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中央会だより

四万十市商店街振興組合連合会

CLOSEUP ! ものづくり 大豊町碁石茶協同組合
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金募集中です！
           地域共通クーポン券の事業者登録が始まります！
組合NEW FACE
ものづくりの基盤技術強化を図る研修会の報告及び開催案内
中小企業組合検定試験のお知らせ
組合事務局人材育成セミナーのお知らせ
第1 回 外国人技能実習制度適正化講習会を開催しました
組合いんふぉめーしょん

11

お知らせ

13

県内各業界の動向・7月

事業主推薦制度のご案内
高知県地場産業大賞募集のご案内

土佐一條公家行列「藤祭り」
（2019年5月）

おらんくの組合
ちくと

四万十市商店街振興組合連合会
組合プロフィール

理事長

土居

愛明

氏

所 在 地： 高知県四万十市中村小姓町46番地
会  員  数： 6商店街振興組合
設
立： 平成3年2月
主な事業： 共同販売促進、
共同宣伝、
教育情報提供

土佐の小京都・中村
“連携”の力で賑わいを
四万十市中心商店街の強みは“連携”
当連合会は、京町、天神橋、一条通、東下町、栄町、大橋
通の６つ商店街、約200店舗で構成されています。四万十
市中心商店街は、病院、銀行、行政機関など生活基盤とな
るインフラが集まり、住民の暮らしと一体となった所謂コンパ
クトシティで、
近年は映画やドラマの効果もあり、
県外や海外
からの観光客も増加していました。
しかし、
コロナで状況は一変しました。
日常の買い物はも
とより、
５月の土佐一條公家行列「藤祭り」、
８月のしまんと納
涼花火大会「しまんと市民祭」、
10月の「四万十川ウルトラマ
ラソン」など、大きな行事がことごとく中止となるなど来街者
が急減し、
どのお店も非常に厳しい状況が続いています。
それでも皆「下を向いてもしょうがない」
と、
アフターコロ
ナ、
ウィズコロナに向けて、個店や各街で工夫を凝らしなが
ら前を向いています。商店街における様々な活動の中でも、
当連合会の強みと自負しているのが「連携」、言い換えれ
ばチームワークです。
このチームワークの力が発揮された３
つの連携、
「若い世代の連携」、
「官民の連携」、
「女性の連
携」
をご紹介します。

新スポット「Shimanto+Terrace
（しまんとテラス）はれのば」誕生
まずは次代の商店街を担う
「若い世代の連携」です。
今年４月10日
「四万十の日」、
カフェや広場を備えた施設
「Shimanto+Terrace はれのば」が天神橋商店街にオー
プンしました。
「はれのば」は、街に人が集まれる場所を作ろ
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うと若手商店主ら５人が５年越しに計画を練り上げ、
共同出
資のまちづくり会社「四万十にぎわい商店株式会社」
（右城
一仁代表取締役）
を立ち上げて建設しました。
施設は約640平方メートルの敷地に、木造２階建ての店
舗部分、
ウッドデッキを備えた広場などがあります。店舗部分
では同社直営のカフェ
「ｎ２」のほか、
焼き肉や和食などのテ
ナント４店が地元食材を使った食事などを提供しています。
広場は市民等が持ち込むイベントなどに無償で貸し出すと
ともに、
日頃は地域住民や学生さん、来街者の皆さんのくつ
ろぎの空間として活用していただくなど、皆が集まりたくなる
気分の晴れる場所となることを願って造られました。
彼らは、
「はれのば」が街の集客力と回遊性を向上させ
るとともに、
この場所で得た利益を「まちづくり」に還元する
ことで、真の意味で商店街の拠点となることを目指していま
す。高い志と情熱を持った彼らの連携の力があって初めて
成し得たプロジェクトだと思います。

