登記事項の
変更登記

※年度末での出資変更登記
については年度末から４週
間以内

決算関係書類の
提出をお忘れなく

　組合は毎事業年度、通常総会終了の日から２週間以内
に、事業報告書及び通常総会議事録（もしくは謄本）ととも
に、決算関係書類を所管行政庁に提出することが法律上定
められています。所管行政庁では、組合が事業活動を行って
いるかどうかを決算関係書類の提出の有無によって判断し
ており、３年連続して提出を怠ると休眠組合と見なされ、解
散整理の対象となります。必ず提出するようにして下さい。

〈決算関係書類〉
○財産目録 ○貸借対照表 ○損益計算書 
○剰余金処分案または損失処理案

なお、中央会宛に2部（行政庁用1部、本会控え用1部）ご提
出いただければ、本会経由で所管行政庁へ提出します。

〈お問い合わせ・提出先〉　
高知県中小企業団体中央会
〒781-5101　高知市布師田3992-2 高知県中小企業会館４階
TEL：088-845-8870

令和元年度補正　ものづくり・商業・サービス
生産性向上促進補助金 採択結果（１次締切）発表！
　本事業については、令和2年3月10日（火）から3月31日（火）までの期間において公募を行いましたところ、全国
で2,287事業者より応募がありました。
　全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果、高知県では以下の7事業者が採択されました。

採択者名称 事業計画名

エフコン株式会社 国家基準に基づく流量計の導入により信頼性の向上を図り販路拡大を狙う

有限会社繁春鉄工所 超高精度機械部品の増産に向けた先端設備導入による生産工程の効率化と増産対応

大豊グループ協同事業有限会社 地元開発の搾汁機性能を最大限活かした、柚子搾汁の生産性向上と新商品開発

有限会社竹村綜合建設 ＩＣＴ技術の導入による革新的な現場と魅力的な職場環境の構築

株式会社土佐蒲鉾 真空包装機の導入よる賞味期限の長期化及び生産体制強化による県外販路の拡大

株式会社土佐西南丸 急速冷凍機及び超低温ストッカー導入による冷凍商品分野への事業展開

有限会社パッケージ高知 県内外食品メーカーに対する衛生管理・環境対応強化商品の提供と販路開拓支援事業
（50音順）



売上高が前年同月比▲50％以上

売上高が前年同月比▲5％以上

●持続化給付金
 給付額：法人　　　　200万まで
   個人事業主　100万円まで
（P8もご覧下さい）

持続化給付金
ホームページより
申請
https://www.jizo
kuka-kyufu.jp/

お近くの
民間金融機関へ

中小企業固定資
産税等の軽減
相談窓口
0570-077322

国税局猶予相談
センター
高松国税局
087-806-0040
所轄の各税務署

所轄の年金事務所
高知東：088-831-4430
高知西：088-875-1717
南　国：088-864-1111
幡　多：0880-34-1616

日本政策金融公庫
高知支店
088-875-0281

商工組合中央金庫
高知支店
088-822-4481

高知県労働局
088-885-6026

●新型コロナウイルス感染症
　対策融資制度
融  資  額：3000万円
償還期間：10年（据置5年）
利子補給：3年
保証料全額または1/2補助

●新型コロナウイルス感染症特別貸付
●新型コロナウイルス対策マル経融資
●危機対応融資（商工中金等）
基準金利：▲0.9％（当初3年間）
設備・運転資金貸付
※特別利子補給制度と併用可

