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企画・ど久礼もん企業組合

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（2次締切）について
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金にご応募ください
ものづくりの基盤技術強化を図る研修会開催案内
組合いんふぉめーしょん
組合で官公需の受注に取り組みましょう！
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暑中広告
県内各業界の動向・6月

おらんくの組合
ちくと

企画・ど久礼もん企業組合
組合プロフィール
所 在 地： 高知県高岡郡中土佐町久礼6530番地
T E L： 0889-52-3822
組合員数： 5名
従  業  員： 正社員３名、
パート・アルバイト５名
設
立： 平成19年5月
主な事業： 地場産品の販売、
商品開発、
飲食店経営
水産加工

漁師町・久礼の食文化に誇りを持って
土佐沖の一本釣り鰹にこだわり
久礼と同じ味をそのまま届ける！
理事長

清岡 晃司

中土佐町・久礼は「土佐のかつお一本釣り」の町として、
400年以上の伝統を誇る漁師町で、
鰹にこだわった町づくり
を展開し、
自ら
「鰹ノ國」
を謳っています。
当組合は、
そんな中土佐町の商工会メンバー４名が出資
し、平成19年に設立。漁師と流通が共に潤うことで地域の
活力を取り戻し、
「漁業を基盤に一つの共同体として生きて
いく」
まちを作ろうと、
ネットショップ開設や鰹のタタキの実演
出張販売等を行うと同時に、各方面と連携しながら地場産
品の新商品の開発を進めてきており、
辛焼味噌「カラヤン」、
「なぶらスープカレー」、
「漁師のラー油」などの商品が次々
と生み出しました。商品化された加工食品はいずれも高く
評価されています。
近年は、
さらに活動の場を増やし、
オリジナル商品の認知
を高める場として大正町市場前に「市場食堂 ど久礼もん」
をオープン、一昨年には、団体の鰹の藁焼き体験の施設で
ある
「鰹ノ國 陣や〜藁焼きたたき伝承館〜」
もオープンさせ
るなど、
設立以来、
順次事業を拡大してきました。
そうした中、昨年春より久礼漁港にある水産加工施設を
使用できるようになり、
念願であった鰹専門の水産加工事業
「鰹ノ國水産」
を新たにスタートさせることができました。
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「鰹ノ國」
として親しまれている中土佐町ですが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響により状況は一変。
３月～
５月は観光客の姿が消え、例年約１万人の観光客で賑わう
「かつお祭」
も催し自体は中止となってオンライン開催とな
るなど、
観光産業が危機的な状況に陥りました。
しかしながら、
緊急事態宣言の解除以降、
徐々に観光客
が戻り始めてきており、
大正町市場等の各観光施設でも
「新
しい生活様式」に沿った飛沫感染対策を行って、観光客の
皆さまを受け入れる準備をしてきました。
現在、国及び高知県の地場産品購入や観光振興に関
する様々なキャンペーンが始まっており、
中土佐町に来られ
る観光客も増えてきています。
このような中、
中土佐町では
独自に、町外飲食店に中土佐町の食材を提供することで
町内・町外の双方を支援する事業をスタートします。
当組合
は、
この事業の事務局として、外商の基盤づくりを行うと同

時に、
「コロナに負
けない！」を合言葉
に中土佐町の良さ
を町内外で力強く
ＰＲしていきます 。
なお、参加飲食店
の新子
メジカ
け
は9月以降で公募
漬
ー
スラリ
予定です。
８月に入り、
中土佐町は海に山に自然を満喫できるシーズ
ンとなり、
８月下旬からは大人気の「メジカの新子」
も旬を迎
えます。
当組合もアクションプランに基づいて、
観光客の皆さ
まに中土佐町の豊かな「食」を楽しんで頂ける
「市場食堂
ど久礼もん」や「鰹ノ國 陣や〜藁焼きたたき伝承館〜」
をど
んどんパワーアップさせて参りますので、
皆さま、
ぜひ中土佐
町へ遊びに来てください。

礼もん

堂 ど久

市場食

氏

新たに鰹専門の水産加工を行う
「鰹ノ國水産」事業をスタート
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コロナに負けない！中土佐町の観光
復活のために私たちができること

先端技術の「地鰹のタタキ」を軸とし
た組合アクションプランを策定
この「鰹ノ國水産」事業により最強の鰹を仕入れて提供
することが可能となりました。
なぜならば、
久礼漁港に水揚げされた鰹を漁師出身の私
が目利きし、
市場に隣接した加工場で即座に藁焼きタタキに
します！
！これは、
ただの藁焼きたたきではありません。藁焼き
したばかりのアツアツの鰹を、
中土佐町と高知工科大学もの
づくり先端技術研究室が共同開発した「スラリーアイス
（塩
分濃度1％のシャーベット状の氷塩水）」につけ、
一気にマイ
ナス0.8度に瞬間冷却した鰹のタタキです。
「スラリーアイス」
を商品発送時にも活用することで「高鮮度配送」
も可能とな
りました。
この「鰹ノ國水産」事業により土佐久礼の鰹を、仕入・加
工・販売まで一貫して事業展開する体制が構築できたた
め、今年2月には中央会のご支援を頂き、
「 鰹ノ國水産」事
業を軸とした組合アクションプランを策定しました。現在は、
「地鰹のタタキ」をインターネット販売だけでなく、直営食
堂での提供や、直接仕入れた高鮮度の鰹を加工品に使
用するなど、商品の付加価値アップや他事業にも波及させ
ることで組合事業の更なる活性化、売上増大を目指してお
ります。

鰹ノ國

陣や〜

館〜

き伝承

たた
藁焼き

こ れ 知 っ ち ょ い て

一本釣り地鰹の藁焼きタタキ
（生）

3,000円

（税込み・送料別）

【内容】
◦約400ｇ（１～2節）
※時期により魚体が違うため節の数が変わります
◦中土佐町産のネギ・ニンニク付き
※時期によって生姜（高知県産）となります
◦特製たたきのたれ １本（80ｇ）
【賞味期限】 発送から３日

【発送について】
その日水揚げされたばかりの地鰹を「生」の状態で発送しますの
で、天候や漁の状況により数日間、発送できない場合があります。
※どうしても、到着日を指定したご注文の場合は、
「地鰹（旬凍タタキ）」
がおすすめです！