絵に描いた餅からの逸出
はれのば 完 成の約 1 年 半 前 、四 万 十 市のお世 話で
「四万十市中心商店街活性化協議会」が発足し、行政と６
商店街の執行部が集まって商店街活性化に向けた検討が
開始されました。
目的は「はれのば」完成後、
その波及効果
を最大限に得るために何ができるか、
何をすべきか、
それを
商店街全体で検討するためです。
そこで最初に官民共通認識として申し合わせたのが「絵
に描いた餅」はやめようということでした。理想論ではなく、
小さなことでも良いので実現可能なことだけを決める。
そし
て決めたことは必ずやる。
この前提のもと、
四万十市商店街
の長所を伸ばし、短所を補うために６商店街が連携して行
う10事業を選定しました。
そのスタートアップ事業が「身内で商店街ツアー」です。
こ
れは、
自店に来店したお客さんに尋ねられた時に、
他店を紹
介する
「店舗紹介サービス」
を行うための前身として発案さ
れた事業で、店主同士が互いの店の経営姿勢や強みを知
る機会を持つため相互に店を訪問します。店主から説明を
聞く機会を設けることで自店の強みの明確化や訴求方法を
ブラッシュアップすることも目的としています。
ツアーはこれま
でに計２回９店舗で、
商店主のほか市職員や支援機関も参
加して行われ、
今後も定期的に実施していきます。

商店街で「人生ゲーム」

策定された10事業のひとつに「まちあそび人生ゲーム」
というイベントがあります。
これは、女性の連携により開始さ
れた事業で、商店街のお店をスゴロクのマス目に見立てた
出雲発祥のイベントです。
当連合会女性部、通称「四万十玉姫の会」は、平成17
年の発足以来さまざまな活動に取り組んできましたが、新
規のお客さんに来店いただくことに大きなハードルを感じ
ていました。その解消に向けて閉店後の夜に連日集まって
研究と検討を重ね、
四万十版人生ゲーム開催にこぎつけま
した。
このイベントでは、参加者はルーレットの出目に従って
次々とお店を回り、
そこでゲームを楽しみながら店主と話を
したり、商品を見たりすることでお店を知るきっかけ作りが
可能です。
第２回目の開催となった昨年は商店街店舗のほかにも、
一條神社、
郵便局、
社会福祉協議会、
商工会議所、
専門学
校など外部からも多数出店するとともに、
学生や銀行員など
地域から多数のボランティア協力をいただくなど、地域に根
差したイベントとなりました。参加者からも
「歩いてみると地
域に色々な良いお店がある事に気づいた」など新規顧客
獲得につながるコメントも多く寄せられました。
このほかにも様々な連携が行われおり、
６つの商店街が
一枚岩となってコロナに打ち勝つよう邁進しています。歴史・
文化・自然に恵まれた四万十市にぜひお越しいただければ
と思います。

こ れ 知 っ ち ょ い て

コロナに負けるな！商店街応援商品券
新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい状況が続く店舗をもり立てようと、購入価格の１割増しの金額分を参加店舗で利用
できる
「商店街応援商品券」を発行しています。商品券は、傘下６商店街振興組合に加盟しているスナックや居酒屋、
カフェといっ
た飲食店、美容院や薬局、鮮魚店など１９８店舗の共通券、
６商店街の飲食店限
定、栄町商店街限定の３種類です。

■販売金額 １万円〈１万１千円分（５００円券２２枚）〉
■有効期限 令和２年１２月３１日
■販売場所 中村商工会議所・各商店街
ずっと気になっていたけど行ったことのなかったお店も、
この機会に利用して
はいかがでしょう。

【お問い合わせ先】ＴＥＬ：０９０-８９７２-４２２０
（担当：土居）
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ものづくり・商業・サービス補助金採択企業の取組み紹介

ものづくり

組合でもものづくり補助金を活用しています！

大豊町
碁石茶協同組合
〒789-0250 長岡郡大豊町黒石343番地1
TEL／0887-73-1818
http://514.or.jp/
代表者名／代表理事 小笠原 功治
従業員数／２名
事業内容／碁石茶の製造・販売

事業
計画名

供給不足の解消と後継者育成の
ための設備導入

背 景

⑵碁石茶裁断機

「碁石茶®」は、高知県大豊町の山地で秘伝ともいえる独特

て、以前は大型の包丁による手作業で行っていました。

の製法で作られる完全発酵茶です。茶葉の製造過程で天日
干しをすると、茶葉が黒く乾燥し、その様子が碁盤の上の碁
石のように見える事から「碁石茶」の名前が付いたと言われ
ています。日本では大豊町でしか生産されておらず、その希
少性から「幻のお茶」とも呼ばれ、長年にわたり親しまれてき
ました。