●衛生環境激変対策特別貸付
融 資  額 ： 旅館業3000万円
  喫茶飲食1000万円
基準金利：1.91％

（振興計画を受けた生活衛生同業
者組合の組合員は▲0.9％）

●2021年度の固定資産税及び
　都市計画税の軽減（土地は除く）
前年同月比
▲30％以上～50％未満　1/2
▲50％以上　　　　　　全額

●2020年度固定資産税及び
　都市計画税の猶予
　1年間猶予

●納税の猶予
対 象となる税：基本的にすべての税
猶　予　期　間：1年間
延滞税・利子税：猶予期間中は免除

●厚生年金保険料等の納付の猶予
所轄の年金事務所へ申請することで
○猶予期間中に各月に分割で納付可能
○猶予期間中の延滞金が一部免除

●国等の事業者向け支援メニュー一覧
条　件 利用可能メニュー 相談窓口

給
付
金

融

　資

軽
減
・
猶
予

●労働保険料の納付の猶予
高知県労働局に申請することで
○1年間の納付猶予
○担保・延滞金不要

●セーフティーネット保証4号
（売上高が前年同月比▲20％

以上）
●セーフティーネット保証5号（指

定業種（経産省HP参照）で売
上高が前年同月比▲5％以上）

●危機関連保証（売上高が前年
同月比▲15％以上）

生活衛生関係営業者（旅館業・
飲食業・喫茶店）で、売上高が前
年同月比▲10％以上

2020年度2月から10月まで連続
した3ヶ月間の事業収入が
▲30％～50％以上

2020年度2月から納期限までの

任意の1ヶ月以上の事業収入が

前年同月比▲20％以上

厚生年金保険料等を一時に納
付することにより、事業の継続が
困難になる事業者

※その他、拡充された「雇用調整助成金」の特例措置については、P10をご覧ください。
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新型コロナウイルス感染症に伴う
資金繰りにお困りの皆様へ
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特集
新 型コロナウイルス 感 染 症 関 連 各 種 支 援 策  に ついて
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   個人事業主　100万円まで
（P8もご覧下さい）
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ホームページより
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https://www.jizo
kuka-kyufu.jp/

お近くの
民間金融機関へ

中小企業固定資
産税等の軽減
相談窓口
0570-077322

国税局猶予相談
センター
高松国税局
087-806-0040
所轄の各税務署

所轄の年金事務所
高知東：088-831-4430
高知西：088-875-1717
南　国：088-864-1111
幡　多：0880-34-1616

日本政策金融公庫
高知支店
088-875-0281

商工組合中央金庫
高知支店
088-822-4481

高知県労働局
088-885-6026

●新型コロナウイルス感染症
　対策融資制度
融  資  額：3000万円
償還期間：10年（据置5年）
利子補給：3年
保証料全額または1/2補助

●新型コロナウイルス感染症特別貸付
●新型コロナウイルス対策マル経融資
●危機対応融資（商工中金等）
基準金利：▲0.9％（当初3年間）
設備・運転資金貸付
※特別利子補給制度と併用可

●衛生環境激変対策特別貸付
融 資  額 ： 旅館業3000万円
  喫茶飲食1000万円
基準金利：1.91％

（振興計画を受けた生活衛生同業
者組合の組合員は▲0.9％）

●2021年度の固定資産税及び
　都市計画税の軽減（土地は除く）
前年同月比
▲30％以上～50％未満　1/2
▲50％以上　　　　　　全額

●2020年度固定資産税及び
　都市計画税の猶予
　1年間猶予

●納税の猶予
対 象となる税：基本的にすべての税
猶　予　期　間：1年間
延滞税・利子税：猶予期間中は免除

●厚生年金保険料等の納付の猶予
所轄の年金事務所へ申請することで
○猶予期間中に各月に分割で納付可能
○猶予期間中の延滞金が一部免除

●国等の事業者向け支援メニュー一覧
条　件 利用可能メニュー 相談窓口

給
付
金

融

　資

軽
減
・
猶
予

●労働保険料の納付の猶予
高知県労働局に申請することで
○1年間の納付猶予
○担保・延滞金不要

●セーフティーネット保証4号
（売上高が前年同月比▲20％

以上）
●セーフティーネット保証5号（指

定業種（経産省HP参照）で売
上高が前年同月比▲5％以上）

●危機関連保証（売上高が前年
同月比▲15％以上）

生活衛生関係営業者（旅館業・
飲食業・喫茶店）で、売上高が前
年同月比▲10％以上

2020年度2月から10月まで連続
した3ヶ月間の事業収入が
▲30％～50％以上

2020年度2月から納期限までの

任意の1ヶ月以上の事業収入が

前年同月比▲20％以上

厚生年金保険料等を一時に納
付することにより、事業の継続が
困難になる事業者

※その他、拡充された「雇用調整助成金」の特例措置については、P10をご覧ください。
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申請サポート会場　電話予約窓口  TEL：0570-077-866
受付時間：平日、土日祝日ともに9：00～18：00

電話予約先

持続化給付金の電子申請にお困りの事業者様
申請サポート会場をご利用ください！

【5月14日より高知県内で会場が開設されました】
　持続化給付金の電子申請の方法がわからない方、できない方を対象として、申請サポート会場にて補助員が電
子申請の入力サポートを行います。該当される方は、下記の申請サポート会場をご利用ください。