ご購入は、企画・ど久礼もん企業組合インターネット販売サイト「大正町市場 ど久礼もん通販【公式】」で！
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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

申請から完了までの流れと手続き

県内中小企業者の皆様へ！
！

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた
取組をされている事業者を応援します！

高知県中小企業新型コロナウイルス
感染症対策事業費補助金
「新しい生活様式」に対応した事業活動の再開や、従業員の方々や来客、利用者をはじめとする県民の安全・
安心を確保するために、様々な分野の事業者の皆さんが実施する感染防止対策を支援します！

補助対象

県内に主たる事業所を有する中小企業者（中小企業支援法第２条第１項該当）

対象経費

業種別の
「感染予防対策ガイドライン」
等に基づいて実施する取り組みに要する経費

※個人事業主、組合等を含みます。

⑴ 申請～交付決定
① 交付申請に必要な書類は、高知県中小企業団体中央会のＨＰからダウンロードしてください。
（中央会HP）https://www.kbiz.or.jp/covid-19hojo/
② 交付申請にあたっては、必ずＨＰ掲載の「交付要領」の内容をご確認ください。
③申請書類は、必ず「簡易書留」など追跡ができる方法で送付してください。持参による申請は受け付けて
おりません。

「補助金交付決定書」の受領後に
④申請書を受理後、１～２週間程度を目処に交付決定を行います。補助事業は、
行うことが要件となりますので、交付決定通知書が届くまで発注や購入を実施しないでください。

（令和２年４月7日～令和２年７月14日までの遡及適用分は除く。）

重要！

国や県、市町村が実施する他の補助金との併用は可能ですが、補助対象とする同一の物品等について重複
受給はできませんのでご注意ください。

申請受付期間：令和２年７月14日㈫～ 令和２年９月30日㈬【当日消印有効】
⑴備品購入費

◦空気清浄機（ウイルス除去・不活性化機能等を有するもの）の購入
◦除菌、
ウイルス除去装置の購入
◦非接触検温システム（サーモカメラ等）の導入 など

⑵工事請負費

◦換気設備の整備や改修、網戸の新設や改修
◦座席や部屋のレイアウト変更など、対人距離確保を図るための改修
◦空気清浄機能付き又は換気機能付きエアコンの新設・更新・増設費用
◦トイレ（非接触式の洗浄トイレや手洗い器の導入等）の改修費用
◦飛沫防止アクリル板等の設置工事 など

⑶委託費

◦改修工事に係るコンサルティング費用や設計委託費

など

⑷使用料・賃借料 ◦対象となる機器や設備等のリース・レンタル料 など

※ただし、予算額に達した場合は、期間内でも申請の受付を終了する場合があります。

申 請 書 類：以下のとおりです。詳細については「交付要領」でご確認ください。
①交付申請書
②確定申告書の写し
③登記事項証明書（履歴事項全部証明書）※法人のみ
④本人確認書類の写し ※個人事業主で納税証明書の提出がない場合
⑤営業許可証の写し ※許可業種のみ

⑥県税の滞納がない旨を証する納税証明書
⑦事業内容と金額が確認できる資料
⑧誓約書
⑨同意書

⑵ 事業の実施
①本補助事業は、補助対象期間である令和２年12月28日までに取り組み（設置、納品等）及び支払いを完了する
必要があります。

⑸役務費

◦消毒作業、防護服のクリーニング等の外注費

⑹消耗品費

◦マスク、消毒液、除菌シート、手袋、防護服、
フェイスシールド等の購入
◦パーテーション、防護スクリーン、透明ビニールカーテン、殺菌マットの購入
◦距離確保などのゾーニングシール、
フロアマーカーの購入 など

など

※感染予防対策ガイドラインが示されていない業種については、他の業種のガイドラインをご参照ください。
※対象となる取り組みは、原則下記①～③のいずれかに該当する内容とします。
①３密（密閉・密集・密接）の解消に資するもの ②非接触の推進に資するもの ③除菌・抗菌に資するもの
※汎用性の高い備品等（パソコン、机や椅子などの事務用品、
自動車等）は対象外となります。

補助率
補助額
補助対象期間
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② 補助事業の内容及び経費を変更する場合には、必ず事前の承認が必要です。

⑶ 実績報告～補助額の確定～支払い
定められた期日までに実績報告書及び支払を証明する書類等の提出がな
① 補助金交付決定を受けても、
い場合は、補助金は受け取れません。

②実績報告時の審査の結果、補助対象外の経費が判明した場合は、実際に受け取る補助金額が交付決定額から減額にな
る場合があります。

補助率：3/4以内
補助額：下限50万円～上限300万円以内
※ただし、役務費及び消耗品費については、合計で補助額50万円までが対象

「 補助金確定通知」を送付します。確定通知日から１～２週間程度で補助金を指定の口
③ 交付金額の確定後、

座にお支払いします。

令和２年４月７日（※）～令和２年12月28日
※令和2年4月7日以降で、交付決定の前に実施した事業に要する経費も、適正と認められる場合は、
補助対象とします。

〒781-5101 高知市布師田3992－2

お問い合わせ先
及び申請書提出先

高知県中小企業団体中央会 新型コロナ感染症対策事業推進室
TEL：088ー846ー7550（8：30～17：00／土日祝除く） FAX：088ー846ー7555
E-mail:covid-19hojo@kbiz.or.jp
へんしも情報 vol.232●
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新型コロナウイルス感染症関連各種支援策について

より
高知県

地域産品地産地消推進事業費補助金のご案内

新型コロナウイルス感染症対策雇用維持
特別支援給付金事業のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響により、大きな打撃を受けている県経済を早期に回復さ
せるため、地産地消を進める
『食べて!遊んで!高知家応援プロジェク卜」を展開しています。
そのプロジェクトの一貫として、小売店、飲食店等といった事業者の皆様が実施する地産地

事業の継続と雇用の維持を図るため、固定費のうち人件費に着目した給付金を給付します。

申請要件

補助対象経費：景品代、印刷製本費、消耗品費、広告料、マネキン代、委託料、使用料・賃借料、講師謝金
補 助 率：10 ／ 10
補 助 の 要 件：「食べて！遊んで！高知家応援プロジェクト」
の一貫で実施する旨を周知すること
「食べて！遊んで！高知家応援プロジェクト」
の展開に併せて、新規に行う催しであること