２台

「漬け込み工程」後に発生する茶葉の「裁断工程」につい
裁断機を導入した事で作業者の負担を大幅に軽減する事
が可能となり、サイズのバラつきや裁断ミスも解消され、裁断
工程の大幅な短縮化が実現しました。

事業の成果

特に平成27年にテレビ番組に取り上げられて以降は、売上

今回の設備導入により、組合の碁石茶生産体制が強化さ

が大幅に上昇し、需要に供給量が追い付かない状況が続い

れ、需要に対して供給量が不足している状態の解消に繋が

たことから、増産体制を整えるための設備投資が必要となり

りました。加えて木桶等の加工設備を保有していなかった

ました。

新規就農者でも、組合が漬け込み工程を行うことで加工作
業の負担が軽減・解消され、碁石茶の栽培に安心して取り

主な導入設備

組む環境が整備されました。

⑴木桶（※完全オーダーメイド品：
直径1.1m 高さ1.1m）×12桶

今後は発酵工程・裁断作業に導入した設備を活用し、高
品質の碁石茶を製造することで生産量、
販売額の増大を目指
します。

碁石茶の製造過程
に「漬け込み（発 酵）」
があり、
「 木桶」を使用
する事で 安定 的な発
酵が 可能となります。
木 桶はオーダー製品
で高額なことから組合
員（茶葉の生産農家）
が個々に備えることは大きな負担となっていました。
組合が木桶を導入することで、組合員の設備投資に係る
負担が軽減されるとともに、組合が漬け込み工程を一括し
て行う事で、品質の安定化並びに増産体制の確立に繋がり
ました。
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「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

国内での設備投資向け

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
（一般型）が 継続募集中です！
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は、補助率
の引き上げ、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
概

要

補助金額
補助率

対象経費

参

考

中小企業者等が行う設備・システム投資等を支援
【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
【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）
【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
過去にものづくり補助金を実施した事業者の導入設備・成果については、下記ＨＰから
ご覧いただけます。
【ものづくり補助事業関連サイト】 http://www.monodukuri-hojo.jp/

海外拠点での設備投資等も対象！

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金に
グローバル展開型が創設されました！
上記の一般型に加え、ものづくり補助金に中小企業等の海外事業の拡大・強化等を目的とした「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するグローバル展開型が創設されました。

●グローバル展開型の概要

補助金額  １，
０００万円～３，
０００万円
●グローバル展開型の申請要件

1
3

補助率   中小企業者 １/２、小規模事業者 ２/３

グローバル展開型については、以下のいずれかのか一つの類型の各条件を
満たすことが必要です。

類型：海外直接投資
グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構
築し、国内拠点の生産性を高める場合

類型：インバウンド市場開拓
サービス等の販売先の２分の１以上が訪日外国人
となる場合

2

類型：海外市場開拓

4

類型：海外事業者との共同事業

製品等の販売先の２分の１以上が海外顧客となる
場合

外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設
備投資等である場合

応募締切（一般型・グローバル展開型）    令和２年１１月２６日（木）１７時（４次締切）
詳しくは全国中央会HPをご覧ください http://portal.monodukuri-hojo.jp/
へんしも情報 vol.233●
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GoTo トラベル

地域共通クーポン券  の
事業者登録が始まります！
皆様ご存知の通り、7月22日以降出発分を対象として、
「GoToトラベル事業」が開始されました。

当事業では、各種旅行・宿泊商品が割引されるとともに、9月以降は、旅行先の土産物店、飲食店、観光施設、交通
機関など、幅広く使用できる地域共通クーポン券（旅行代金の15％相当額以内）が旅行者に配布されます。
クーポン券については、観光とは関連しない様々な業種においても対象となりますが、利用可能店舗となるため
には事前に事業者登録しておくことが要件となります。
詳細な登録方法等については次号に掲載致しますが、制度の概要や登録に関する情報については、下記ホーム
ページをご覧下さい。
（日々新たな情報に更新されています）

