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り土佐沖で国産珊瑚
が引き揚げられ、明治
以降に本格的に珊瑚
の原木採取が始まりま
した。日本で採取され
る珊瑚には「赤珊瑚」

「桃珊瑚」「白珊瑚」
などいくつか種類があ
りますが、「赤珊瑚」は
日本の固有種であり、
その赤色の美しさ、存在感から高い評価を受けています。
　特に土佐沖で採取される赤珊瑚は濃い赤色が特徴で
品質も良く、世界最高の評価を受けています。このため高
知県は珊瑚の採取・加工・流通面において世界でも有数
の珊瑚産業集積地として発展し、宝石珊瑚は高知県の伝
統的特産品にも指定されています。

高知県は日本が世界に誇る赤珊瑚の
主産地です

　珊瑚と云うとスキューバダイビングなどで楽しむサンゴ礁
（造礁珊瑚）を思い浮かべる方も多いと思いますが、珊
瑚は大別すると「宝石珊瑚」と「造礁珊瑚」の２つがあり、
我々が扱うのは宝石珊瑚になります。宝石珊瑚は研磨す
ると美しい光沢が得られることから、真珠と並び海からの
贈り物として古くから知られており、また主に太平洋西部や
地中海沿岸に分布していることから、日本はもとよりアジア
やヨーロッパなど世界各地で親しまれてきました。古くはドイ
ツの約２万５千年前の旧石器時代の遺跡から珊瑚の玉が
発掘されており、その後も装飾品や美術工芸品、祭祀具な
ど様々な用途で用いられ、現在に至るまで世界中で愛され
ています。
　日本に珊瑚がもたらさ
れた時期は７～８世紀頃
とされ、奈良県の正倉院
には日本最古と云われ
る珊瑚のビーズが納め
られています。当時は地
中海産の珊瑚が中国を
経て輸入されていました
が、その後江戸時代に入

日本珊瑚商工協同組合

正倉院宝物
NPO宝石珊瑚保護育成協議会の提供

所 在 地 ： 高知市本町１丁目３番20号
Ｔ Ｅ Ｌ ： 088 ー 826 ー1050 
組合員数 ： 91名  
設　　立 ： 昭和43年5月
ホームページ：https://www.japan-coral.net/

組合プロフィール

代表理事　木内　英生 氏

日本の深海で育まれている宝があります。
それが宝石珊瑚です。 太平洋の宝石サンゴの推定生息域など
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　エメラルド色に輝く海、色鮮やかな魚の群れ。「珊瑚」と聞くとこんな風景をイメージしませんか？
　熱帯の印象が強いサンゴ礁は「造礁珊瑚」と呼ばれ、明るい浅い海（水深５０ｍまで）に生息し大気中の二酸化
炭素を吸収する役割があると云われます。白く脆いため、宝飾品には適しません。
　一方の「宝石珊瑚」は、太陽の光が届かない深海に生息し、長い年月をかけてゆっくり
と成長して行きます。美しい色のため彫刻や研磨によってより美しい宝飾品に加工でき
ます。
　それぞれの珊瑚のより詳しい特徴や、珊瑚製品の種類に
ついては組合ホームページに掲載しておりますので、ぜひ組
合ホームページもチェックください。
URL：https://www.japan-coral.net/

異なる２つのグループ 「造礁珊瑚」と「宝石珊瑚」

こ っれ ち い知 ょ て

宝石珊瑚の取引における
トレーサビリティを導入

　本組合は珊瑚の加工業者や卸業者、小売業者などを組
合員とし、昭和43年に設立されて以来50年以上にわたり珊
瑚産業の発展に尽力してまいりました。現在の主な組合事
業としては、宝石珊瑚の原木入札会や製品会を開催して
います。
　宝石珊瑚の原木採取については、各都道府県の漁場
許可制の下に、高知県や東京都、和歌山県、長崎県、鹿児
島県、沖縄県などで行われているのですが、そこで採取さ
れた原木は各地の漁業組合で集荷された後、その全てが
本組合の主催・受託運営する原木入札会にかけられてい
ます。つまり現在日本の宝石珊瑚の原木は、全てが本組合
の入札会に一旦集められ、入札会を経て加工業者や販売
業者に販売しています。そこで宝石珊瑚の持続的利用や
流通の透明性を確保するための自主的な取り組みとして、
令和元年９月の原木入札会よりトレーサビリティを導入しま
した。
　この取り組みでは、はじめに採取された原木に対して漁
業組合が「販売された漁獲物の証明書」を発行します。続
いて本組合が各原木に対して種類や重量、漁獲海域等の
情報を記載した「トレーサビリティのための伝票」を発行し、
落札した加工業者や販売業者にお渡ししています。これに
より原木の流通経路が明確となり、小売店や一般顧客の
信頼性を高めるとともに宝石珊瑚の適切な資源管理にも
役立っています。
　また、組合では原木入札会以外にも、珊瑚を加工したア
クセサリや数珠、置物、半製品などを取り扱う製品会を毎月
開催しています。特にその内、年２回は大会と銘打って大
規模に行っており、珊瑚製品が多数出品されることから参
加者も多く集まり非常に賑わっています。このため原木入
札会と製品会は、組合員にとって事業・取引の場であるとと
もに、情報交換や技術交流の場にもなっています。