１ 販売拡大事業
補助対象者①：県内に所在する量販店を運営する法人
〈補助限度額〉300万円（50万円／店舗）

給付額

補助対象者②：県内に所在する５以上の小売店等で構成するグループ
〈補助限度額〉100万円（10万円／店舗）

※店舗数×10万円とし、10店舗以上で実施するイベントは100万円が限度額となります。

〈補助限度額〉300万円

活用イメージ

給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす、県内施設（店舗）
を有し、本県に納税義務を有する事業者
とします。ただし、給付金の給付は同一の申請者に対して一度に限るものとします。
（１） 国の持続化給付金 を受給していること。
（２） 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年１月から令和２年12月までの任意の連続する３ヶ
月の事業収入（売上）の合計が、前年（又は前々年）同期比で50％以上減少していること。
（３） 対象期間の社会保険料を納付していること。又は、対象期間の社会保険料の納付猶予の特例の対象
となっていること。
（４） 高知県税を滞納していないこと。又は、徴収猶予を受けていること。
又は徴収猶予を受けていること。
（５） 申請者等が、暴力団又は暴力団員等に該当しないなど、
「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持特
別支援給付金給付等要領」の別表１に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しな
いこと。
社会保険料（事業主負担相当分）の納付額に応じた額となります。
（上限額：1,000万円）
（１） 算定方法 （Ａ×Ｂ／Ｃ－Ｄ× ３／１２）× ２／３
Ａ：
Ｂ：
Ｃ：
Ｄ：

※店舗数×50万円とし、６店舗以上で実施する催しについては300万円が限度額となります。

補助対象者③：地域産品を取り扱う50以上の事業者を集めてキャンペーン等を実施する者またはグループ

高知県雇用維持給付金

●問い合わせ先

受付時間：午前９時から午後５時まで（土日祝日、年末年始（12月29日～１月３日）は除く。）

家賃支援給付金に関するお知らせ

⑵商店街内の小売店等のグループが地産地消キャンペーンを開催

商店街内の小売店等が、スタンプラリーを行い、地域産品のプレゼントなどを行うために要する経費。
地域産品を扱う50以上の事業者を集めて、中央公園などで即売会を行うために要する経費。

２ 飲食店利用促進事業
補助対象者：県内に所在する５以上の飲食店等で構成するグループ
〈補助限度額〉100万円（10万円／店舗）

申請受付センター

TEL：088ー821ー7566

量販店が、累計数千円以上買い物した人に抽選で地域産品のプレゼントなどを行うために要する経費。

家賃支援
給付金とは?
支給対象

（ ①②③すべてを
満たす事業者 ）

※店舗数×10万円とし、10店舗以上で実施するイベントは100万円を限度額となります。

活用イメージ

対象期間の社会保険料（事業主負担相当分）納付額の合計
県内従業員数
全従業員数
国の持続化給付金受給額

⑴量販店が地産地消フェアを開催

⑶県内事業者が大規模即売会を開催

2021年
2月10日まで

県内に施設や店舗を有し、国の持続化給付金を受けてもなお経営状態が厳しい事業者に対して、

消のキャンペーンの開催に係る経費を県が補助します。是非、
ご活用ください!

実施対象期間：令和3年3月10日まで

申請期間

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支え
するため、地代・家賃
（賃料）の負担を軽減する給付金を支給します。

申請期間

2021年
1月15日まで

① 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

②5月～ 12月の売上高について、・1 ヵ月で前年同月比▲50％以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比 ▲30%以上

⑴飲食店等グループが食べ歩きキャンペーンを開催

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

⑵飲食店等グループが土佐酒ドリンクラリーを開催

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。

飲食店等が連携して、地域産品を活用した料理を提供するキャンペーンなどを行うために要する経費。
飲食店等が連携して、土佐酒ドリンクラリーなどを開催するために要する経費。

⑶飲食店等グループがテイクアウト料理提供イベントを開催

飲食店等が連携して、地産地消弁当などを、駐車場などで提供するマルシェを開催するために要する経費。

給付額

算定方法

に基づき算定した給付額
申請時の直近1ヵ月における支払賃料
（月額）
（月額）
の6倍
支払賃料（月額）

プロジェクトHP：http://www.kochike-ouenproject.jp
所属：高知県産業振興推進部地産地消・外商課
担当：船長（ふなおさ）、弘田、矢野
T E L：088-823-9704 E-Mail：120901＠ken.pref.lg.jp
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TEL に統一しました

法

人

個人事業者

75万円以下
75万円超
37.5万円以下
37.5万円超

給付額（月額）
支払賃料×2/3
50万円＋[支払賃料の75万円の超過分×1/3]

※ただし、100万円（月額）が上限

支払賃料×2/3
25万円＋[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]

●詳細な内容に関するご質問は、
右記のダイヤルまでお問い合わせください。

※ただし、50万円（月額）が上限

相談ダイヤル 家賃支援給付金 コールセンター
0120 ー 653 ー 930（平日・土日祝日 8：30 ～ 19：00）
へんしも情報 vol.232●

6

中央会だより

3 次公募中です！

助成事業をご活用下さい！
-連携組織活性化支援事業-

1

新型コロナウイルス対応

組合の取り組みを
もっと効果的に

PRしませんか？

組合等の新たな事業や事業再構築などの取り組みに助成 ≪経営力向上補助金≫

①新たな事業及び事業再構築等の実現化に向けた取り組み
【例】新商品開発、国内外への販路開拓、新たなサービス等の提供、情報発信の強化、既存事業の強化・見直し、ＢＣＰ計画策定、展示会等への
出展又は開催等
〈補助金額〉 上限100万円 下限10万円
〈補 助 率 〉 ２分の１以内
〈対象経費〉 謝金、原稿料、旅費、消耗品費、印刷製本費、役務費、委託料、設計費、データ検証費、使用料及び賃借料、原材料費、試作費
並びに実験費
※国内外の展示会出展に係る航空券代や宿泊代も対象

新設

現在二次募集中です。詳細や応募にあたっては本会ホームページの募集要項をご覧下さい。

https://www.kbiz.or.jp/r2keieiryokukoujyo-2ji/

組合等の活性化を図るビジョンづくり、
事業計画策定を支援 ≪活性化支援≫

中央会が専門家と連携して、業界や組合の内・外部環境の現状分析や課題抽出等を行い、事業の見直しや改善計画、新たな事業創出等に
向けた計画策定や提案等を実施します。 〈利用者の経費負担なし〉