「事業者向け申請サイト」
（https://biz.goto.jata-net.or.jp/）
お問合せ先

TEL：0570-017-345
03-6747-3986  
（受付時間：10：00～19：00 年中無休）

CE
A
F
W
合 NE

組

土佐文旦産直協同組合
設

立

出資金

平成22年6月4日
750,000円

主な実施事業

所在地
組合員数

高知県土佐市積善寺926番地
13名

土佐文旦の共同販売

代表理事からの一言

西森 幹展
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代表理事

高知県の特産である土佐文旦、その本場土佐市の文旦農家が集まり主に共同販売事業を
行っています。県外のお客様が中心で、南国高知の大自然が伝わるような営業販売を心掛けて
います。
また、内部組織として農薬勉強会や栽培ノウハウ共有を行う栽培委員会と、組合員の親睦を
深めるためのレクリエーション委員会があり、相互扶助の精神で特産品土佐文旦のイメージ
アップと組合員の所得の安定に努めています。
このたび中央会に加入させていただくこととなりましたので、
よろしくお願い申し上げます。

ものづくりの基盤技術強化を図る
研修会の報告及び開催案内
－令和２年度ものづくり担い手育成事業－
■□ 開催報告 ■□

○機械加工技術者研修
製図の見方・読図能力向上研修

去る8月5日
（水）、6日
（木）の2日間、県内機械加工技術者を対象とした「製図の見
方・読図能力向上研修」
を、高知市布師田「ぢばさんセンター」にて開催しました。
本研修は、機械・プラント製図１級技能士であり、多くの本県ものづくり企業に対
して機械製図等に関するご指導をされている浜田昌宏氏（元セイレイ工業（株）取締
役開発部長）を講師としてお招きし、製図の基本的な知識及び技術の習得を目的と
して実施しました。
当日は、製図の規格や読み方等といった基本的な内容から、事例を交えながら製
図の重要性やメリットなどについての説明が行われました。製図経験のない参加者
もいる中、見る側にとって読みやすいもの、JIS規格に沿った正確なもの、加工し易さの観点を考慮した製図の留意点について、講師
の経験談も踏まえながらの講義でした。
ご派遣いただいた企業様からは、
「製造業以外からの中途採用者で、基礎を学ばせる機会が
得られてよかった」
、
「社内研修体制がなく、外部で学ぶことができてよかった」等のご感想をいただき、有意義な研修となりました。

■□ 開催案内 ■□

○機械加工技術者研修

参加者募集！

品質管理研修（労働災害対策編）
●開 催 日 時

９月29日㈫・30日㈬

●開 催 場 所

高知職業能力開発短期大学校「コミュニティホール」
（香南市野市町西野1595-1）

無料

両日とも午前９時～午後４時

【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、品質管理の内、
「労働災害対策」
の基本的な知識及び自社で水平展開できる技術・知識の習得を目指します。
【講

師】 高知職業能力開発短期大学校  生産技術科

広瀬 直俊 氏

【募集人員】 20名（※先着順）
【申込方法】 下記URL又は右上のQRコードより本会HPにアクセスして「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。
【

Ｈ Ｐ 】 URL：https://www.kbiz.or.jp/hinkan/

○熱処理技術者研修

熱処理技術研修（熱処理の基礎と金属組織）
●開 催 日 時

10月3日㈯・10日㈯

●開 催 場 所

高知職業能力開発短期大学校「コミュニティホール」
（香南市野市町西野1595-1）

両日とも午前９時～午後４時

【研修概要】 本研修は、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URL又は右上のQRコードより本会HPにアクセスして「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。
【

Ｈ Ｐ 】 URL：https://www.kbiz.or.jp/netusyori/

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：小澤

TEL：088-845-8870  FAX：088-845-2434
へんしも情報 vol.233●

6

中央会 だより

— 中小企業組合検定試験のお知らせ—

（令和２年度）

令和２年 12 月６日（日）
札幌・青森・仙台・郡山・さいたま・東京・静岡・名古屋・大阪・岡山・広島・山口・福岡・
鹿児島・那覇
6,600円（一科目免除者は5,500円、二科目免除者は4,400円）

令和２年９月１日（火）〜10月15日（木）
令和３年３月１日（月）

7
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組合事務局人材育成セミナーのお知らせ
本会では、組合役職員の方々を対象として、組合の運営管理上で必要となる組合制度及び事務手続き並びに、会計処理・
税務申告をテーマとしたセミナーを開催致します。当該セミナーは、組合検定試験対策（P５を参照）にも活用できますので、
新しく役職員となられた方はもちろん、既存の役職員の方も復習及びスキルアップの機会として、ぜひご参加ください。開催
場所等が確定致しましたら、正式にご案内させていただきます。