申請サポート会場

会場の利用方法

【高知市】
場　　所 ： 高知商工会館４F
       （高知市本町１-6-24）
開場時間 ： 9：30～17：30
（休館日 ： 5月30日、6月27日、28日、
　　　　　 7月11日、12日、14日）

【須　崎　市】　場所：須崎商工会館２F（須崎市西糺町4-18）
【宿　毛　市】　場所：宿毛商工会議所１F（宿毛市宿毛1748-3）
【土佐清水市】　場所：土佐清水商工会館２F（土佐清水市寿町11-16）

【安芸市】
場　　所 ： 安芸商工会館２F
       （安芸市本町3-11-5）
開場時間 ： 9：00～17：00

【四万十市】
場　　所 ： 中村商工会館３F
       （四万十市中村小姓町46）
開場時間 ： 9：00～17：00
（休館日 ： 6月25日、7月14日）

①	 事前に来訪予約を行う　持続化給付金の専用HPより申請サポート会場の来訪予約を行ってください

②	 提出書類を準備する　提出が必要な書類は、持続化給付金の専用HPにてご確認いただき、紙へ出力

③	 申請補助シートに記入する
事前準備として、申請に必要な情報を「申請補助シート（専用HPよりダウンロード）」に記入して当日ご持参ください

④	 ②③の書類及び筆記用具を持参する

※会場では感染拡大を避けるため新型コロナウイルス対策を実施中です。
※申請サポート会場のご利用を希望される方は、来訪予約及び持参物、来場時の注意事項等を専用HPにて必ずご確認ください

〈お問い合わせ先〉　持続化給付金コールセンター　TEL：0120-115-570

※電話での来訪予約には、「会場コード」が必要になりますので、下記の専用HPにてご確認ください。

持続化給付金は、前年同月比の売上が50％以上減少した中小法人等、個人事業者に対し、事業全般に広く使える資金
として、法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円を給付するものであり、様々な業種、会社以外の法人など、幅
広く対象としています。

「会場コード」及び詳細については、

〈持続化給付金専用HP〉　　https://www.jizokuka-kyufu.jp/						をご覧ください。

※ご利用される前に必ず専用HP（URL：https://www.jizokuka-kyufu.jp/）にて詳細をご確認ください

?

持続化給付金とは？

※来訪予約をされる際は、開場時間及び休館日等を専用HPにてご確認ください

新 型コロナウイルス 感 染 症 関 連 各 種 支 援 策  に ついて

その他にも、5月28日に右記の会場が
開設予定（５月19日時点）
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上記事業は、議会での予算の承認を経て実施されます。また内容は、いずれも現時点のものであり、変更になる場合がありますことをご了承ください。
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【概要】
　「高知県　新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等」に基づき、4月26日（日）から5月6日（水）までの間、県より
休業や営業時間短縮の要請を受けた事業者の皆様に、県と市町村が連携して本県独自の協力金が支給されています。
　当該協力金の支給を受けるには、6月15日（月）までに所定窓口へ申請書類一式をご提出していただく必要があります。

地域商業再起支援
事業費補助金

旅館・旅行業等
緊急支援事業費補助金

道路旅客運送業等
緊急支援事業費補助金

予算額 4,500万円 4,500万円 4,200万円

補助対象事業者 商業者グループ（5者以上）
商店街振興組合等（商工団体）

宿泊・住宅宿泊事業者
旅行業者

タクシー事業者
運転代行事業者
バス・路面電車運行事業者

補助上限額 商業者グループ	：	150万円
商工団体等	：	300万円 １事業者	：	50万円

タ	クシー	：	30万円
運転代行	：	20万円
バス・路面電車	：	50万円

活用事例

①	店内の間仕切りの設置や席の間
隔を広げる「店舗の改修」

②	テイクアウト事業のPRチラシや
WEBページの作成

③	飲食店が連携して取り組む「スタ
ンプラリー」等の販促事業

①	宿泊施設やオフィス、店舗の3密
防止等に必要な整備

②	宿泊施設におけるテレワーク等
の新たなサービスの実施

③	商品・サービスのPR動画作成や
販売プロモーションの実施

①	マスクや消毒液等の購入やセパ
レータカーテンの導入

②	デリバリーサービス等、新しい
サービスの実施

③	キャッシュレス決済への対応

お問い合わせ先 経営支援課  TEL：088-823-9679 ※近日中に決定する予定です。 交通運輸政策課　TEL：088-823-9735

　申請方法及び申請書類は、県庁HP（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151401/kyouryokukin.html）からご確認いた
だけます。