コロナ禍の中で、組合の役割
　昨年度はコロナ禍により原木入札会、製品会ともに開催
回数や規模を縮小せざるを得なくなり、県外事業者の参加
も難しかったことから、取引量は大幅に落ち込み、組合員
の売上にも大きく影響を与える結果となりました。特に、製
品会においては開催中止となった月もあったことから、今年
は遠方の方も安心して参加できるようコロナ対策を万全に
した上で、継続的に開催できるよう心掛けていきたいと考え
ています。
　製品会や入札会は組合員にとって非常に大きな取引の
場です。組合員のため商売の機会を作り、そして維持して
いくことが私ども組合の役割だと考えています。併せて珊
瑚に関わる事業者として高知の、そして日本の特産品であ
る宝石珊瑚を次代に伝えて発展させていくことも、私どもの
使命と考えています。

造礁珊瑚 宝石珊瑚

珊瑚の原木
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高知県中小企業団体中央会　TEL：088-845-8870

令和３年度  通常総会のお知らせ
◆日時  令和３年６月18日（金）15時30分～
◆場所 「城西館」　高知市上町2-5-34

バーチャル（オンライン）による総会等の開催について

去る5月18日（火）正午より、高知市上町「城西館」において、本年第1回目の理事会を開催しました。

令和３年度  第１回理事会を開催

第１号議案 令和２年度決算関係書類（事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分
案並びに特別会計運用状況等）承認の件

第２号議案 令和２年度共済制度特別会計決算関係書類（事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益
計算書、剰余金処分案）承認の件

第３号議案 令和３年度事業計画（案）並びに収支予算（案）決定の件
第４号議案 令和３年度共済制度特別会計事業計画（案）並びに収支予算（案）決定の件
第５号議案 借入金残高最高限度額（案）決定の件
第６号議案 事業計画、収支予算等字句の修正及び流用又は追加更正について会長一任の件
第７号議案 令和３年度新規会員加入承認の件
第８号議案 顧問委嘱の件

決議議案

　当日は、本会理事24名が出席。通常総会提出議案を中心に、上記議
案についての審議を行い、全議案が満場一致で原案通り承認されまし
た。また、事業再構築補助金のほか各種助成金についての情報提供を
行ったほか、中小企業団体全国大会（神奈川県）の案内も行いました。
　なお、通常総会は６月18日（金）午後３時半より、「城西館」において
開催いたしますので、よろしくお願いします。

　令和 3 年5月14日公布された「中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令の概要」等によ
り、バーチャルオンリー型での総会・理事会を開催することが可能となりました。
　ただし、今般の改正を受け、即座にバーチャルオンリー総会・理事会が開催できるわけではなく、可能と
するためには、定款変更や諸規定、議事録の整備等、十分な検討のもと各種の手続きが必要となります。
　なお、ハイブリッド型バーチャル総会・理事会については、現行の定款で開催できる可能性があります。
　詳細については本会までご相談ください。

※ハイブリッド型バーチャル総会・理事会とは … 物理的な場所での開催とバーチャル空間での開催を併用
する理事会及び総会

※今回、下記については、官報にて公布され、いずれも施行されていますが、生活衛生同業組合に関して
は同時改正がありませんので、その旨ご留意ください。

  「中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令」
  「中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する省令」
  「商店街振興組合法施行規則の一部を改正する省令」等

お問い合わせ先
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バーチャル（オンライン）による総会等の開催について

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
（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。
　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。

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

補助金額 100万円～1,000万円

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
【低感染リスク型ビジネス枠 】２／３

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
【低感染リスク型ビジネス枠 】上記に加えて、広告宣伝費・販売促進費

申請締切 令和３年８月17日（火）17時 （７次締切）

６次締切からの
変更点

加点項目の要件となる「経営革新計画の承認」又は「事業継続力強化計画の認定」
について、いずれも「7次締切」より「申請中」の場合は加点対象となりません。加点
を希望される場合は、事前に承認・認定取得をお願いします。

●補助事業の概要

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。

https://www.monodukuri-
hojo.jp/

製造業（機械金属等）：ＮＣ工作機械、検査・選別機、三次元測定機
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

その他の
導入設備例

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

高知県地域事務局
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
ものづくり補助金事業推進室　TEL：088-845-6222／088-845-8870