１．組合運営管理セミナー
テーマ

第１回

①組合制度の基礎
②年度末から総会後の諸手続き
③組合が行う届出・申請・登記手続き等のポイント
④演習問題（組合士試験問題から出題）

開催日時

10月21日（水）
13：00～17：00

開催場所

定

員

調整中

各
20名

２．組合会計セミナー
第１～２回は、基礎編として、会計の基本的なルールを学ぶとともに、実際に仕訳処理から精算表の作成まで講師の解
説を交えながら行います。第３回は、応用編として、基礎で学んだことを生かして、税務申告を作成に取り組みます。
テーマ

開催日時

第１回

・組合会計の基礎
・仕訳処理
・試算表作成

第２回

・決算整理仕訳
・精算表作成

11月4日（水）

第３回

・組合税制のポイント
・税務申告の作成

11月11日（水）

開催場所

定

員

調整中

各
20名

10月28日（水）
10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

※内容については変更となる可能性がございます。

お問い合わせ

高知県中小企業団体中央会 TEL：088-845-8870

担当：小澤



第1回 外国人技能実習制度適正化講習会を開催しました

本会では、去る８月６日（木）午後２時より高知市高須砂地「セリーズ」において、外
国人技能実習制度適正化講習会を開催しました。
会では、高松入国管理局審査部門統括審査官 宮崎勝彦・實末朋紀両氏より「新型コ
ロナウイルス感染症に伴う技能実習生等の出入国に関する留意事項と最新情報」を、
外国人技能実習機構高松事務所松山支所 川﨑健治氏より「新型コロナウイルス感染
症に伴う受入組合の留意事項と最新情報」についてそれぞれ説明をしていただきまし
た。また、本会より「外国人技能実習生受入事業に伴う組合運営の留意点等」について
説明しました。
昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、法令に多くの特例措置が設けられ
ています。今回の講習会では、関係機関より直接話を聞くことができ、
「外国人材を受
入れる組合にとって、最新の情報を得ることができる有意義なセミナーであった」との
声を多くいただきました。
尚、本会では、今年度中に第２回目の講習会を予定しております。
外国人技能実習生の受け入れに関連する組合や企業の皆様は、ぜひご参加下さい。
へんしも情報 vol.233●
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中央会 だより

土佐ふれあい協同組合

組合事務所を移転しました！
土佐ふれあい協同組合（坂本重法理事長）は、去る７月１3日（月）
事務所を移転しました。当組合では、約４００名の外国人技能実習生
の受入を支援しており、電子部品製造業や食品製造業、農業まで幅
広い分野で実習生が活躍しております。
新事務所は、以前の事務所の３倍の広さになり、会議室・研修室を
完備しております。
会議室では、TV会議システムを通じて、新型コロナウイルス感染
症の影響で入国待機となっている外国人技能実習候補生と、随時お
互いの状況を確認することができます。
また研修室では、入国したばかりの技能実習生が講習を行うス
ペースで、実習生は組合専属の通訳による講習を受講し、スムーズ
な実習生活スタートすることができます。収容人数も25人で、三密
を回避できる広さも確保しております。
当組合では、今後も環境の変化に対応していきながら、外国人技
能実習生の受入を通じた国際貢献活動に努めていく予定です。

〈新事務所〉 土佐ふれあい協同組合
〒781-1102

土佐市高岡町乙61-10

TEL：088-854-1005

高知中央電気工事業協同組合

電気設備を安全・快適に！点検・清掃ボランティアを行いました！
高知中央電気工事業協同組合（吉村保利理事長）
は、青年部（牧野晃三部長）の主催で、去る７月１８日
（土）、追手筋のLED灯および周辺公園の電気設備
点検・清掃活動を行いました。この取り組みは、毎年実
施しており、今年も追手筋のLED灯清掃や、近隣の藤
並公園、帯屋町公園、追手前公園の電気設備の安全点
検と照明器具の清掃を行いました。
今後も県下組合員の技術力と団結力をもって、地域
に貢献できるよう取り組んでいく予定です。

9
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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！
！