3

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」等の
「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支援をおこないます。

補助金額・補助率 【補助金額】50万円以内
補助対象となる
事業内容

【補助率】３分の２以内

●共同事業活性化
共同購買や共同宣伝の活性化のため、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などを行う事業

●受注促進
共同受注促進のため、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な
どを行う事業

●ブランド構築
連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、
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・作成を行う事業

喫緊・高度な課題や先進的事例の研究、組合員の経営力強化を図るための技術等の習得を目的とした講習会等の開催を支援します。
〈本会主催で実施するため、原則利用者の経費負担なし〉

TEL：088ー845ー8870 E-mail:info@kbiz.or.jp

P！
集客力U

構成員の２分の１以上が小規模事業者（常時使用する従業員の数が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）である組合
及び企業組合等

研修会・講習会の開催支援 ≪課題対応支援≫

高知県中小企業団体中央会 連携推進部

新規顧
客
獲得！

対象組合

専門家の助言で直面する課題への対応・解決を支援 ≪課題対応支援≫

お申込み・問い合わせ先

イベント
な
的
果
効
作成して
を
シ
ラ
チ

令和２年８月３日（月）～ ８月31日（月）

組織運営において直面する様々な課題に対して、特に専門性が求められる場合に弁護士、税理士、社会保険労務士等を派遣して解決を図
ります。 〈利用者の経費負担なし〉

4

組合の認
知度
を上げて

3次公募

②新型コロナウイルスの影響を乗り越えるための前向きな取り組み

【例】経営に及ぼした影響への対処、感染防止対策を取り入れた非対面型のビジネスモデルへの転換等
〈補助金額〉 上限100万円 下限10万円
〈補 助 率 〉 ４分の３以内
〈対象経費〉 機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、設備処分費、委託費、外注費
※感染防止対策の備品類購入も対象

2

事業概要

ー取引力強化推進事業ー

担当

古谷

支援事業を活用したこれまでの主な取組事例

★組合員サービス紹介ホームページの制作（高知県電機商業組合）
お客様の困りごとを解決する電気店を紹介する情報発信サイト「でんきのつえ」を作成しました。このサ
イトでは、組合員が行っている、各種困りごとを解消するサービスを紹介。サイトから、最寄りの電気店を検
索することができ、組合員の魅力を発信しています。

★組合製品パンフレットの作成（高知県木製品工業連合協同組合）
組合及び組合員が展示会等での販売促進のために、
組合員の取り扱う製品を一まとめにしたパンフレット
を1,000部作成しました。パンフレットには、首都圏保育施設や富裕層向けをターゲットとした各組合員の製
品を厳選し、特徴や魅力などを写真付で掲載しています。

●詳しくは、高知県中小企業団体中央会のホームページ（https://www.kbiz.or.jp）を
ご覧いただくか、下記までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先
7
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高知県中小企業団体中央会 TEL：088ー845ー8870

担当

髙瀨
へんしも情報 vol.232●
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補正
正・令和２年度
令和元年度補

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（２次締切）について

採択者名称

事業計画名

株式会社浅川自然食品工業

災害対策ニーズに対応した、
超長期保存備蓄水の量産体制構築

有限会社アリス

四国初！ 電子カルテシステム等導入によるテレワーク勤務・オンライン診療可能な新し
い動物病院モデル構築と働き方改革の実施

株式会社泉井鉄工所

ＣＮＣ大型立型旋盤導入でデータ在庫による効率ＵＰ／コスト削減

株式会社ウイング

先進安全自動車対応設備導入と車検工程内製化による収益向上

有限会社上田電機

クレーン製造工程のボトルネック解消によるコロナ禍対策

えびす歯科・矯正歯科クリニック

新興感染症有事に備えたヨーロッパ基準の感染予防システムの構築

株式会社オガサ製工

ＩｏＴが建設を変える！遠隔調査システム導入で実現する生産性向上

オガワマリンサービス

顧客満足度向上と新規顧客獲得のためのクレーン設備の導入

柏島ダイビングサービスＳＥＡＺＯＯ

海を満喫しながら余力時間のできる革新的サービス事業

株式会社慶尚グローバルパワー

高知県のソウルフードの挑戦！ コロナに打ち勝つ中食の提案！
！

株式会社高建総合コンサルタント

測量技術のＩＴ化による高機動な防災総合コンサルティングの実践

高知機型工業株式会社

オートクレーブ
（熱硬化成形設備）
の活用によるＣＦＲＰ製品の開発と事業化

高知県木協建材協同組合

ツーバイフォー工法住宅用のパネル製造設備導入による新事業展開

四国解体工業株式会社

車両リサイクル工程の効率化による早期廃車回収および金属素材抽出体制の構築

四国情報管理センター株式会社

次世代型サーバ基盤によるテレワーク環境の構築

四国スッピル工業有限会社

高精度高効率生産体制の確立による生産性向上とサプライチェーン毀損への対応

株式会社土佐テック

ペレタイザー部品製造に係る生産性向上の為の設備投資

直七生産株式会社

柑橘
（直七）
搾汁工場ライン改良による生産拡大と品質向上

中江産業株式会社

スマート林業の加速による国内回帰需要の受注獲得計画

中村ソーイング株式会社

ワイシャツ等縫製の一部自動化と配置転換による生産性向上と量産体制の構築

株式会社七和

新型コロナウイルスに負けない本格的な食品製造加工業への進出

株式会社西宮産業

ステンレス加工分野への本格参入に向けた機械整備事業

幡多美味工房

宿毛市からの挑戦！生産プロセス改善による
「地域資源」
流通促進事業

ハヤシ商事株式会社

最新自動包装機導入による環境配慮型包装資材を活用したピロー型ティッシュペー
パーの開発及び生産性向上

街のパン屋さんＰｅｒｏｒｉ

コロナショックにより発生した新たな消費者ニーズに対応するための設備投資

株式会社三浦屋海産

地域資源を最大限に活かす、
効率的冷凍保管システムの構築

ＹＡＭＡＫＩＮ株式会社

歯科用樹脂ブロック向けガラスフィラーの内製化による高付加価値およびコスト優位性
の実現

株式会社山本工作所

歯切工程の高速化・高精度化による産業機械部品の生産改善計画

株式会社山本商事

クラフトビールの新規顧客層への展開を目指す、
充填ラインの導入

有限会社吉永鰹節店

新型コロナに負けない、
水産資源を活用した機能性新商品の製造販売

●採択結果については全国中央会HPもご覧ください

お問い合わせ先

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につきまして、
引き続き公募
中です。新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者には、
補助率の引き上げや、
補助金額の上
乗せが行えます。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。