調査・測量用▶
　ドローン
◀3次元レーザー
　スキャナ

導入設備例

●三次元スキャナ・ドローン

●CNCマシニングセンタ ●包装機・冷凍機 ●レーザー加工機 ●ソフトウェア

●デジタルサイネージ

▲真空包装機

▲レーザー加工機
▲5軸制御CNC

マシニングセンタ

32インチ▶
ディスプレイ

▲70インチディスプレイ

49インチ▶
ディスプレイ　

▲サーバー
（管理用PC）

◀急速冷凍機

さまざまな業界で利用されています！！

◦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



「事業再構築補助金」の
第２次公募がスタートしました！

　新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大
等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

緊急事態宣言特別枠
上記１.～３.の要件に加え、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたこと
により、令和３年１～５月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少していること。

●第２次公募の締切りは７月2日です。
●令和３年度にさらに３回程度公募する予定です。
●申請後、審査委員が審査の上、予算の範囲内で採択します。公募要領に記載されて

いる審査項目や注意事項を確認の上、事業計画を策定してください。

１．2020年10月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前
（2019年又は2020年1〜5月）の同３か月の合計売上高と比較して10％以上減少している。

２．事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取
り組む中小企業等。

３．補助事業終了後３〜５年で付加価値額の年率平均3.0%（一部5.0％）以上増加、又は従業
員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%（一部5.0％）以上増加の達成。

対 象

中
小
企
業

 通常枠　　補助額100万円～6,000万円　　補助率２/３
卒業枠*　  補助額6,000万円超～１億円　　補助率２/３

*卒業枠：400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、
  資本金又は従業員を増やし、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する事業者向けの特別枠。

※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。

中
堅
企
業

 通常枠　　補助額　100万円～8,000万円
　　　　　補助率　１/２（4,000万円超は１/３）
グローバルＶ字回復枠**補助額8,000万円超～１億円　　補助率１/２
**グローバルV字回復枠：100社限定。大きな成長を目指す中堅企業向けの特別枠。

　　　　　従業員数５人以下：100万円〜500万円
　　　　　従業員数６〜20人：100万円〜1,000万円
　　　　　従業員数21人以上：100万円〜1,500万円

まずは、事業再構築補助金事務局ホームページをご確認ください。

建物費、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、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、海外旅費（卒業枠、
グローバル V 字回復枠のみ）

　　　　　中小企業　３/４
　　　　　中堅企業　２/３

補助対象経費の例

高知県中小企業団体中央会は「認定経営革新等支援機関」です。
組合や組合員企業が作成した事業計画書のブラッシュアップをお手伝いしておりますので、お気軽にお問い合わ
せください。

https://jigyou-saikouchiku.jp/　

補助額 補助率

5 ●へんしも情報 vol.242

高知県中小企業団体中央会　 TEL：088-845-8870 お問い合わせ先
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　新型コ口ナウイルス感染症の拡大によって影響を受けている市内で飲食店を経営する事業者が、飲食店営業の経験
を生かした新サ一ビスの展開（業態転換）を行うことによって、自ら活路を見出すような前向きな取り組みに対して経費
の一部を補助し、市内事業者の売り上げの確保を応援します。

【注意事項】
①高知市の他の補助金や、他の公的な補助金の交付決定を受けた経費

は、補助対象経費となりません。

②委託費とは、業務遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するため
に支払われる経費であり、自ら実行することが困難な業務に限ります。

③原則、10万円以上の経費については、『現金払い』は対象としません。

④販売金額に占める補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするよ
うな販売方法（形式・時期を問わず、補助事業者に実質的に還元を行
うもの）は、当該補助金の取り消し事項にあたります。

(例：ポイント・クーポン等の発行、購入額の一部を払い戻す行為、見積
書に記載がない別の物品やサービスとの相殺など）

中央会メル
マガに

ご登録くだ
さい！

　本会では中央会情報をはじめ、中小企業組合及び中小企業向けの施策や補助事業などの情報を掲載
したメールマガジンを毎月配信しています。登録は無料！組合や組合員企業はもちろん、個人事業主や学
生の皆様等、どなたでもご購読頂けます。

「事業再構築補助金」や「ものづくり補助金」をはじめ各種補助事業の公募開始やセミナーご案内のほか、新型コロナ感染症関
連施策や各種支援金等に関する各種情報についても、いち早くお知らせしておりますので、ご希望の方は、本会ホームページ上からまた
は下記メールアドレスに、配信希望メールを送信下さい！