協同組合帯屋町筋、帯屋町一丁目商店街振興組合、
はりまや橋商店街振興組合

～プチイベントでコロナもイチコロ！～
お

ま

ち

高知の城下はこの夏も盛り上がりました！
！
新型コロナウイルス感染症の影響で、この夏は、よさこいまつりや土曜夜市など、例年商店街で開催している多くの大
型イベントが中止となってしまいました。
しかし、
「せっかくの夏休みを楽しんでもらおう！」と、高知市内の各商店街では､｢よさこいフラフ演舞｣や｢おまちdeプ
チ夏祭り｣など、今年初めてとなるプチイベントを開催しました。
急遽決まったものや、三密状態を回避する目的から、事前告知ができなかったイベントもありますが、来街者からは、
「すごくラッキー！来てよかった」
「やっぱり、何かやってるおまちは楽しい」など、満足した声が多く聞かれました。
日々変化するコロナの影響から、ギリギリまで内容を検討しているため、開催間近の告知となるケースもありますが、
各商店街では、秋冬に向け、安全に楽しめるイベントをいろいろ考えています。
決定したものは、各商店街やよさこいタウンのホームページ（http://yosakoi-town.net/）等において順次お知ら
せしておりますので、ぜひご覧になり、家族揃って街までお出かけください。

◦よさこいフラフ演舞
    （はりまや橋商店街 7/12、19）
主

催・・・
（公社）高知市観光協会、
高知よさこい情報交流館
協
力・・・はりまや橋商店街振興組合
参加団体・・・上町、大橋通り、万々歳、
無国籍、au、サボタージュ

◦おまちdeプチ夏祭り
    （帯屋町一丁目商店街・高知市中央公園
7/25、8/1、8）

◦まちなかよさこい
    （協同組合帯屋町筋
8/10～11）

参加チーム・・・
帯屋町筋、大橋通り踊り子隊
ほにや、ゑびすしばてん連

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/

へんしも情報 vol.233●
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令和２年度第35回

高知県地場産業大賞

募集のご案内

高知県内で製造または加工された優れた地場産品や地場産業に貢献のあった活動を募集します。応募の中か
ら、地場産業大賞はじめ、産業振興計画賞、地場産業賞、地場産業奨励賞、高校生を対象とした高知県次世代賞
の各賞を決定します。
また今年度限りの取り組みとして、新型コロナウィルス感染症対策に取り組む事業者を応援することとし、各賞
の中からコロナ感染症対策への取り組み１案件を特別賞として選出します（該当案件がある場合のみ）。皆さま
のご応募をお待ちしております。
応募対象

【地場産品】 高知県内で製造又は加工された優れた地場産品
（概ね過去２年以内に商品化されたもの）
【活
動】 高知県内の地場産業振興に貢献のあった活動
（概ね過去２年以内に実施されたもの）
【高 校 生】 地域資源を活かした新しいものづくりや地域振興等につながっている活動 等
（農林水産物や鉱工業製品、地域の観光資源などの地域資源を活かしたものづくりや
地域と連動した活動）
応募期間

9月1日(火)～10月30日
（金）

高校生対象の「次世代賞」は9月1日
（火）～12月11日
（金）
まで
応募書類

高知県産業振興センターホームページからダウンロード可
詳しくは ぢばさん大賞 で検索 ➡ ＜公式＞高知県地場産業大賞 をクリック

応募先・
お問い合わせ先

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

へんしも情報 vol.233●
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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
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…やや悪化

…悪化

食品団地

生コンクリート製造

7月度商況は、コロナの影響で低調であった。県外
市況はやや好転し、出荷量は増加傾向にあるが、昨
年並みには戻っていない。特に外食産業向け食材が
低調。また、観光関連のお土産品の販売も低調。

需要に地域的偏在がある。

酒類製造

コンクリート製品

やや回復基調にあるが、今後の状況となるとまだま
だ予測不能である。

出荷数量は、前年同月比99％。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
が続いていたが、6月分は前年度並みに低下した。

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。現在の状況はまだまだ続くと思われる。

新型コロナウイルス感染症の影響により、取引先の生
産縮小による受注減で業況が悪化する企業がある一
方で、受注案件が順調に進捗したことで収益を伸ばす
企業などがあり、団地内の業況にはバラツキがある。

