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本川手箱きじ生産企業組合
中小企業組合検定試験のご案内
組合事務局人材育成セミナーのご案内
ものづくり担い手育成事業研修開催報告・案内
ものづくり補助金公募中（4次募集）
です！
！
雄飛 “とさとーーく”を開催しました
インドネシア人材活用セミナーを開催します！
組合いんふぉめーしょん

施策情報

『地域共通クーポン（Go To トラベル）』の事業者登録はお済みですか？！
高知労働局からのお知らせ
高知県働き方改革推進支援センターからのお知らせ
高知県少子対策課からのお知らせ

県内各業界の動向・8月

おらんくの組合
ちくと

本川手箱きじ生産企業組合
組合プロフィール

理事長

山本

周児

氏

所 在 地： 高知県吾川郡いの町葛原231番地4
Ｔ Ｅ Ｌ： 088 ー 869 ー 2333
組合員数： 5名  
設
立： 平成26年12月
主な事業： きじ肉の加工・販売事業

きじは日本の国鳥であり、
かつ優れた食材です。
本川地区の新たな特産品開発の
ため、きじの養殖事業がスタート
いの町本川地区（旧本川村）
では、地域の過疎・高齢化
が進んでいたことから、新たな特産品を開発し地域の活性
化につなげることを目的に、
昭和56年にきじの養殖事業を開
始しました。
当初１千羽でスタートした養殖事業は、
きじ肉の
品質に好評を得たことで徐々に飼育羽数を伸ばし、
ピーク
時の平成８年には年間で約１万羽を出荷するなど、地域の
新たな基幹産業として成長しました。
しかしその後、
贈答品
の減少などの社会情勢の変化や、生産者の高齢化・後継
者不足により飼育羽数は減少傾向となり、一時は事業の存
続が危ぶまれる事態となりました。
そこで平成20年に地元の有志が集まり、
「 特産品のきじ
を守り、
肉質も高めたい」
との思いのもと、
当組合の前身であ
る任意団体の「本川きじ生産組合」
を発足しました。
この組
合では「きじの基幹産業としての再生」を目標に掲げ、
いの
町の施設である
「いの町本川地区畜産物等飼育処理加工
施設」の指定管理者となり、
事業に取り組みました。
さらに平成26年には、
消費者や取り扱い業者の多様なニ
ーズに応え、
社会の変化に即した販売戦略が必要であると
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の考えのもと、
組織体制の強化と取引先からの信頼度の向
上を目指して組織化を行うこととしました。
検討のなかで責任体制がより明確で比較的設立が容易
な企業組合として法人化を図ることとし、地域の特産品で
ある「きじ」の飼育から解体加工までを行いながら販路拡
大に取り組んでいるところです。

きじは天皇家でも食される、
高たんぱく低カロリーな食材です
きじ肉は一般の方にはまだまだ馴染みの薄い食材だと思
いますが、
実は日本の食文化にも深く結びついており、
天皇
家の方も代々召し上がられた食材となります。
ここで「きじ」について簡単に説明すると、
日本で飼育され
るきじには「日本きじ」
と
「高麗きじ」の２種類がいます。
日本き
じは、
津軽海峡以南の本州、
四国、
九州に分布するもので、
昭和22年に日本の国鳥に決められ、
旧一万円札の裏側に
も印刷されていました。
一方、高麗きじは、
アジア東部に生息する種が導入され
たもので、
江戸時代頃から日本での飼育が始まっています。
高麗きじは日本きじより少し大きく肉付きがよいことから、
日本
で食肉として流通しているものは高麗きじが大半であり、
い
の町で飼育しているきじも高麗きじです。
きじ肉はハレの日の食材として古来から重宝されて、宮
中などで食されてきました。文献としては平安時代の「延喜
式」に最初に食材として記載され、徒然草でも天皇の御前
に供される食材としてきじが紹介されています。現在でも宮
中では重要な機会で食されており、
天皇陛下が一年で最初