　●宛　先：info@kbiz.or.jp　　●件　名：メールマガジン配信希望
　●必須記入事項　①所属（組合名・事業所名）　②担当者名　③配信希望メールアドレス

高知市
限定

◆補助対象事業者

◆事業転換の例

◆申請期間

◆補助対象期間

◆補助金額（補助率）

◆補助対象経費

◦飲食店を営む中小企業者のうち、高知市内に事務所（店舗）があり、かつ法人にあっては本社その他これに類するもの、個
人にあっては住所を有すること

◦令和2年4月1日以降に、新型コロナウイルス感染症を契機として新たに業態転換を行った事業者
　（これから業態転換を行う方は、実績報告書の提出時までに新サービスを開始している必要があります）

【以下に該当する方は補助対象事業者に該当しまぜん】
※高知市税を滞納しているとき（新型コロナウイルス感染症の影響により税の徴収猶予を受けられている方はご相談ください。）
※高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則第4条各号いずれにも該当すると認められるとき
※性風俗関連特殊営業を行う事業者
※みなし大企業
※政治、宗教、経済、文化等の団体や組織

飲食店が
テイクアウト販売を始めた

加工品のインターネット
通販を始めた

飲食店が
デリバリー販売を始めた

店舗内に、加工品の販売
コーナーを設けた

飲食店がキッチン力一販売
（移動販売）を始めた

宅配代行サービスに
登録した

※上記は一例です。対象となるかは一度ご相談ください。
※令和2年度に、テイクアウト・デリバリ一等業態変更支援事業費補助金を受けた事業者は、同じ事業（テイクアウト又はデリバリー）での申

請はできません。

令和3年5月6日㈭〜9月30日㈭
※予算がなくなり次第終了

令和3年4月1日㈭〜9月30日㈭
※年間契約等で補助対象期聞を超える場合は、按分で計算

上限60万円（補助率3/4）

印刷費・広告費・器具費用・委託費・
店舗改修費・賃貸料・その他

高知市　商工振興課　TEL：088-823-9375
kc-15700@city.kochi.lg.jp

お問い合わせ先

❖ご案内❖
高知市飲食店打ち勝つ
業態転換支援事業費補助金

お急ぎ
ください！
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市場開拓・新製品等の実現可能性
調査等の費用を助成します

組合や組合員の「経営基盤の強化」「生産性の向上」を目指した、「既存の共
同事業の改善」「新たな事業開発」のためのフィージビリティ・スタディ（実
現可能性調査）の実施、又はフィージビリティ・スタディの結果を具体化する
ための事業に対して助成します。

令和3年6月1日（火）～ 7月30日（金）
第一次締切：令和3年 6月30日（水）
第二次締切：令和3年 7月30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（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）である組合及び企業組合等

【補助金額】36万円以内　　　【補助率】10分の６以内　

例：利用者・消費者等へのアンケートによるフィージビリティ・スタディ
例：新商品のテストマーケティングによるフィージビリティ・スタディ
例：国内外の展示会等への出展によるフィージビリティ・スタディ

★消費者ニーズに対応したコミュニティスペースの設置に向けた実現可能性調査及び基本設
　計の立案（東下町商店街振興組合）
　前年度に実施したニーズ調査等の結果を踏まえ、当組合会館に新設するコミュニティスペースの活用方法につい
て、先進地調査、ヒアリング・アンケート調査等を行い、具体的な機能及び実現可能性について検討を行った。また、
具体化のための事業として、実現可能性の検討結果を基に、組合会館の改修基本設計図面を起こし、具体的な改修計
画の検討を行った。

★卸売市場における取引データの電子化に向けた調査研究（高知中央青果買受人協同組合）
　卸売市場における取引データの電子化にあたって、実現可能性の調査研究のために、先進事例調査や組合員への
ニーズ調査、市場内アンケート等の調査研究を行った。

事業概要

公募期間

対象組合

補助金額・補助率

活用例

上記支援事業を活用したこれまでの主な事例紹介

高知県中小企業団体中央会　高知市布師田３９９２-２    TEL：088-845-8870   https://www.kbiz.or.jpお問い合わせ先

（小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業）
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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の費用を助成します

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助成する。

令和3年6月1日（火）～ 7月30日（金）
第一次締切：令和3年6月30日（水）
第二次締切：令和3年7月30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

【補助金額】50万円以内　　　【補助率】3分の2以内　

事業概要

公募期間

対象組合

補助金額・補助率

補助対象となる事業内容

★販路拡大に向けた組合ホームページ・
　ECサイトの制作（土佐文旦産直協同組合）

　新型コロナ禍による消費者の動向変化に対応するため、対面
販売だけでなくネット販売を行えるよう、新たに組合ホームページ

（ECサイト）を作成し販路の拡大に取り組んだ。ホームページで
は土佐文旦の魅力、生産者のこだわり、当組合の強みなども紹介し
ており、当組合のコーポレートサイトとしてブランド力向上にもつ
ながった。

上記支援事業を活用したこれまでの主な事例紹介

高知県中小企業団体中央会　高知市布師田３９９２-２    TEL：088-845-8870   https://www.kbiz.or.jp 髙瀨担当

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

取引条件改善 団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉など、組合員の取引条件の改善、構造改
革を促進するために行う事業