本県の休業や営業時間の短縮要請に
ご協力いただいた事業者の皆様

高知県休業等要請協力金の
申請はお済みですか？

●申請締切●

６月１５日（月） 
 （消印有効）

お問い合わせ先

お問い合わせ先

高知県　協力金申請手続相談センター（コールセンター）   TEL：088-823-9063
受付時間：午前９時から午後５時まで（土日、祝日含む）

新型コロナウイルス感染症対応販売促進事業費補助金 …… 地産地消・外商課　TEL：088-823-9753

高
知
県
よ
り

特集
新 型コロナウイルス 感 染 症 関 連 各 種 支 援 策  に ついて

「新しい生活様式」の実践に取り組む事業者の皆様への支援策 

事業者が行う新サービスの
展開等に対する支援

食品関連事業者等の
販売促進に
対する支援

事業者が行う感染症対策や新サービスの展開等の「新しい生活様式」の実践に要する経費を支援
【補 助 率】		3/4以内
【補助対象】		①感染症対策事業（3密を防ぐ店舗の改装や衛生対策に要する整備等）
	 ②販促・新サービス展開等事業（テイクアウトやデリバリー、通販、商品PR等に要する事業等）

新型コロナウイルス感染症対応販売促進事業費補助金
①EC等活用促進事業　1,800万円
【補 助 先】		地域商社（5事業者以上の商品の販売活動を行う者）
【補 助 率】		3/4以内
【補助対象】		EC等を活用し、地域産品の販売促進を行うために必要な経費

※緊急事態宣言発令日の令和2年4月7日から遡及適用

ECモールへの
出品・出店、
ECサイト構築・
改修・販促	等

②販売促進事業　1,500万円
【補 助 先】		5事業者以上のグループ
【補 助 率】		3/4以内
【補助対象】		「新しい生活様式」に対応した販売等の
	 　仕組みの構築と周知に必要な経費

飲食店のテイクアウト、デリバリー
サービスの情報発信媒体による
周知と受発注システム等を組み合
わせた新たな仕組みの構築

活用
事例

活用
事例



  雇用調整助成金の特例措置が更に拡充されました！

高知県新型コロナウイルス感染症対応資金

　　　拡充１　　休業手当の支払率60％超の部分の助成率を特例的に10/10とする

中小企業が解雇等を行わず雇用を
維持している場合、休業手当60％を
超えて支給する部分に係る助成的に
10/10とする。
※教育訓練を行わせた場合も同様

　拡充２　　1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする

　適用日　　4月8日以降の休業等から遡って、緊急対応期間中に限り適用
　　　　　　　※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限

会社負担6％

【現行】

休業手当60％

雇調金
60％×9/10＝

54％

会社負担10％

【現行】

休業手当
100％

雇調金
100％×9/10＝

90％

会社負担6％

【拡充案】

休業手当
100％

雇調金
60％×9/10＝

54％

雇調金
40％×10/10＝

40％

【対象要件】
　セーフティネット認定４号・５号、危機関連保証のいずれかを利用した場合に以下の要件を満たせば、保証料・
利子の減免を行います。

実質無利子（当初３年間）・無担保・据置最大５年融資の取り扱いを開始します。
あわせて信用保証の保証料を半額又はゼロにします。

【その他の要件】
　□	融資上限額	 ：	３,０００万円
　□	補給期間	 ：	保証料は全期間、利子補給は当初３年間
　□	融資期間	 ：	10年以内（うち据置期間５年以内）
　□	担　　保	 ：	無担保
　□	保 証 人	 ：	代表者は一定要件（①法人・個人分離、②資産超過）を満たせば不要（代表者以外の連帯保証人は原則不要）

売上高	▲５％ 売上高	▲１５％
個人事業主

（事業性のあるフリーランス含む、小規模に限る） 保証料ゼロ・金利ゼロ

中小・小規模事業者（上記除く） 保証料	１／２ 保証料ゼロ・金利ゼロ

○中小企業であること
○新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業
時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
○以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100％の休業手当を支払っていること
②上限額（8,330円）以上の休業手当を支払っていること（支払率60％以上である場合に限る）
※教育訓練を行わせた場合も同様
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申込み先