に食べる朝食として、
「新年御祝先付」ではきじ酒が提供さ
れ、
大嘗祭の「大饗の儀」では、
焼きじが提供されています。
なお、
きじ肉は高たんぱく低カロリーな食品としても知られ
ており、
また身体のエネルギー代謝に必要なミネラル
（特にリ
ン・カリウム）
も多く含んでいます。
これは牛肉や豚肉はもとよ
り、鶏肉と比較しても多く、体を構成する必須アミノ酸も含ん
でいることから、
動物性蛋白としても良い食品と言えます。
特に本組合が飼育するきじは、標高700ｍを超える本川
地区において厳冬期を超えるため脂のつきがよく、野生に
近い環境での飼育を行うことで身も締まった肉となります。
ま
た、飼料に高知県産の果物（梨・葡萄）や減農薬野菜を使
用しているため、肉に臭みがなくなり、
フルーティな肉になっ
ています。
きじ肉は一般的には鍋料理で食されることが多いです
が、先ほども述べた通りきじ肉は様々な必須アミノ酸を含ん
でおり、野菜や穀物類と一緒に食べるとビタミン類も一緒に
摂取できるため、
大変バランスのよい健康食品になります。
ま
た、
鍋料理以外にもすき焼き、
オーブン焼き、
焼き鳥、
しゃぶし
ゃぶなどもおすすめです。
本組合ホームページ上では、
きじ肉のブロック、
スライスな
どのほか、
鍋セット、
うどんセット、
コロッケ、
きじ重、
更には卵な
ども販売していますので、
この記事を読まれた方にはぜひこ
の機会にきじ肉という食材を知っていただき、実際に味わっ
ていただければと思います。

いの町本川に吉兆とされる白雉が
誕生。過去には日本の元号にも関与。

「手箱姫」
（愛称：ひめちゃん）

平成31年4月に、本組合のきじ舎で白いきじが誕生しまし
た。通常のきじは茶色をしており、
本川地域の約40年にわた
る飼育の歴史の中でも初めての出来事です。
白いきじには謂れがあり、
日本の元号にも関わっています。
日本の元号について、現在知られる中では「大化の改新」
で知られる
「大化」が最も古い元号とされていますが、
その
次の元号は「白雉（はくち）」です。
ここで言う白雉は「白いき
じ」のことであり、
日本書紀によると650年（大化５年）
に現在
の山口県で白雉が捕らえられ、朝廷に献上したところ朝廷
ではこれを祥瑞（吉兆）
として大変喜び、
元号を
「大化」から
「白雉」に改めたとのことです。
本組合で誕生した白いきじも、
正に「平成」から
「令和」へ
の改元の年に生まれており、
これからの令和の世が良くなる
吉兆の証ではないでしょうか。
組合では今年８月に白雉の名前をホームーページ上で募
集したところ、
全国から約360件の応募があり、
９月に選定を
行った結果、
「手箱姫」
（愛称：ひめちゃん）
に決定しました。
今後は、手箱姫とともに
“いの町＝きじの産地”
としての認
知度を定着させ、特産品として県内では一定の認知がさ
れた「本川手箱きじ」のブランド力をさらに向上させ、全国
区のブランドとして認知されることを目指して、
今後も商品の
付加価値向上、販路拡大、売上増加に向けて取り組んで
いきます。

こ れ 知 っ ち ょ い て

本組合のHP、SNSをぜひご覧ください。
本組合が取り扱うきじ商品については、組合ホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。また、白雉（手箱姫）
に関
する情報は、組合ホームページのほかSNS（フェイスブック、
インスタグラム）
でも順次紹介していきますので、そちらもぜひご覧
ください。

〈組合ホームページ〉

〈フェイスブック〉

〈インスタグラム〉

https://tebako.co.jp/
index.html

https://www.facebook.com/
hongawatebakokiji/

https://www.instagram.com/
hongawa_tebakokiji/
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中小企業組合検定試験を受けて
中小企業組合士になろう！
中小企業組合士とは…
中小企業組合検定試験に合格し、かつ組合等での実務経験が３年以上ある方に与えられ

あなた
チャレ の
期待し ンジを
ていま
す

る資格です（全国中小企業団体中央会により認定）。検定試験の内容は、事務局運営をス
ムーズに行うために必要な基礎的、実務的知識について行われます。
現在、全国で約3,000名の方が、中小企業組合士として組合（事業協同組合、商工組合、信
用組合、企業組合、協業組合など）はもちろん、商工組合中央金庫、中小企業団体中央会等
それぞれの分野で活躍しています。
中小企業組合士は、まさに組合運営のエキスパートです。