●補助事業の概要

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
〔一般型〕
の２次締切につきましては、
令和２年３月31日
（火）
から５月20日
（水）
までの期間において公募を行いましたところ、
全国で5,721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30事業者が採択されました。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金に
ご応募ください

http://portal.monodukuri-hojo.jp/

概

要

中小企業者等が行う設備・システム投資等を支援

補助金額

【通常枠・特別枠】100万円～1,000万円
【事業再開枠】上記に加えて、50万円上乗せ

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）

対象経費

【通常枠】機械装置・システム構築費、技術導入費、運搬費等
【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

詳しくは全国中央会HPをご覧ください

http://portal.monodukuri-hojo.jp/

ものづくりの基盤技術強化を図る研修会開催案内
－令和２年度ものづくり担い手育成事業－

開催案内

参加者募集!

■機械加工技術者研修

汎用旋盤技術研修
開催
日時

8月26日水・27日木

両日とも午前9時30分～午後4時30分

開催 高知職業能力開発短期大学校
場所 「FAシステム実習室
（209）」
香南市野市町西野1595 ー1
お問い合わせ先

高知県中小企業団体中央会

連携推進部

無料

【研修概要】
本研修は、県内機械加工技術者の育成を目的として、汎用旋盤の基本的な技
術及び知識習得を目指します。研修では、座学だけでなく、実技として汎用旋
盤を実際に操作し、
簡単な加工処理も行います。

【講

師】 高知職業能力開発短期大学校 生産技術科 松谷 康平 氏

【募集人員】 10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。

URL：https://www.kbiz.or.jp/?p=6125&preview=true
TEL：088-845-8870 FAX：088-845-2434

担当

小澤

（50音順）

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）

TEL：０８８－８４５－６２２２
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高知県建具協同組合

県民室へ飛沫感染防止
パーテーションを
寄贈しました！
高知県建具協同組合（平山雅邦理事長）では、去る
７月２２日（水）、高知県庁１階「県民室」へ、県産材を
活用した『飛沫感染防止パーテーション』
を寄贈しま
した。贈呈式では、平山理事長より◦◦総務部長に
パーテーションを手渡しました。
この『飛沫感染防止パーテーション』は、オーダー
メイドでどんな空間にもアレンジできる当組合の建
具技術を活かして、新型コロナウイルス感染症対策
で地域に貢献できないかを考え製作したものです。
「With/Afterコロナ」の状況でも、多くの皆様に少

帯屋町一丁目商店街振興組合

おまちdeプチ夏まつり 開催中！！
～土曜夜市できなくてごめんね！
でも 高知のおまちでは プチ夏祭り絶賛開催中です！
！～
帯屋町一丁目商店街振興組合（文野達朗理事長）では、新型コロナウィルスの影響により、残念
ながら中止となった、毎年恒例の土曜夜市に代わり、
『 おまち de プチ夏祭り』
を開催しています。
内容は、家族揃って楽しめるスーパーボールすくいや金魚すくい、ボールゲームなど盛りだくさ
ん。会場では、ソーシャルディスタンスを心がけながら、マスクや消毒液を設置するなど、感染防止
対策をとりながら実施しています。
なお、今回の夏祭りは、例年とは異なり夕方に開催していますのでお間違えないよう。ご家族連
れ、お友達同士お誘い合わせのうえ、おまちでこの夏をエンジョイしましょう。

●開催日時／8月1日
（土）、8日
（土）15：00〜18：00
●開催場所／帯屋町一丁目・新京橋アーケード・中央公園
●出店内容／《商店街アーケード》 スーパーボールすくい、金魚すくい、パチンコ、
ボールゲーム、
ガラガラ お面販売 etc
《中央公園》※雨天場所変更 ダンスパフォーマンス
●お問合わせ先／帯屋町一丁目商店街振興組合
TEL：088-824-8830

しでも安心して県民室をご利用いただければ幸い
です。

高知県商店街振興組合連合会・高知市商店街振興組合連合会（青年部）

【お問い合わせ】
高知県建具協同組合
高知市杉井流15番20号

オンライン研修会を開催しました！
TEL：088-883-6665

高知県木製品工業連合協同組合

木の建物相談・木製品ショールームが本格スタート！

新型コロナウイルス感染症の影響により、
リモート会議等、オンラインを用いる機会が増えています。
そこで、高知市商店街振興組合連合会青年部（堅田佳嗣青年部長）では、高知県振連の事業を活用し、
６月２３日（火）、
７月３日（金）、
７月９日（木）の３日間、
『 ZOOM（WEB会議アプリ）』
を用いたオンライン研
修会を開催しました。
研修会には毎回約15名が参加し、新しい会議手法を体験するとともに、商店街の歴史から経営者とし
ての考え方やノウハウを学ぶなど、大変有意義な研修となりました。

【研修会内容】
第1回：WEB会議の手法を学ぶ（講師：高知大学地域協働学部

俣野 秀典氏）

第2回：商売の現場で活かせるファシリテーション（講師：同上）
第3回：商店街

温故知新（講師：高知大学地域協働学部

今城 逸雄氏）

高知県木製品工業連合協同組合（池 龍曻理事長）の、組合員製品を展示する木製品ショー
ルームが、こうちエコハウス内の「ぷらっとホームMOKU」にて本格的にスタートしました。
「ぷらっとホームMOKU」は、高知県木材普及推進協会が、木造建築や木工製品の情報発信
拠点として開設しているもので、木製品のショールーム以外にも木の建物相談や木のものづく
り教室などが行われています。
多くの皆様に木の魅力を感じていただきたいと思いますので、ぜひ一度遊びに来てください。

【お問い合わせ】

ぷらっとホームMOKU
高知県南国市緑が丘1丁目1201- 5（こうちエコハウス内）
HP／https://platform-moku.jimdosite.com/
定休日／火・水曜日
営業時間／10時～17時（相談受付は、16時まで）

高知県木製品工業連合協同組合

掲載無料
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HP／http://www.k-kenmoku.com/mokukouren.html/

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！
！

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/
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官公需
とは？