お問い合わせ先

お問い合わせ先 高知労働局職業安定部　職業安定課   TEL：088-885-6052

取引金融機関　　銀行、信用金庫、信用組合の県内本支店や一部の農協等

高知県　商工労働部　経営支援課　TEL：088-823-9695

（R2.5.1）

高
知
県
よ
り

厚
生
労
働
省
よ
り

●雇用調整助成金とは？
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

新 型コロナウイルス 感 染 症 関 連 各 種 支 援 策  に ついて



中
央
会
だ
よ
り
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高知市商店街振興組合連合会

「雇用調整助成金」「持続化給付金」の
申請手続き説明会を開催しました

　新型コロナウイルスの感染拡大を受け、商店街では、多くの店舗において従業員
の休業等を余儀なくされることとなりました。
　そこで、去る5月8日（金）、12日（火）の2日間、高知サンライズホテルにて、「雇用
調整助成金」及び「持続化給付金」の申請手続きについての説明会を開催しました。

（当日は、会場の換気、マスクの着用、十分な間隔を取って座るなど、3密を避けた対策を行ったうえでの開催に心がけました）
　第1部では「雇用調整助成金」について、高知労働局より、新型コロナウイルス感染症による特例措置や支給の要件、受給の手続き等に
ついての説明が行われました。
　第2部では「持続化給付金」について、高知県商店街振興組合連合会より申請に必要な書類や申請手順、注意点等について説明が行われ
ました。
　説明会には2日間で約60名が参加し、約１時間半の説明会の間、それぞれがメモをとりながら熱心に耳を傾けていました。

なお、当日使用した資料は
「雇用調整助成金」　高知労働局HP（URL：https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/home.html）
「持続化給付金」　経済産業省ＨＰ（URL：https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html）
に掲載されています。

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、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！！

天神橋商店街振興組合

四万十市天神橋商店街に「Shimanto + Terrace  はれのば」が
オープンしました
　みんなの楽しい「今」が、素敵な「明日」に繋がっていきますように…
こんな願いを込めた「Shimanto + Terrace  はれのば」がオープン
しました。施設は素敵な時間を過ごせるテラス（公園）を備え、それを囲
むように５店舗が出店。四万十市中心商店街の新拠点として注目されて
います。
　当施設は商店街や中村青年会議所、中村商工会議所青年部のメン
バーなど、有志５名で設立した民間まちづくり会社「四万十にぎわい商
店株式会社」が、経済産業省の補助金を活用し、高知県及び四万十市の
支援を受け、商店街のにぎわい創出を目的に整備したものです。
　また、整備計画の検討と同時進行で中心商店街活性化協議会も設立され、「はれのば」から商店街全体ににぎわいを波及させていくた
めの事業計画も策定されました。今後は当計画に基づき、情報発信・空き店舗対策・イベントなどのソフト事業も予定されています。
　ぜひ一度「Shimanto+Terrace　はれのば」に足を運んでみて下さい。

①	非日常を感じながらも、くつろげるカフェ。		［	cafe		n2	］
②	美味しい四万十牛を1枚から楽しめる新感覚の焼肉屋さん。		［	焼肉四万十牛本舗		いぶき	］
③	じゃん麺でおなじみ、窪川の有名店。		［	まんしゅう		四万十中村店	］
④	お酒に合う日本料理にこだわったお店。		［	コの字サカバ		mihoki	］
⑤	都会的な空間でおいしいカクテルを味わえるバー。		［	Bar		Cuore	］

※5月12日現在、n2、いぶき、まんしゅうの3店舗がテイクアウトのみで営業中

店舗紹介

◦所在地
高知県四万十市
中村天神橋39番地



高知龍馬空港　　　東京国際空港 【昼食】ドライブイン・ひたちの里

第72回

中小企業団体全国大会
茨城県大会 【と　き】令和２年 10月22日（木）14：00～17：00

【ところ】ザ・ヒロサワ・シティ会館（水戸市千波町東久保697番地）

　今年の全国大会は茨城県水戸市です。本会では、下記のとおり、全国大会への参加を兼ねた
観光視察研修旅行の参加者を募集します。皆様のご参加をお待ちしております。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止又は延期の恐れがございます旨、ご留意ください。