組合役員の方へ
いま、中小企業組合はガバナンスの充実が求められており、組合員はもちろん、広く社会の信頼を高め、社会的責任を果
たすためには、組合運営の経験と専門的知識を備えた人材が必要です。中小企業組合士は組合の業務を執行する役員、実
務を担う職員の方々すべてに挑戦していただきたい資格です。

■中小企業組合検定試験概要
試験科目

組合会計、組合制度、組合運営
一部の科目について合格した場合は、その後3年間はその科目の受験が免除されます。

試験日

令和2年12月6日（日）

試験地

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

受験料

6,600円（消費税込み）

受験申込

願書に受験料を添えて、最寄りの中小企業団体中央会（願書の裏面一覧表参照）へお申し込み下さい。

願書受付期間

令和2年9月1日（火）～10月15日（木）

合格発表

令和3年3月1日

中小企業組合士の
手続き

試験合格者には全国中小企業団体中央会から組合士認定申請についてご連絡いたします。

※詳しくは「中小企業組合検定試験のご案内（願書）」をご覧ください。

※一部科目免除者については、5,500円（2科目受験）、4,400円（1科目受験）。

中小企業組合士が誕生するまでの通常の流れ
中小企業組合
検定試験受験

合格（3科目）

認定申請

（組合会計・組合制度・組合運営）
●申込み…9月上旬～10月中旬
●試験日…12月の第1日曜日

●一部科目合格については
翌年から3年間有効
●毎年3月上旬に合格発表

●検定試験に合格し、かつ
組合等で3年以上の実務
経験のある方

https://www.chuokai.or.jp/
お問い合わせ
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組合士

中小企業組合士の
誕生
●毎年6月1日付けで認定証書、
組合士章、組合士証を交付
●有効期間5年間、その後更新

検索

高知県中小企業団体中央会 TEL：088-845-8870

組合事務局人材育成セミナーのご案内
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（P３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。参加申込書を「へんしも10月号」に同封しておりますので、ご活用ください。

1．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、税務申告の作成に取り組みます。
テーマ

開催日時

開催場所

第１回

・組合会計の基礎
・試算表作成

・仕訳処理

10月28日（水）

ちより街テラス
ちよりホール

第２回

・決算整理仕訳

・精算表作成

11月4日（水）

ちより街テラス
会議室①②連結

第３回

・組合税制のポイント

・税務申告の作成

11月11日（水）

ちより街テラス
ちよりホール

10：30～16：30
10：30～16：30
10：30～16：30

定

員

各
20名

2．組合運営管理セミナー
テーマ

第１回

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

開催日時

開催場所

11月18日（水）

ぢばさん
センター
多目的ホール

13：30～17：30

定

員

30名

※内容については変更となる可能性がございます。

高知県中小企業団体中央会 TEL：088-845-8870

お問い合わせ

担当：小澤

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－
○機械加工技術者研修
汎用旋盤技術研修

■□ 開催報告 ■□

去る８月26、27日の２日間、県内機械加工技術者を対象とした「汎用旋盤技術研修」を、香南市野市町
「高知職業能力開発短期大学校」にて開催致しました。
本研修は、本研修は、機械加工の技能・技術及び知識等に関する指導を行っている高知職業能力開発
短期大学校の中 翔也氏をお招きし、汎用旋盤の基本的な知識・技術の習得を目的として実施しました。
研修では、座学として旋盤の概要や旋盤機器の操作方法、作業の段取りについて講義を受け、実技とし
て講師の指導の基で表面・裏面の加工処理を行いました。
受講者アンケートの結果では、9割の受講者が「研修目的を達成した」
、すべての受講者が「業務に活か
せる内容で、今後も継続して欲しい」
との回答があり、満足度が高く、
ものづくり企業の生産性向上につな
がる研修となりました。

＜ 次ページに続く ＞
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参加者募集！

■□ 開催案内 ■□

○IoT導入支援研修等

無料

ものづくり企業 IoT普及セミナー
●開 催 日 時

10月22日㈭

●開 催 場 所

オーテピア（高知図書館）
「４階ホール」
（高知市追手筋2-1）

14：00〜16：30

【研修概要】 本セミナーは、県内ものづくり企業の生産性向上を図るIoT導入の促進を目的として、ものづくり企業に役立
つIoT技術（Raspberry Pi）について、導入事例を交えて、技術等の紹介を行うとともに、実際にデモ機の
展示を行います。
【講