官公庁
（国・地方自治体）
や独立行政法人が、
物品購入や役務の提供を受けたり、
工事の発注をすること。

【理
事】

文

【顧

博

問】
【副 会 長】
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介
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【常任理事】

義
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【相 談 役】

藤

岡

俊

北
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山
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官公需適格組合とは

野
晃

野
精

西

田

中

正
島

山

本

伯

坂

貴

◦官公需法第３条において、
「…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。
」
と定められている
◦毎年閣議決定されている
「中小企業者に関する国等の契約の方針」
において、
「国等は、
中小企業庁が証明した官公需適格組
合をはじめとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。
」
と定められている
◦競争参加資格審査における
「総合点数の算定特例の活用」
「官公需適格組合の発注機関別の受注実績の公表」
、
を行うことと
している
◦「国は、
地方公共団体に対する官公需適格組合制度の一層の周知に努める。
」
こととなっている

長】

●法律等によって、
組合活用の促進が図られている

矢

田

中小企業の制約の多くは、
経営規模が小さいことに起因するものが大半ですが、
１社では受注できない案件でも、
組合員が共
同して受注すれば契約を履行できる場合が少なくありません。

【会

町

●共同受注事業で、
受注機会の増大が図られる

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）
〈官公需適格組合数〉
…全国：883組合
（Ｒ２年３月末現在）

【証明基準】

誠
榊

三

原

木

英

康

之

弘

《物品・役務関係》

《工事関係の証明基準》

※物品・役務関係の証明基準に加えて下記基準を満たす

光

（順不同）

穂 岐 山 信 介

実

●官公需情報・適格組合制度に関することは、
本会（官公需総合相談センター）
までお問い合わせください！

紀

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公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する
施設若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

博

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

吉 澤 文 治 郎

【証明期間】
３年

暑中お 見舞申し上げます

高知県中小企業団体中央会

組合で官公需を受注するメリットは？

令和二年

中央会 だより

組合で官公需の受注に取り組みましょう！

本会（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。

〈官公需総合相談センター〉 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内

TEL：088－845－8870 FAX：088－845－2434
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小澤
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令和２年 暑中お見舞い申し上げます

令和２年 暑中お見舞い申し上げます

高知県印刷工業組合

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
森
祥一
高知市上町1丁目1番1号
TEL 088－875－2472
理事長

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
〒780-0901 高知市上町3丁目4-19 TEL088-824-0815 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

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

コンフォート・ワーキング協同組合

松井将司

理事長
高知市はりまや町一丁目7番7号
TEL 088－802－7782

こうちＩ
Ｔ事業者協同組合

西村悦一

代表理事
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
●へんしも情報 vol.232

高知支店長

和田喜勝

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

高知県建設業協同組合

大 西 み ちる

森山

西野精晃

株式会社 三翠園

石川孝美
TEL 088－822－0131

はりまや橋商店街振興組合

剛

小谷一雄

県庁まで徒歩５分 山内神社に隣接 抜群のビジネス環境
様々なタイプの貸オフィス 入居者を募集しています

こうち企業支援センター

高知市鷹匠町1丁目3‐22
よさこいビジネスプラザ１階
TEL 088－802－4351

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

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

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
営 業 支 社 長

廣末幸彦

課 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

松井洋介

支店長
高知市駅前町4－15西山ビル
TEL 088－824－5795

浅津

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

官公需適格組合

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

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
石 川
巌

愛宕商店街振興組合

高知県テント・シート工業組合

理事長
高知市はりまや町1-5-14
TEL 088－882－4174

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

三井住友海上火災保険㈱高知支店

代表取締役

高知市廿代町15の1
FAX 088－823－3559

文野達朗

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

高知市商店街振興組合連合会

理事長
高知市本町4丁目2番15号
TEL 088－872－8962

TEL 088－823－3558

竹村昭彦

帯屋町一丁目商店街振興組合

大橋通り商店街振興組合

理事長
高知市本町3丁目2番15号
TEL 088－825－4025

理事長

高知市与力町13番6号
TEL 088－802－8680

帯屋町二丁目商店街振興組合

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

15

筒井善樹

おびさんロード商店街振興組合

廣末幸彦

共和印刷株式会社 企画・デザイン室 oﬃce Jam

理事長

高知県酒造組合

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.232●
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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 088－881－6349 FAX 088－881－6350

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

奴田原惇郎

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
●へんしも情報 vol.232

ゆずまくん

太海

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
TEL 088－883－8504

本山博文

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

池

龍曻

高知市小倉町2番8号
FAX 088－884－1697

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

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

高知青果商業協同組合

畠中泰 久

理事長

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

楠瀬彰彦

代表理事

高知市弘化台12の12
TEL 088－882－4929

高知県央生コンクリート協同組合

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

お

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

理事長
高知市桟橋通3丁目25－20
TEL 088－833－6388

高知県室内装飾事業協同組合

明日の経営を創造する

所長

高知県遊技業協同組合

木 のこころを 伝 える

小川康夫

代表理事

奴田原税理士事務所

～身近で気軽な大衆娯楽～

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

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

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 088－883－8810

高知市管工事設備業協同組合

赤帽高知県軽自動車運送協同組合

高知県板金工業組合

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

パチンコ・パチスロ

有限会社 川村印刷

協同組合 丸和林材

村田大祐

高知市知寄町2－3－2
TEL 088－884－7052

福岡豊樹

代表理事
高知市本宮町105番地25
TEL 088－821－7777

高知県理容生活衛生同業組合

高知県コンクリート製品工業組合

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

高知市中央卸売市場
青果仲卸業協同組合
代表理事

TEL 088－875－6709

東﨑幸男

高知市中万々85番地3
FAX 088－824－0053

万々商店街振興組合

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

理事長

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
（高知電気安全サービス）
理事長

池澤啓輔

高知市弘化台12の12
TEL 088－883－4725

丸十事業協同組合
理事長

田部博史

高知市若松町3の25
TEL 088－884－3111

高知県葬祭業協同組合

徳武

孝

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

高知県美容生活衛生同業組合

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

高知県中央地区生コン協同組合
理事長

仮谷征二郎
高知市朝倉戊773番地1
TEL 088－856－7780

高知県石油業協同組合

高知県菓子工業組合
代表理事

高知市弘化台12の12
TEL 088－882－5401

高知中央市場鮮魚買受人協同組合

バーバーくんマークのお店に来店下さい！

理事長

岡村啓司

吉村保利

高知市大原町87の8
TEL 088－832－7822

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」

高知県生コンクリート工業組合

山中

伯

理事長
高知市城山町183番地5
TEL 088－833－3110 FAX 088－833－3242
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高知医師協同組合
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川越税理士事務所