茨城県の自然・文化を満喫していただける癒しの旅へご案内します。
3日間、歴史文化や地元の幸を堪能していただきながら親睦を深めましょう。

第72回中小企業団体全国大会（茨城県大会）と観光視察研修団日程表　〈２泊３日〉

第１日目
10月22日
（木）

第２日目
10月23日
（金）

第３日目
10月24日
（土）

参加料

（株）とさでんトラベル【旅行主催】 高知県中小企業団体中央会【旅行企画】

　7：35 発　　　　8：50 　　  9：20　 　 　 11：20  　　　　　　　　12：10

【夕食・水戸有名料亭会席料理】 【宿泊】
山口楼本店
18：30　　　　　20：30　　　　　　  20：40着

ホテルルートイン水戸県庁前

【徳川斉昭が創立した藩校】 （第72回中小企業団体全国大会）
弘道館
12：40　　　　　13：10 　　　　   　  13：30  　　　　　　　　17：20

ザ・ヒロサワ・シティ会館（県民文化センター）

（朝食） 【日本三名瀑のひとつ・昼食】
ホテル 袋田の滝（袋田の滝トンネル）
9：00発　　　　 10：50 　　　　   　  12：50  　　　　   14：40　　　　16：00

【コキアの紅葉・散策】
国営ひたち海浜公園

【神が降り立った聖地・海の中の鳥居】
大洗海岸「神磯の鳥居」
16：20　　　　　　　　 16：40　  　　　　  　　 16：50着

○夕食はホテル内料亭にて、会席料理

【夕食・宿泊】
大洗パークホテル

（朝食）

※参加料には、大会参加料、交通費、宿泊費、飲食費、旅行保険料、
　その他の経費を含みます。

お一人様 （２名１室利用）123,000円
（1名１室利用）128,000円

【海産物お買い物】
ホテル 大洗直売センターいきいき
8：30発　　　 8：40 　　　 　  9：10  　　　　 9：50　　　　11：20

【日本三名園・水戸藩第九代藩主
 徳川斉昭造園】偕楽園と好文亭

【昼食・常陸牛ランチ】
洋食レストランイイジマ
11：30　　　　　12：30　  　　　 14：10　 　　　　　  　　 15：30

【12橋の水路を女船頭が操るサッパ舟】
潮来水郷十二橋めぐり

東京国際空港
17：10　　　　　18：55　  　　　 20：25着

高知龍馬空港

※上記の旅程・参加料は予定のため変更する場合がありますのでご了承下さい。

松井 小澤高知県中小企業団体中央会
TEL：088-845-8870　FAX：088-845-2434

担当お問い合わせ先
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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 2020年4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
県内では、スーパー向け納品以外での減少がみら
れ、先行き不安が広がっている。県外市場でも同様
の状況となり、非常に厳しい経営環境を予想してい
る。

生コンクリート製造
需要に地域的偏在がある。高知南国地区及び安芸以
東地区が多く、その他地区は少ない。

酒類製造
昨年の10月増税により落ち込んだ需要が、料飲店の営業自粛、
イベントの中止等により、県内のみならず全国で出荷が大きく
減少。コロナの影響は計り知れず未知の世界に突入した感があ
る。雇用維持を最優先に持久戦を視野に入れた戦略が必要。

コンクリート製品
出荷数量は、前年同月比110％。前年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
加し、4月分も継続している。

木製品素材生産
現状は事業展開そのものに影響が出ている状況には
ない。

刃物製造
コロナ拡大防止策の為か、小売客の減少がみられ、
小売販売金額は30％程落ちている。卸関係は金額
的にはあまり変更はないが、今後の経済状況が懸念
される。

製材
特に価格等目立った動きもなく、全般に低調で現状
維持の状態が続いている。

船舶製造
納期対応の為、必要最小限の生産活動を行ってい
る。

製紙（家庭紙）
家庭紙は、4月も高稼働率で推移した。各社により
違いはあるが、滅菌ウエットシート等を加工する企
業は多忙。

珊瑚装飾品製造
非常事態宣言の影響により、先月に引き続き製品大
会が中止となった。これにより取引額は前年同月比
18％と大きく落とした。また原木取引（2開催分）
も延期となるなど、厳しい状況に陥っている。