その他 上記の他に、業界の特徴などを踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促
進するための事業

（取引力強化推進事業）

URL：https://buntan-santyoku.jp/pages/tosabuntan
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本会では、県内ものづくり企業の生産性向上を図り、受注機会の確保や
増大に繋げていくことを目的に、ものづくり基盤技術に係る人材育成研修会を今年度も開催致します。

※開催時期については予定となっており、コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から開始時期は変更する可能
性があります。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますよう宜しくお願い致します。

　開催日時が決定しましたら、テーマごとに改めてご案内を致します。

曽我部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

ものづくりの基盤技術強化を図る
令和3年度研修プログラムのお知らせ

－令和3年度ものづくり担い手育成事業－

①機械加工技術関連
テーマ 開催時期（日数） 場所 募集人数

機械製図の見方・
読図能力向上研修

令和3年7月
（2日間） 高知市内 30名

汎用フライス盤技術研修 令和3年8月
（2日間）

高知職業能力開発
短期大学校

（香南市野市町）
10名

品質管理研修 令和3年9月
（2日間）

高知職業能力開発
短期大学校

（香南市野市町）
20名

金属材料の破損・
不良解析技術研修

令和3年11月～
令和4年1月（5日間）

高知県工業技術
センター

（高知市布師田）
5名

３ＤＣＡＤ技術研修 令和3年12月
（2日間）

高知職業能力開発
短期大学校

（香南市野市町）
20名

機械保全・検査技術研修 令和4年2月
（2日間）

高知職業能力開発
短期大学校

（香南市野市町）
10名

②熱処理技術関連
テーマ 開催時期（日数） 場所 募集人数

熱処理技術の基礎と
金属組織研修

令和3年10月
（2日間）

高知職業能力開発
短期大学校

（香南市野市町）
20名

③溶接技術関連
テーマ 開催時期（日数） 場所 募集人数

浸透探傷試験ＰＴ1 令和3年12月
（2日間）

高知県立高知高等
技術学校

（高知市仁井田）
5名

④工場管理関連
テーマ 開催時期（日数） 場所 募集人数

生産現場の問題解決 令和4年2月
（2日間） 県中央地域 20名

⑤クラウド・IoT 導入関連
テーマ 開催時期（日数） 場所 募集人数

IoT導入に係る
情報セキュリティ

令和3年10月
（1日間） 高知市内 20名

⑥ものづくり企業 IoT導入支援関連
テーマ 開催時期（日数） 場所 募集人数

IoT普及セミナー 令和3年6月24日
（1日間）

南国市ものづくり
サポートセンター
（南国市大そね）

20名

IoT技術人材育成研修 令和3年8月～9月
（4日間）

高知職業能力開発
短期大学校

（香南市野市町）
10名

専門家による個別現地指導 各1日間／計3回 県中央地域 3社

I oT技術者育成サロン 各1日間／計3回 県中央地域 10名※実施テーマ及び開催時期は予定のため変更の可能性があります

新入社員向け
基礎技術研修

IoT技術導入
支援研修

募集中



〒７８０-０９０１  高知市上町３丁目１３番１４号

TEL ０８８-８３２-３２６１          FAX ０８８-８２２-７０６９
URL http://www.kochi-cgc.or.jp/

お金のこと、経営のことのほかにも、デジタル化の推

進や事業承継など、さまざまな経営課題に対して

その道のプロフェッショナルが解決策を提案します。

信用保証協会では、経営の「今」を全力でサポート

します。
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ご存知ですか？ 技能検定試験手数料が一部減免されます!!
高知県職業能力開発協会 ものづくり分野に従事する若者の確保・育成を目的として、35歳未満の方が

技能検定を受ける際の技能検定受験料（実技試験）が、一部減免されます。
【減免技能検定試験一覧】

（※1） 実技試験実施年度の4月1日において35歳に達して
いない方

（※2） 職業能力開発促進法に定める公共職業能力開発施
設の訓練生及び認定職業訓練のための施設の訓練
生、学校教育法に定める高等学校、専修学校又は各
種学校、高等専門学校、短期大学、大学の学生