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

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

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

代表取締役

片岡 孝元

高知個人タクシー協同組合

尾﨑詳司

理事長
高知市一宮南町一丁目8番37号
TEL 088－845－1825

下 本 満 男 前中社労士事務所

高知卸商センター協同組合

町田

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

廣末幸彦
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理事長
高知市布師田3992の2

誠

久松朋水

高知市布師田3961
TEL 088－846－1171

他役員一同
TEL 088－845－8870

宰

高知市大津乙1793の1
TEL 088－866－7300

理事長

明石健市

高知市大津乙1879の9
TEL 088－866－0520

小松

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

理事長

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

植野陽雄

他役職員一同
TEL 088－845－2221

大原繁次郎
高知市介良乙3675番地
TEL 088－860－6300

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

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

町田直明

田村

理事長

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

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

代表理事

下村

高知県自動車車体整備協同組合

外国人技能実習生受入管理団体

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

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

平山雅邦

理事長
高知市杉井流15番20号
TEL 088－883－6665 FAX 088－883－6669

理事長

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

高知県墓地環境整備協同組合

高知県食品外販協同組合

高知市布師田3992の2
TEL 088－845－8870

島田

篠原裕一

理事長
高知市南御座10番13号
TEL 088－861－6660

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

会長

協同組合
高知県介護福祉支援センター

協同組合 高知機械工業団地

太陽特殊鍛造協同組合

理事長

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

高知県建具協同組合

理事長
高知市南御座19番31号
TEL 088－884－1319

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

高知市ハイヤー協同組合

人材育成をサポートし、継栄に貢献する

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

高野広茂

代表取締役

高知県自動車整備商工組合

高知工作センター協同組合
〒781-8136 高知市一宮西町1丁目8番22号

高知市再生資源処理協同組合

株式会社高知丸高

紘

高知市布師田3992の2
TEL 088－846－2333

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

山本佳和

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

室戸黒潮協同組合

土佐山ファクトリー協同組合

仁井田誠

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

清岡哲也

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

正

香南市赤岡町1365
TEL 0887－55－2175

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.232

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

－鍛冶屋創生塾－

泉

野村哲志

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

理事長

川和良

南国市稲生1328
TEL 088－865－1776

今田

尚

穂岐山信介

理事長

小松秀則

南国市小篭808番地1
TEL 088－863－0018

中村義仁

協同組合 やすらぎ市

今村義男

代表理事
南国市浜改田1277番地1
TEL 088－880－7030

井澤

傳

－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

さめうら荘レイクサイドホテル

髙橋豊明

代表理事
高知県土佐郡土佐町田井146－1
TEL 0887－82－1020

理事長

代表理事

事業協同組合
高知総合輸送センター
理事長

北岡邦夫

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

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

菅

章哲

理事長

南国市比江２６５番地２６

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

高知物流ネットワーク協同組合

高知県中央木材工業団地協同組合

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

長岡郡本山町本山526－1
TEL 0887－76－2230

人材支援協同組合

南予木材企業組合

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

佐古田洋市

南国市大埇甲1788番地

高知介護サービス協同組合

理事長
香美市土佐山田町上改田113－1
TEL 0887－53－9530

理事長

土佐石灰工業協同組合

土佐石灰化工協業組合
代表理事

嶺北建設業協同組合

土佐さめうら企業組合

高知県トラック団地事業協同組合

高知県青果物出荷商業協同組合

高知県生コンクリート東部協同組合
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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－

藤川

理事長
長岡郡本山町助藤1372
TEL 0887－76－3355

南国市土曜市協同組合

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

佐藤 正

代表理事
安芸市本町二丁目7番5号
本町コミュニティセンター内
TEL 0887－34－3033 FAX 0887－34－3093
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

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

協同組合 韮生の里

郷土のために

レイホク木材工業協同組合

安芸本町商店街振興組合

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

理事長

吉野川リビング協同組合

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

へんしも情報 vol.232●

22

令和２年 暑中お見舞い申し上げます

令和２年 暑中お見舞い申し上げます

土佐信用組合

土佐市青果商業協同組合

横山英生

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

山本周児

大勝敬文
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

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

嶋﨑勝昭

越知町仁淀川山椒企業組合

理事長

市川正孝

須崎市港町76
TEL 0889－42－1001

山中直樹

杉本貞雄

須崎市南古市町6－6
TEL 0889－42－2429

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

矢野博正

理事長
高岡郡檮原町上折渡98番地
TEL 0889－62－2922

高岡郡梼原町太郎川3799-3
T e l .0889-65-1100

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

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

金谷光人

理事長
四万十市右山元町3丁目3の26
TEL 0880－34－3100

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
高岡郡四万十町琴平9番29号
TEL 0880－22－4330 FAX 0880－22－3475

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

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

増田博和

理事長
四万十市具同7388番地9
TEL 0880－37－0046 FAX 0880－37－0578

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

國吉康夫

理事長
四万十市中村天神橋29番地
TEL 0880－31－0280

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

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

協同組合 ウッディ四万十

下田海運協同組合

四万十マヒマヒ丸企業組合

大正建設業協同組合

國澤隆英

理事長
高岡郡四万十町茂串町1－14
TEL 0880－22－0465

四万十市商業協同組合

株式会社 シマント

梼原林産企業組合 －ゆうりん－
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高知県西部自動車整備協業組合

天神橋商店街振興組合

山に遊び林に愉しむ 林家と未来を考える
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聖

幡多生コンクリート協同組合

企画・ど久礼もん企業組合

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

田邊

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

中村地区建設協同組合

高陵建設業協同組合

理事長
須崎市南古市町6番6号
TEL 0889－42－0033

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

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

代表理事
吾川郡いの町葛原231番地4
TEL 088－869－2333

理事長

理事長

しばてんカード協同組合

とおわ守人企業組合

理事長

石﨑

順

協業組合 テスク

聖

理事長
高岡郡四万十町口神ノ川696－2
TEL 0880－22－3049

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
情報連絡員報告

DI=
（増加、好転）
（減少、
悪化）
DI
（景気動向指数）
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業界の状況
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2020年6月（前年同月比）
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5月