印刷
官公需はまずまずに推移。新型コロナウイルス感染
症の影響で、県内民需は減、県外需要は激減。大幅
に前年を下回った。

卸団地
１.コロナの影響により、売上大幅ダウンの企業有
り。２.休業している小売店もある。３.今後の見通
しが立たない企業あり。

テントシート
新型コロナウイルス感染防止対策による、各種イベ
ントの中止、延期等により全体的に売上減少となっ
ている。特にイベント関連主力の事業所は大変な状
況。

機械団地
新型コロナウイルス感染拡大による様々な影響を懸
念する声はあるが、今のところ団地内への直接的な
影響は見られず、業況は横ばいで推移している。

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
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青果卸売
スーパー及び同向の加工は好調。業務用、一般小売は不
調。特に宿泊・外食、娯楽施設・飲食・居酒屋・病院・学校等
の給食他の卸業は壊滅的な被害を受けている！この影響
はいつまで続くのか不明である。ある意味…体力勝負か？

商店街（四万十市）
フェイスブック等にそれぞれの店舗が営業時間の変
更やお持ち帰りメニューを出している。それらをま
とめてわかるような幡多テイクアウト情報がもっと
早くあればより多くの人に伝えられたと残念。

生鮮魚介卸売
カツオの入荷はあったが、マグロ、小物の入荷は少
なかった。販売先が休業しているため仕入れも控え
ている状態。

旅館・ホテル
創業来コロナ以上の難局はなく、損得を考えると休業は最
善と理解するが、ほとんど生産性のない業務に追われ心
打ち砕かれている。従業員のモチベーション維持、収束後
を考え、また業態の性質上最小人員での営業をしている。

ガソリンスタンド
コロナウイルス拡散による、世界経済の低迷からOPECとロ
シアなど非加盟産油国は原油減産を発表したが、原油在庫
の余剰はまだまだ膨れ上がり、原油価格・販売価格は、毎週
のように下落し続けており高知県の市況も追随している。

旅行業
組合クーポン前年同月対比マイナス（予約取り消し
の為）全旅クーポン前年同月マイナス。売り上げは
全くない、営業活動も現状では出来ない。公的助成
を利用しても事業を継続できるか不透明。

電気機械器具小売
全商品で平均83％。大変厳しい。

一般土木建築工事
令和2年4月分の公共用生コン出荷量は、前月比65.3％、前年同月比
113.7％の水準。4月の公共工事請負金額は前年同月比で90.3％、発注者
別前年対比は、国：178.4％、高知県：65.8％、市町村81.6％となっている。
防災・減災対策工事、高速道路の延伸工事など大型工事は継続している。

中古自動車小売
来店数の減少や在庫不足で、これから影響が出てく
ると思われる。また、車種によっては、輸出が止
まっている影響で、下取りや買取価格が下落してい
る。

電気工事
組合員の施工する電力引き込み線の工事量は、前年
同月比79.8％となった。安芸・須崎地区は増加した
ものの、高知中央・香長が減少した。

商店街（安芸市）
新型コロナウイルス感染症の収束の目途が立たな
いことから、8月開催予定の第13回全国「商い甲子
園」大会の中止を決定した。

商店街（高知市）
中央公園地下駐車場運営状況（前年比）売上：27.6％　
利用台数：36.1％。土日よりも会社関係の動く平日のほう
が人出が多い状況。マスク不足が問題となる中で手づく
りマスクを販売、又は提供する店が多く見受けられる。

一般貨物自動車運送
新型コロナウイルスの影響により原油価格が下落、
国内軽油価格も大幅値下げとなったが、同時に売上
もさがっており収益は悪化している。

タクシー
実働1日1車当りの前年同月比営業収入：69.9％、輸
送回数：69.5％。3月の実働率は60.2％。

各種小売（土佐市）
飲食業を中心に職種に関係なく落ち込み、とても厳
しい状況。

飲食店
月前半、融資の申し込みが相当数あったが、業界全
体の意見として補助や助成が十分ではないし何より
実行が遅く、先の見通せない状況で月後半には融資
申し込みも減ってきた。
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〒781－5101		高知市布師田3992－2		中小企業会館４階
TEL		088－845－8870　IP電話		050－3537－1702　FAX		088－845－2434
E-mail		info@kbiz.or.jp

人を継
つな

ぎ、組織を育む

高知県中小企業団体中央会
URL  https://www.kbiz.or.jp

● 制作発行