師】 高知工業高等専門学校 客員教授
高知職業能力開発短期大学校  外部講師
YAMAKIN株式会社 主幹エンジニア
高知職業能力開発短期大学校 電子情報技術科
高知職業能力開発短期大学校 電子情報技術科

今井 一雅 氏
森山
博氏
山下 大輔 氏
鉄谷 聖和 氏
石橋
透氏

【募集人員】 30名（※先着順）
【申込方法】 下記URL又は右上QRコードより「申込サイト」にアクセスしてお申し込みください。
【

Ｈ Ｐ 】 URL：https://forms.gle/7vUCrBeApFJFToPQ7

ものづくり企業 IoT技術人材育成研修
●開 催 日 時

１１月26日㈭、27日㈮、１２月３日㈭、４日㈮
全日ともに、９：00～16：00

●開 催 場 所

高知職業能力開発短期大学校（香南市野市町西野1595-1）

【研修概要】 本研修は、県内ものづくり企業の生産性向上のためのIoT導入の促進を目的として、手軽にIoT導入が可能な
「IoT学習HAT」を活用して、IoT技術（Raspberry Pi）の基礎・活用技術の習得並びにIoTなどのシステム
実現に不可欠なセンサ回路の設計・活用技術の習得を目指します。
【講

師】 高知工業高等専門学校 客員教授
高知職業能力開発短期大学校 外部講師
高知職業能力開発短期大学校 電子情報技術科

今井
森山
石橋

一雅 氏
博氏
透氏

【募集人員】 10名（※先着順）
【申込方法】 下記URL又は右上QRコードより「申込サイト」にアクセスしてお申し込みください。
【

Ｈ Ｐ 】 URL：https://forms.gle/V5dh2ACiqnhMBdTa8

○機械加工技術者研修

金属材料の破損・不良解析技術研修
●開 催 日 時

第１回材料試験：11月25日㈬、12月 2 日㈬
第２回金属組織：12月 9 日㈬、12月16日㈬
全日程とも、13：30～16：30
第３回金属成分分析：1 月13日㈬

●開 催 場 所

高知県工業技術センター（高知市布師田3992-3）

【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、金属材料を扱うものづくりの現場で発生する欠陥、破損等
の問題解決策を見出す為の手法を身につけることを目標に、講義と実習を織り交ぜた研修を３つのコースに分
けて実施します。
【講

師】 高知県工業技術センター 生産技術課

眞鍋 豊士 氏
  土方 啓志郎 氏

【募集人員】 各コース５名（※先着順）
【申込方法】 下記URL又は右上QRコードより本会HPにアクセスし、「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/metal/

お問い合わせ先
5

●へんしも情報 vol.234

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 URL：https://www.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

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

補助金額

【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）

補助率

【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

対象経費
申請締切

令和2年11月26日（木） 17時（4次締切）

事業の詳細につきましては、全国中央会HPをご覧ください

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

導入設備例
◀スチームラック
オーブン

プレハブ冷蔵庫▶
・冷凍庫

●CNC旋盤

●オーブン・冷凍庫
49インチ▶
ディスプレイ

●ソフトウェア

◦3次元CAD
◦回路図設計CAD
◦2次元設計用CAD
◦デザイン用ソフトウェア
◦作図ソフトウェア

その他の
導入設備例

●木桶

▲70インチ
ディスプレイ

▲32インチ
ディスプレイ

▲調査・測量用
ドローン
サーバー
（管理用PC）▶

●デジタルサイネージ

製造業（機械金属等）：NC工作機械、レーザー加工機、検査・選別機
製造業（食品）：スライサー、サーマルタンク、洗浄機、充填機、計量器
建設業：三次元測量システム、超音波測深システム、アスベスト除去装置
小売業：ウォークイン・ストッカー、受発注・在庫管理システム
宿泊業：セルフチェックイン端末、除菌・浄化水処理装置
飲食業：冷凍冷蔵庫、冷蔵ショーケース、グリラー、製氷機、真空包装機
サービス業：業務用洗濯・脱水機、プレス機、ミシン、検針機