〈お問い合わせ・お申込み先〉
高知県職業能力開発協会（高知市布師田3992-4）

TEL： 088-846-2300

職　種 等級
実技試験手数料

35歳未満（※1） 35歳以上
在校生（※2） 在校生除く 在校生 在校生除く

機械検査
婦人子供服製造

2級 6,100円 6,100円 15,100円 15,100円

3級 2,900円 6,100円 10,100円 15,100円
和裁
テクニカルイラストレーション
機械・プラント製図
電気製図

2級 4,300円 4,300円 13,300円 13,300円

3級 2,900円 4,300円 8,900円 13,300円

上記を除く職種
2級 9,200円 9,200円 18,200円 18,200円

3級 2,900円 9,200円 12,100円 18,200円

高年齢者の方の積極的なご活用を！
人材確保でお悩みの事業所の皆様へ

高年齢者雇用のメリット

〒780-0870 高知市本町4-1-16
高知電気ビル別館１階

TEL：088-879-1907　FAX：088-879-1908
メール ⇒ shogai5@ca.pikara.ne.jp

●高年齢者は高い就業意欲を持っています。そのバイタリティ
が職場の活性化につながります。

●高い経験・技術・知識・ノウハウを持った人材が多くいます。
若年労働者への技術継承に重要な役割を担っています。

●勤務時間、休日等に柔軟な対応ができる方が多いのです。早朝
の時間帯での勤務もいとわない方も多くいらっしゃいます。

●高年齢者の雇用により、国からの助成金制度を活用できる場
合があります。 

※ 助成金には支給要件があります。詳細はハローワーク窓口ま
で ご相談ください。

「企業合同説明会」の企業ブースにご参加、「おしごとカ
フェ」（ミニ企業説明会）にご参加、「職場見学」可能企業
としてご登録＆見学の実施などがございます。

■高知県生涯現役促進地域連携協議会（高知県商工労働部・社会福祉法人高知県社会福祉協議会・高知県経営者協会・高知県商工会議所
連合会・高知県商工会連合会・日本労働組合総連合会・株式会社四国銀行・株式会社高知銀行・公益社団法人高知県シルバー人材センター連合会）

では、55歳以上の就労に意欲のある高年齢者と企業ニーズをマッチングさせる厚生労働省の就労支援事業を実施しています。

支援メニューご活用の具体例では…

相
談

なんでもご相談ください！　
下記協議会の事務局まで
ご連絡ください。

35歳未満の方注目！！
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高知龍馬空港　　　東京国際空港 大石公園「花街道」コキア

第73回

中小企業団体全国大会
神奈川県大会 【と　き】令和3年 11月25日（木）14：00～17：00

【ところ】パシフィコ横浜国立大ホール（横浜市西区みなとみらい1-1-1）

　今年の全国大会は神奈川県横浜市です。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。

神奈川県、山梨県の自然・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73回中小企業団体全国大会（神奈川県大会）と観光視察研修団日程表　〈２泊３日〉

第１日目
11月24日

（水）

第２日目
11月25日

（木）

第３日目
11月26日

（金）

参加料

   とさでん交通㈱ 旅行事業部【旅行主催】 高知県中小企業団体中央会【旅行企画】

　7：10 発　　　　8：25 　　 8：50　 　 　 11：20  　　　　　　　　   11：50

【富士山伏流水に水源の湧水池】 【宿泊】
世界遺産構成資産　忍野八海

15：00　　　　　               15：40　　　　　　  　 17：00着
ザ・プリンス箱根芦ノ湖

【昼食・河口湖名物ほうとう】 【標高2,300M、眼下に富士五湖眺望】
ほうとう不動

12：10　　　　　13：00 　　　　   　  13：30  　　　　　　　　  14：10
富士山五合目

（朝食） 【日本唯一の登山鉄道乗車】
ホテル 箱根登山鉄道
9：00発　　　  9：52 　　　　   　  10：30  　　　  12：20　　　　           13：20

【昼食・横浜港眺望ランチ】

（第73回中小企業団体全国大会）
パシフィコ横浜国立大ホール

13：30　　　　　　　　 17：20　  　　　　  　　 17：30着
○夕食は横浜中華街の名店「聘珍楼横濱本店」にて、中華コース料理

○夕食はホテル内にて、なだ万会席料理

【宿泊】
ホテルニューグランド

（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）126,800円
（1名１室利用）149,800円

【鎌倉初代将軍源の頼朝ゆかりの神社】
ホテル 鶴岡八幡宮
9：30発　　　 10：20 　　　 　  11：20  　　　　    11：30　　　　         12：10