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
影響がある。

特に変化はなし。小売店等の受注数は若干減少して
いるが、ネット関係の得意先より受注は増加し、全
体としてはあまり変化はない。

製材

船舶製造

需要の停滞の上に長期梅雨のため全般に低調であっ
た。この状態はしばらく尾を引きそう。

生産活動は順調に推移しているが、新型コロナの影
響にて営業活動が停滞している。

製紙（家庭紙）

珊瑚装飾品製造

県内家庭紙企業は、注文量が激減し、厳しい状況と
なっている。外出する機会が少なくなり、コンビニ
でのポケットティッシュ等の売れ行きが悪く、全般
的に需要が落ちている。

新型コロナウイルスの影響は依然として大きいが、
7月の製品会取引額は前年同月比71％と、3～6月と
比べるとやや回復傾向となった。

印刷

卸団地

官公需は郡部に於いて地域振興券等の特需もあるが
全体では減。県内民需も先月に引き続き低迷。特に
県外需要は7～8月のビッグイベントが中止の影響
で最悪状態。7月も大幅に前年を下回った。

1. 夏休み期間のイベント中止などは、観光・外食
産業にとって大きなマイナス要素。また、Go Toト
ラベルキャンペーンから東京が除外されたのもマイ
ナス要素。2. 長雨の影響で、水産業界は不調。
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青果卸売

商店街（四万十市）

小売（量販店）が好調。また、販売価格の上昇のた
め、若干の上向きであるが二次感染が心配である！
業務(ホテル、飲食)系はまだ不調。

市の補助を受け、六商店街で使える「商店街応援商
品券」を販売開始した。飲食店限定券とどんな店でも
使える共通券を作り、居酒屋、レストラン、スナック、
バーなどの応援ができるようにしている。

生鮮魚介卸売

旅館・ホテル

天候不順のため、全体的に入荷が少なかった。マグ
ロも少なかったが、高値で推移し、順調に入荷が
あった。ホテル旅館等への売れ行きはまだ伸びてい
ない。結婚式もない状態が続いている。

コロナによる自粛と他県への移動制限が緩和された
ことで、観光・出張の若干の回復はあるが、厳しい
状況である。会議、宴会等集客する部門の回復の見
込みが立たない。

各種小売（土佐市）

飲食店

飲食業が特にコロナの影響を受けているが、他の業
種の店への影響もかなり大きく厳しい。

コロナ後の新しい営業スタイルに対応する為の時間
や予算は貴重で必需、新しいアイデアも必要。手間
や金銭的負担を軽減できるような、事業者に寄り
添った積極的な支援を行政庁に希望する。

ガソリンスタンド

旅行業

月末にサウジ調整金の大幅値上がりがあり8月早々
には市況の変動がある見込み。落ち着きかけたコロ
ナウイルスは再び感染者が増えており、戻りかけた
販売数量の低下が懸念される。

組合クーポン前年同月対比18％、全旅クーポンを
加味して16％。Go Toトラベル事業は開始された
が、全国的な感染拡大傾向が続いており、旅行需要
は依然として回復の見通しがたたない。

電気機械器具小売

一般土木建築工事

エアコン前年比で106%で好調。空気清浄機125%。
冷蔵庫102%、クリーナー101%、全体で104%。

令和2年7月分の公共用生コン出荷量は、前年同
月比78.7％。公共工事請負金額は前年同月比で
86.5％、災害復旧工事、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

電気工事

市場相場が上昇傾向にあるため、一段と仕入れが厳
しくなっているが、注文件数は徐々に増えている。
今後、車両確保に苦戦を強いられると思われる。

組合員の施工する電力引き込み線の工事量は、
100.3％とほぼ同様となった。

商店街（安芸市）

一般貨物自動車運送

コロナによる影響が長期間に渡り、商店街へのダ
メージは大きい。新しい生活様式に対応しながら、
どのようにして顧客の増加を目指すか模索してい
る。

新型コロナの影響による物量が元に戻ったとは言え
ず、二波ともいえる感染拡大の影響を懸念してい
る。更に燃料価格が上昇しており経営を圧迫してい
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80.5％
台数：84.9％。例年なら土曜夜市、
よさこい祭りと賑や
かな時期だが、イベントの自粛で中心街に人を呼び込
む手段がなく、特に夕方以降の人出が寂しい。

実働1日1車当りの前年同月比 実働率は66.1％。少し
ずつ戻りつつあるようだが、夜間はまだまだといった
感触。感染者が出るたびに客足が減ると、運転者も高
齢者のため休んでしまう傾向があるので心配。
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