◀3次元レーザー
スキャナ

●三次元スキャナ・ドローン

その他の導入設備例については、
下記ページもご覧ください。
http://www.monodukurihojo.jp/

へんしも情報 vol.234●
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中央会 だより

高知高等技術学校との交流事業
“とさとーーく”を開催しました
高知県中小企業青年中央会では、去る9月9日(水)、青年中央会の会員
企業と高知高等技術学校の学生が高知で働くことについて本音で語り合
うための交流事業“とさとーーく”を高知高等技術学校にて開催しました。
本事業は、企業にとっては「学生を理解する場」
として、また学生にとっ
ては「働くことを考えるきっかけ」
として、相互理解を深める場の提供を行
うことで、雇用のミスマッチ低減や県内中小企業に目を向けるきっかけと
することを目的に開催。当日は製造業や電気工事業などの企業14社と学
生約70名が出席しました。
交流会は業界又は企業ごとに分かれ、各業界・企業の概要や状況を担
当者から説明されるとともに、高知で働くことの意義や仕事のやりがいな
どについて意見交換を行いました。学生からは「普段接する機会の少ない県内企業を知ることができ、貴重な体験ができ
た」
との声が聞かれました。
また、参加企業からも
「学生の就職等に対する生の声が聴ける良い機会となった」
との声が聞
かれるなど、有意義な交流となりました。

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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海外進出や外国人材の活用を考えている皆様へ

１０月２２
（木）
開催

インドネシア人材活用セミナー
近年、着実な経済成長を続けており、若い世代の比率が高く活気にあふれているインドネシア。
日本語の学習者数は世界第2位の親日国であり、人材活用という点でも注目を集めています。
本セミナーでは、インドネシアの国の特色や人材の素晴らしさを学ぶと同時に、インドネシアより
派遣されている国際交流員より現地の生活等について、最新の情報をお伝えします！

 外国人材の活用（外国人技能実習生、特定技能外国人、高度人材など）
 海外進出
 海外マーケットでの販売
皆さまのご来場を心よりお待ちしております!!

14：０0
14：０0

プログラム

開会

「インドネシア経済とビジネス環境」
講 師：JETRO

1４：３0

海外調査部

武伸 氏

アディ

ケルタ

ラハユ 氏

「インドネシア人実習生の日本語習得について」
講師：日本語講師

1６：００

山城

高知市国際交流員報告「インドネシア人のライフスタイル」

講 師：高知市国際交流員
1５：３０

アジア大洋州課

市川

理沙 氏 （高知県外国人漁業研修センター講師）

施策説明

説明者：JETRO高知 藤井 萌子 氏
高知県中小企業団体中央会

質疑応答
1６：3０

閉会

※新型コロナウイルス感染症への対応として、実施に当たっては感染防止対策を行うとともに、感染状況によっては、講習
会を中止又は延期とする場合がございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、
ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。

日

時

１０月２２日（木） 14：00 ～ 16：30

日

時

50名 （先着順）

場

所

セリーズ 高知市高須砂地155番地

場

所

無料

申し込み方法

お問い合わせ

本会ホームページより申込用紙をダウンロードしメールまたはＦＡＸにてお申し込みください。

HP: https://www.kbiz.or.jp/ メール：takase@kbiz.pr.jp FAX：088-845-2434

高知県中小企業団体中央会

TEL：088-845-8870

担当：古木

髙瀨
へんしも情報 vol.234●
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施策情報
高知中央電気工事業協同組合

４市町村への表敬訪問
防犯街路灯LED灯具の寄贈を行いました！
高知中央電気工事業協同組合（吉村保利理事長）では、地域における
防犯活動振興のため、高知市、土佐市、いの町、日高村への防犯街路灯
LED灯具の寄贈を平成26年より行っております。去る6月29日（月）、高
知市役所庁舎で今年最初の寄贈式が行われ、吉村理事長より灯具100
灯の目録をお渡しし、岡﨑市長より感謝状が贈られました。
また、8月11日（火）には、電気使用安全月間行事の一環として、理事
長と関係理事が4市町村を表敬訪問しました。電気使用安全月間の趣
旨を説明し、協力を要請するとともに、土佐市といの町へ10灯、日高村
へ5灯の灯具を寄贈しました。
当組合では、引き続き地域貢献活動を行ってまいります。

高知市中心商店街

サテライト会場

こうち旅広場

「高知大道芸フェス2020」の開催が決定しました！
オーテピア
多目的広場

ひろめ
市場

大橋通

新型コロナウイルス感染症の影響で開催が危ぶまれていた「大道芸フェス」が今年
も実施することに決定しました。
当日は、国内外で活躍する大道芸人のパフォーマンスが、高知市中心商店街の各所
で繰り広げられる予定です。今まで以上に充実した内容が用意されていますので、ぜ
ひ街までお出かけ下さい。