【参拝・高さ10M本尊十一面観音】
長谷寺（長谷観音）

【参拝・国宝鎌倉のシンボル】
高徳院　鎌倉大仏

YOKOSUKA軍港めぐり遊覧船

12：20　　　　　          13：00　  　　            13：10　 　　　　　 14：10

【昼食・老舗懐石弁当】
御代川　鎌倉店

【米海軍や海上自衛隊の艦船見学】

14：40　　　　　           15：50　       16：30　　　18：55               20：15着

高知龍馬空港東京羽田空港

※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。

宮﨑 清水高知県中小企業団体中央会
TEL：088-845-8870　IP電話：050-3537-1702　FAX：088-845-2434

担当
お問い合わせ先

【河口湖越しの富士山ビュースポット】

みなとみらいフローティングレストランピア21



がんばってます　高知市商店街！
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これからの商店街を考える！
オンラインセミナー（ZOOM）を開催しています！！
　高知県商店街振興組合連合会（廣末幸彦理事長）では、現在、「これからの商店街を考える！」を全体テーマに、ZOOM
を活用したオンラインセミナーを開催しています。
　当セミナーは、青年部（堅田佳嗣会長）が中心となり、高知大学地域協働学部との連携により実施しているものであり、
第１回は5月11日（火）に開催。（株）リクルート　じゃらんリサーチセンター
エリアプロデューサーの佐藤一喜氏を講師に迎え、「魅力あるまちづくりを
行うために～コロナ禍における観光客の指向の変化～」をテーマにお話い
ただきました。
　次回は6月8日（火）、株式会社まちづくり松山代表取締役社長の加戸慎
太郎氏に「商店街青年部が取り組む最先端なまちづくりと今後の可能性」
についてお話いただく予定です。
　商店街の活性化にご興味のある方であれば、どなたでも大歓迎ですので、
ご興味のある方は、お気軽に本会事務局までお問い合わせください。

◦お問い合わせ先
高知県商店街振興組合連合会　事務局　TEL：088-845-8870

高知県商店街振興組合連合会

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！！

Youtubeチャンネルを開設しました！！
　四万十市商店街振興組合連合会女性部　四万十玉姫の会（乾梢会長）では、Youtubeサイトに『四万十玉姫の会　おか
みさんチャンネル』を開設しました。
　本サイトでは、現在4店舗のお店紹介をした動画を掲載しており、今後は、その他の個店はもちろん、玉姫の会の活動につ
いても順次アップしていく予定です。
　また、昨年度は繁盛店づくり支援事業
（全国商店街支援センター）により、お
客様が足を運びたくなるようなお店づく
りに関する実地研修等を行いましたが、
今年度も同センターの事業を活用し、商
店街マップのリニューアルや動画作成に
関するノウハウ等、個店だけでなく商店
街全体の活性化に繋がる取り組みも行っ
ていく予定です。
　ぜひ、「四万十玉姫の会」の今後の活
動にご注目下さい！

四万十商店街振興組合連合会女性部　四万十玉姫の会

四万十玉姫の会　おかみさんチャンネル

　現在、高知県内の商店街では、青年部や女性部等が中心となり、インターネットを活用した新たな取
り組みを行っています。活動の一部をご紹介致しますのでぜひ参考になさってください！

高知龍馬空港　　　東京国際空港 大石公園「花街道」コキア

第73回

中小企業団体全国大会
神奈川県大会 【と　き】令和3年 11月25日（木）14：00～17：00

【ところ】パシフィコ横浜国立大ホール（横浜市西区みなとみらい1-1-1）

　今年の全国大会は神奈川県横浜市です。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。

神奈川県、山梨県の自然・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73回中小企業団体全国大会（神奈川県大会）と観光視察研修団日程表　〈２泊３日〉

第１日目
11月24日

（水）

第２日目
11月25日

（木）

第３日目
11月26日

（金）

参加料
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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 2021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
4月度売上は前年よりやや好転しているが、新型コ
ロナの影響が続き、先行きは不透明のまま。スー
パーマーケット等の量販店は好調だが外食系は厳し
い状況が続いている。観光関連も低調。

生コンクリート製造
新型コロナの影響に関しては感染拡大の状況に因る
ので、注視していきたい。

酒類製造
前年対比では増加となるが、前年度減少分の復活に
は程遠い状況である。依然として見通しは不明。輸出
は好調、直近3ヶ月で倍増。

コンクリート製品
出荷数量は、前年同月より減少。令和元年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。令和2年7月分以降は、増減
を繰り返し、令和3年4月分は減少に転じた。

木製品素材生産
材価・量ともに外材輸入の減少による影響で回復基
調にはあるが、具体的に見通せない部分は残るとこ
ろ。スギ・ヒノキ共材価・量ともに1割程度アップして
いる。具体的に先が見通せない不安がある。

刃物製造
先月の受注残を出荷でき、当月は前年度実績を上回る
ことができた。受注後の早期納品が今後も求められて
いる。新型コロナの影響で県外への営業出張ができ
ず、得意先とのコミュニケーションがうまく取れない。

製材
原木、製品共に不足で価格は急激に上昇、特に製品
は海外を含め大幅に不足で価格上昇の原因となって
いる。

船舶製造
受注残の消化にて、操業度は高い水準。(海外営業
活動の停滞はある)

製紙（家庭紙）
全国的にティッシュ・トイレットペーパーの荷動きが
悪い状況は継続している。特に、外出する機会が少な
い為か？ポケットティッシュの需要が減少している。
新型コロナの収束に期待するが……。