売 上 高
収益の状況
業界の景況

▲60.0
▲60.0
▲63.3

商店街（四万十市）

ライフスタイルの変化の為？か、スーパー、ドラッグ等の売上は
好調。給食再開の為一部業務は売上げが上がってきたが、飲
食店・ホテル・冠婚葬祭・娯楽施設・街路市等まだまだ大変な
業種が多く、全体としての売上が回復するのはまだ先のこと。

夏のイベント等すべて中止で人の流れが商店街に向
かって来ていない。6商店街連合会で「コロナ対策
プレミアム商品券」を計画中。

生鮮魚介卸売

旅館・ホテル

カツオ、マグロ、小物等は全般的に順調に入荷され
ている。閉めていた店が再開しはじめた。需要が少
なく売り上げが元に戻っていない。

先月と比較すると、仕事での長期滞在等多少好転し
ている施設もあるが、(予約が入らなかったり、イ
ベントが中止となるなど)まだまだ先の見通しが立
たない。

各種小売（土佐市）

飲食店

コロナが少し落ち着いたようには見えるが、元に戻
るには厳しい状況。どれくらい長期戦になるのか、
不安が大きい。

中食メインの店舗や麺類店等はコロナ禍以前の売り
上げに戻りつつあるのだが、居酒屋や繁華街の料理
店等は集客が依然として少なく、格差が大きくなっ
てきた。

ガソリンスタンド

旅行業

OPECは減産で需要調整を図り、原油価格を元に戻そうとしてい
る。市況では販売価格は上昇だが売上数量は少しずつ戻りつつ
あるものの、まだ時間が必要。コロナウイルスが終息したわけで
はなく第二波、第三波と来るかもしれないことの不安は募る。

組合、全旅クーポン売り上げ、前年同月対比
0.03%。高知県の助成による日帰りモニターツアー
の催行が増加する見通しだが、クーポン売り上げに
はつながらない見通し。

電気機械器具小売

一般土木建築工事

6月は全商品平均で前年比108％。エアコン115％、
テレビ106％、冷蔵庫102％、クリーナー98％。訪
問活動ができない。

令和2年6月分の公共土木用生コン出荷量は、前年同月比
96.6％。公共工事請負金額は前年同月比で110.1％。防災・減
災対策工事、高速道路の延伸工事などの大型工事は継続して
いる。新型コロナウイルスの影響は現在のところは少ない。

中古自動車小売

電気工事

先月同様、オークション市場の流通量減少や相場の不
安定により仕入が思うようにできず、展示車両や注文
車両が確保できない。販売店により異なるが、来場者、
問い合わせ等の減少により販売に繋がらない状況。

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163.6％となった。高知中央地区が大幅に増
加(178.9％)した。

商店街（安芸市）

一般貨物自動車運送

コロナによる外出自粛が解除され１ヶ月が経つが、
以前のような客数までには回復していない。需要が
減り、来店客が減少している。

6月に入り値下がりしていた燃料価格が値上げに転
じた。コロナの影響はまだ続いており、物量は回復
していない状況で厳しい経営が続いている。

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73.1％ 台数：
80.5％。通行量調査では、前年比で平日が71％、休日が61％と
徐々に回復しつつあり、中止となった「土曜夜市」の代替えイベ
ントとして、7/25・8/1・8/8 に「おまちdeプチ夏祭り」を開催予定。

実働1日1車当りの前年同月比営業収入：66.1％、輸送回数：
69.4％。実働率は39.1％。新型コロナウイルスの影響は、各社に
より異なる。実働率が低く、増収にはならないが、週末の客足
が増えてきたとも云っているものの、やはり不安は大きい。

-80

…やや悪化

…悪化

食品団地

生コンクリート製造

6月度も引き続き、コロナウイルスによる悪環境。
県内飲食店向け、旅館ホテル向け食材は低調。物販
もスーパーは別にして、観光関連商品も低調のまま
で、今後の経営悪化が心配。

需要に地域的偏在がある。天候に左右される業種の
ため、この時期は納入予定が狂うことも多い。

酒類製造

コンクリート製品

4・5月と比較し、県外出荷、飲食店向けはやや回復基
調にあるが、コロナ禍以前の状況とまでには予測不
能の状況。宴会、イベント、会合の自粛、観光客の減
少による土産品の減少等大幅な売上減となる。

出荷数量は、前年同月比121％。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、6月分も継続している。

テントシート

機械団地

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。現在の状況まだまだ続くと思われる。

新型コロナウイルス感染症関連では、一部に取引先
の生産縮小による受注減や営業活動の自粛を余儀な
くされるなど、徐々に業況に影響が出はじめている。
団地内の景況は横ばいから下降傾向にシフトか？

木製品素材生産

刃物製造

材価の下落、受け入れ量の縮小等により少なからず
影響が出始めた状況である。木材価格の下落が1～
2割、生産数量は1割程度ダウンしている。製材所
等の受け入れが2割程度減。

イベント等小売業の得意先の受注は若干減少しているが、
他の問屋関係は変化は少ない。4月・5月の土・日曜は小売
の方は閉店していたが、6月は昨年以上の売上となった。イ
ベント等がなく、小売・行商の得意先がどうなるか心配。

製材

船舶製造

コロナウイルス、梅雨の影響のうえに、需要の停滞
で全般に低調である。この状態はしばらく続きそ
う。

海外営業活動の停滞はあるものの、生産活動は高い
水準で推移している。

製紙（家庭紙）

珊瑚装飾品製造

県内家庭紙メーカーは、5月連休明け頃から注文量
が減少。6月は、各社軒並み売り上げが落ち込む。
予想していた事ではあるが、厳しい状況となる。

新型コロナウイルスの影響は依然として大きく、6
月の製品会取引額は前年同月比42％となった。

印刷

卸団地

官公需は減。県内民需も先月に引き続き新型コロナ
ウィルス感染症の影響で減。県外需要はイベントが
らみが最悪で激減。6月も大幅に前年を下回った。

１．高知県下の外食、観光は自粛解除のあとも、多
くの店舗が大きく売り上げを落としている。２．一
番の問題は、先が見えないこと。再び自粛があるか
もという不安でモチベーションが上がらない。
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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
URL https://www.kbiz.or.jp

〒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