高知駅

追手筋

オーテピア
帯屋町商店街

名産センター
大丸

中の橋通り
はりまや橋

中央公園
【日時】10月3日（土） 10：00オープニングセレモニー（※オーテピア多目的広場）
11：00～20：00 パフォーマンス
4日（日） 10：00～19：00 パフォーマンス
●詳細については、
【会場】高知市中心商店街各所 他
（ＨＰ http://kochi-daidougei.com/about/）
（オーテピア多目的広場、中央公園、名産センター、こうち旅広場）
をご覧下さい。
【主催】高知大道芸フェス実行委員会

天神橋通商店街振興組合

Googleマイビジネスの研修会を開催しました！
天神橋通商店街振興組合（門田忠大理事長）では、去る８月２１日（金）、
２８日（金）の２日間、
『Googleマイビジネス～ITを使った集客・情報発信～』をテーマに研修会を開催しました。
当日は、高知県よろず支援拠点の峠篤士氏と村岡久寿氏の２名を講師として招聘。
「Googleマイビジネスとは何か？」
「具体的なメリットは？」といった基本的な説明を受けた
後、それぞれが実際にオーナー登録を行い、画像や店舗情報をアップするなど実践的な内容
となりました。
当日初めて登録した参加者からは、
「近日中にイベントを予定しているので、ぜひこれを
使ってPRしたい」といった具体的な要望がありました。
また、既に登録している参加者もいましたが、詳しいサイトの見方を学ぶことにより、毎
月、想像を超える多くの方が自分の店を検索して下さっていることに大きな驚きを感じてい
ました。
短い研修時間ではありましたが、研修後には、別途個別相談を申し込むなど、大変有意義
で効率的な内容であったとの声が多く聞かれました。

掲載無料
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《Googleマイビジネスとは？》
「新しいお客様を見つけたい！」と考えている経営
者が、新規顧客を獲得するためのアイテムであり、
Googleマップ上にある店舗等の情報スペースのこと。
実際に利用し、オーナー登録をされた方々からは、
☆お店を、多くの人に見つけてもらえる機会が増
える
☆お店の情報を、正確かつ魅力的に、そしてタイム
リーに発信できる（最新情報やキャンペーンを
アピールできる）
☆ユーザーの行動を分析して、次のアクション（品
揃えやセール等）に活かせる
等のメリットがあったとの意見があがっています。

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！
！

10月1日 開始！

『地域共通クーポン（Go Toトラベル）』の
事業者登録はお済みですか？！
～観光関連産業はもちろん、様々な業種の方々が対象となります！
！～
皆様ご存知の通り、7月22日出発分以降を対象として、
「Go To 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、10月1日からは、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、事前に事業者登録しておくことが要件となります。
＜  概

要  ＞

１．
地域共通クーポンとは？
◆旅行代金の15％相当額を地域共通クーポンとして旅行者に配布する事業です。
（例・１泊４万円で高知に来た旅行者は、買い物や食事に使える6,000円分のクーポン券を取得することとなります）
◆この地域共通クーポンは旅行先（及び近隣県）
で、旅行期間中しか使えません。
◆つまり、
このクーポン券を持って高知に来た旅行者の大半は、高知で消費することとなります。

２．
取扱店舗になるには登録が必要です！
◆このクーポンが使える店舗になるには登録が必要です。
◆申請は随時受け付けており、登録店舗に対しては、取扱店舗用マニュアル、換金伝票、販売用ツールなど一式が配送されます。
なお、飲食業の方については、別途実施される
「Go To イート キャンペーン」への参加登録が必須となりますのでご注意ください。
※「Go To イート キャンペーン」の最新情報については、農林水産省ホームページ内において、随時更新されています。
ＨＰ （https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html）

３．
幅広い業種が対象となっています
取扱店舗は土産物店、飲食店等に限らず、観光施設、
アクティビティ、交通機関などを含み、観光とは直接関連しない業種等、ほと
んどの店舗が対象となります。