珊瑚装飾品製造
4月は昨年中止となった製品大会を開催したことから、
取引額は前年同月比427％となった。しかし、新型コロ
ナ禍前の前々年と比べると75％であり、厳しい状況が
続いている。末端の消費者による購買力が低調。

印刷
県内需要は昨年よりは回復。県外需要は昨年と同等
か？全体で昨年対比は回復基調が見られるが一昨年
対比は大幅に割れている。第4波の影響で先月の回
復傾向も尻すぼみ、先行きの見通しが立たない。

卸団地
1.ゴールデンウィークの動きは悪かった。宿泊関係
はある程度良かったようだが、外食店の動きが悪
い。2.新型コロナの影響で、売り上げ減少が止まら
ない。回復には1年程度かかりそう。

テントシート
新型コロナ禍で、新規のお客様獲得が難しい状況。イ
ベント関連が主力の事業所は、前年同月比で大幅な
売上高ダウンの状況だが、少しずつ回復基調も見られ
る。

機械団地
団地内の業況は概ね横ばい傾向で推移している。新
型コロナ感染拡大が長期化する中で、一部に取引先
からの受注減が続く企業や原材料の高騰により収益
が悪化したとする企業がある。

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
入荷量、出荷量ともに増加中である。量販店、小売店
共に前年が一昨年度より好調であったため、本年度の
伸びは減少した。業務及び外食は新型コロナの影響
を受け、闇の中から抜け出せないままである。

商店街（四万十市）
商店街に人の声が行き交うようになってきた。ＧＷも
観光客がぐっと増え宿泊客も多くなったが、まだまだ
安心はできない。季節のイベントがことごとく中止に
なっている。この先の予定が立てられない。

生鮮魚介卸売
カツオは順調に入荷していた。小物はシイラが入荷
しだしたが全般的に少ない。マグロは少なく高値が
続いている。仕入れがしにくい。安価だと需要があ
る。（スーパー）

旅館・ホテル
前年比からすると増加はしているものの、微増にと
どまっている。新型コロナ第4波の中、高知県は他
県に比べると落ち着いているが迅速なワクチン接種
が待たれる。

ガソリンスタンド
原油価格は週ごとに変化し未だに安定はしておらず価
格は上下を繰り返している。今後もガソリン販売量が
急激に増えることはないのは間違いなく、早急に次期
燃料への方向性を決めインフラ整備を進めるべき。

旅行業
組合、全旅クーポン前年同月は大きく伸びているが、2
年前同月対比は1/3である。修学旅行の売り上げが大
きく伸びたが、昨年度の延期実施の旅行であり、今年
度の修学旅行も催行されるか非常に危惧している。

電気機械器具小売
4月は全商品平均で106％。白物家電は108％。ク
リーナー120％で好調。

一般土木建築工事
令 和3 年 4月分 の 公 共 用生コン出荷 量は、前月比
75.3％、前年同月比101.5％。公共工事請負金額は前
年同月比で128.7％。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。

中古自動車小売
先月からの流れで普通車、特にコンパクトカー（高年
式外車）の割合増が目立つ。業界流通量も安定してい
るので、在庫車両の確保がスムーズに行えると思う。

電気工事
組合員の施工する電力引き込み線工事量は、前年同
月比66.1％となった。ほぼ県下全地区で減少した。

商店街（安芸市）
毎年8月に開催していた「商い甲子園」大会も昨年は実
施できなかったが、今年は感染防止対策を十分に行い
ながらの実施を計画中。感染者数の増加に伴い、外出

（商店街への来店）を控える人が増える傾向がある。

商店街（高知市）
中央公園地下駐車場利用状況  売上：前年比267.4％、
台数：前年比245.4％。昨年は緊急事態宣言の発令で
休業や時短を実施する店舗が多かったが、現在は他県
と比べて感染者も少なく、徐々に人出は戻っている。

一般貨物自動車運送
燃料価格は若干の値下げとなり一息ついたが、昨年
同時期はまだ新型コロナの影響が少なかったため売
上減、減収となった。

タクシー
実働1日1車当りの前年同月比営業収入：117.2％、輸
送回数：111.9％。実働率は52.5％。営業収入が増えた
ように見えるのは昨年新型コロナの影響が強く悪かっ
た為。実働率が悪いのは需要の低下で休車が多い。

各種小売（土佐市）
高知県では新型コロナの感染者数は多くないもの
の、都会の緊急事態宣言や近隣の県での増加数を見
てお客様が買い物に出てこない。昼の街も夜の街も
さみしいものだ。

飲食店
前年同月は感染拡大第一波の真只中で、比較すれば
本月の景況は好転しているともいえるが例年、例
えば 2019年との比較ならば業界の売り上げは7割程
度、相変わらずといった感じである。

へんしも情報 vol.242● 14



〒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