４．
登録方法
登録は「オンライン申請」
と
「郵送による申請」の２種類です。

申請に必要な
ものは

①地域共通クーポン取扱店舗登録申請書
②登録希望店舗リスト
③Go Toトラベル事業参加同意書
④口座確認書
⑤口座情報が確認できる書類（通帳の写し、キャッシュカードの写し、口座証明書など）
⑥国内で事業を行っていることを公的に証明できる書類（開業届、確定申告書、納税証明書など）

★「オンライン申請」はGoToトラベル事業者向け申請サイト〈 https://biz.goto.jata-net.or.jp/ 〉から
★「郵送による申請」は高知事務局〈 088-802-1066 〉までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

◆Go Toトラベル統括事務局 コールセンター
TEL：0570-017-345 （受付時間▶10：00～19：00／年中無休）
03-3548-0425 （土日祝・年末年始休み）
◆地域共通クーポンチーム高知事務局
TEL：088-802-1066 （受付時間▶9：30～17：30／土日祝・年末年始休み）
へんしも情報 vol.234●

10

施策情報

高知労働局からのお知らせ

高知県最低賃金が改定されました。
10月3日から

令和2年

(時間額)

792 円

◆年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適
用されます。
◆確認の方法は、確認したい賃金を時間額にして最低賃金額（時間額）と比較しましょう。
お問い合わせ先

●詳しくは最低賃金に関する特設サイトで検索

http://www.saiteichingin.info/

無料

検索

高知労働局  労働基準部  賃金室
高知市南金田1 ー 39

TEL：088 ー 885 ー 6024

合同労働相談会を開催します
労働問題でお悩みの方を対象に弁護士、司法書士などの専門家が面談又は電話にて相談をお受け
します。事業主の方も相談できますのでお気軽にご相談ください。

相談日時

10月30日㈮ 午前10時～午後５時

面談場所

高知県庁北庁舎（高知市丸ノ内２－４－１）
※受付は４階、高知県労働委員会事務局で行います。

●予約申込み・お問い合わせ
高知県労働委員会事務局 TEL：088－821－4645
相談ダイヤル（当日専用） TEL：088－821－4661
●予約受付期間
９月1日㈫午前9時～10月27日㈫午後5時
この他、高知県労働委員会事務局では、随時ご相談をお受けしています。
※この相談会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、今後の状況によ
り、変更又は中止になる場合があります。最新情報や詳細については、予約受
付電話番号にお問い合わせください。
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“あなたの会社、事業所の働き方改革”
を応援します
高知県働き方改革推進支援センター
働き方改革関連法が始まった。
有給休暇 5 日に、
時間外の上限規制。
来年 4 月からは
いよいよ中小企業も
「同一労働
同一賃金」
が始まる。

事務所
所在地
開所日

パートさんにも長く
働いてもらいたい。
どうすればいいのかな？

内容を詳しく聞きたい。
助成金も活用したい。
安心して相談
できるところ
があれば…

（公財）高知県産業振興センター内
高知県働き方改革推進支援センター

そんな時は

高知県働き方改革推進支援センター
にお任せください！

労務管理に精通した社会保険労務士が
個別訪問いたします！
36協定、年次有給
休暇、就業規則の
見直し、ワーク
ライフバランス
推進企業認証
などもお気軽に
ご相談ください。

（公財）高知県産業振興センター内
高知県働き方改革推進支援センター 幡多出張所

高知市布師田3992ー2（高知県中小企業会館1F）

四万十市中村小姓町46（中村商工会館2F）

月～金

月・水・金

開所時間
ご相談や個別訪問の
お申し込み、
お問い合わせは…

８：30 ～ 17：15（祝日、年末年始を除く）
フリーダイヤル：０１２０－８９９－８６９
（高知、幡多共通）

Mail／hatarakikata@joho-kochi.or.jp【高知県働き方改革推進支援センター】

高知県少子対策課からのお知らせ
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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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食品団地

生コンクリート製造

例年8月商況は、観光、お盆等人の移動増加による好
調月であったが、今年はコロナの影響で売上増が確
保できなかった。スーパーマーケットへの納品高でも
悪影響がみられ、全般的に低調な8月であった。

需要に、なお地域的偏在がある。

酒類製造

コンクリート製品

6月、7月やや復調の兆しかと思えたが、今月は厳
しい結果である。酒造期に入ったが、今年の生産見
込みに苦慮。

出荷数量は、前年同月比88％。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、8月分は前年度より低下した。

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。現在の状況まだまだ続くと思われる。

船舶や機械部品加工では、受注が伸びず売上・収益
ともに減少している事業所がある。団地内企業の業
況は下降傾向である。

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。

海外向きの出荷が増え、昨年より売り上げは増加す
る。但し、小売店、行商等の取引先様は受注が少な
くなっている。

製材

船舶製造

需要の停滞、コロナ感染の問題等全般に低調であっ
た。業況も不変から悪化の見通しでこの状態はしば
らく続きそう。

受注残の消化にて操業度は高い水準。

製紙（家庭紙）

珊瑚装飾品製造

県内家庭紙業界は、8月も注文量が少なく、厳しい
状況が続いている。3月初旬に起きた“デマ騒動”の
反動と同時に、高付加価値商品を手掛ける県内企業
は、より一層ダメージが大きい。

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が、8月は前年同月
比41％となり、以前復調の見えない状況である。

印刷

卸団地

官公需、県内民需も低迷。業種によっては回復傾向
が見られるケースも有るがまだまだ厳しい。県外需
要は相変わらずのビッグイベント中止の影響で最悪
状態。先月に引き続き前年を大幅に下回った。

1.養殖関係は、全体的に販売不振となっており、売
上増の企業はない。2.幡多方面の夏休み期間の動き
はよくなったが、高知市内の観光・外食は悪いまま
である。
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青果卸売

商店街（四万十市）

販売価格上昇のため、売上高は上昇したが、まだコ
ロナの影響は残っおり、販売不振の組合員もある。

お盆休みには県外客(家族連れ・サーファー)等居酒屋
前で多く見られたが、例年ほどの賑わいはない。市民
祭・花火大会も中止なので季節感がない。今月は何々
が～。というメリハリがなく物足りない。

生鮮魚介卸売

旅館・ホテル

魚は全般的に少なかった。マグロは特に少なく、マ
グロの欲しい店舗に行き届かない。注文も少なかっ
たが、高値になった。

GoToトラベルキャンペーンの効果もあり、多少の
増加は見られる。宴会部門が皆無になり、全体の業
績回復は予断を許さない状況。

各種小売（土佐市）

飲食店

8月のお盆期間中は人の動きがあったものの、状況
はあまり変わらない。

観光シーズンだが見込みほどの集客はなく前年度比
で売り上げは大きく落ちた。団体客は非常に少ない
が少人数の集客は増えてきている。立地や業態によ
り売上高に差が出てきた。

ガソリンスタンド

旅行業

8月初旬に市況は大幅値上げとなり、その後原油価格
は安定しないが市況に影響はなかった。
コロナウイル
スが全国的に感染拡大しており、戻りかけた販売数量
もまだ当分の間難しい状態が続くと思われる。

組合クーポン前年同月対比18％、全旅クーポン合
算で19％。GoToトラベル事業も開始されたが、事
業の概要、周知自体が混乱を極めており、事業利用
を断念する組合員もいる。

電気機械器具小売

一般土木建築工事

8月は猛暑でエアコンが好調だった。全商品平均で
対前年比115％。空気清浄機(プラズマクラスター)
が、前年比150％で品切れが出た。

令 和 2 年 8月分 の 公 共 用 生コン 出 荷 量 は 、前月比
136.0％。8月の公共工事請負金額は前年同月比で
117.7％。災害復旧工事、防災・減災対策工事、高速道
路の延伸工事などの大型工事は継続している。

中古自動車小売

電気工事

先月より市場相場の高騰で仕入れは苦戦している
が、消費者動向が徐々に上向きになっている。高年
式の車両の注文件数が多くみられる。

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73.2％となった。高知中央支部の半減が影響
している。

商店街（安芸市）

一般貨物自動車運送

コロナの影響により、毎年８月に開催していた商い
甲子園や納涼祭が中止となり、商店街に活気がな
かった。

組合実績は緩やかに下降しており、8月も物量は
減っている。燃料価格も上昇が続いていて経営は更
に厳しいものとなってきた。

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36.7％
（土日祝が今年いっぱい無料開放のため）台数：前年
比94.1％。コロナ感染者の状況からか、お盆以降の来
街者が極端に少なくなったと感じる。

実働1日1車当りの前年同月比営業収入：94.2％、輸送
回数：92.9％。実働率は53.2％。感染者が出るたびに
人の出が悪く、特に夜の街が少なくなり事業者は悲鳴
を上げている。
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