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おらんくの組合
ちくと

組合プロフィール

マイ

ＭＹ協同組合

所 在 地： 高知県安芸郡東洋町河内358-2
T E L： 0887-23-9229
設
立： 令和元年12月
組合員数： 10名
従 業 員： ２名
組合事業： 共同販売事業、
共同購買事業、
外国人技能実習生受入事業など

高知県東部地域で初となる
外国人技能実習生受入組合
マッチングを大切にしながら国際貢献と
地域活性化を目指す
代表理事

県東部地域の農業者が生産性向上や
技能実習生受入を目指して
事業協同組合を組成
当組合は令和元年12月に、
東洋町や安芸市の農家が集
まって、農業の生産性向上や外国人技能実習生の受入を
目指して設立しました。県東部地域で初の受入組合となり
ます。組合従業員は、事務局長兼通訳のベトナム人と、他
県の監理団体で事務局長経験もある中国人の2名です。
組合運営については、専門家の力を取り入れるよう努め
ています。例えば、社会保険労務士に員外役員をお願いし
たり、
ビザ専門の行政書士と業務提携して組合員からの特
定技能外国人や高度外国人の活用相談にも対応できるよ
うにすることで、農業現場の労務管理の円滑化及び生産
性向上支援の充実化を図っています。
その他、成田空港・羽田空港からの入国も予定している
ので、入国時のサポートにもしっかりと対応するため「千葉
支部」の立ち上げ手続きを行っているところです。

熊谷 猛男

氏

わかることが多く、外国人と農業者とのマッチングで「もっと
こうした方が良いのに」
と感じる場面が多く、
今回、
志を同じ
くする県内農業者と共に組合を設立しました。
私たちは現在、
ベトナム人技能実習生を中心に受入れて
います。外国人技能実習生の受入は、面談時に企業風土
を母国語で的確に伝えたり、外国人の希望する実習内容
とのマッチングを丁寧に行うことがとても重要です。そのた
めに、事務局長に日本語が堪能なベトナム人が就任して、
送出国との調整や監理業務だけでなく、実習生のサポート
を積極的に行っていて、
とりわけ、マッチングには気を付け
ています。技能実習では、一度受入れたら最低３年間は実
習を継続し続けなくてはならな
いため、
マッチングが本当に大
切で、実習生に寄り添って、
ミ
スマッチだと思われる場合は
受入希望を断れる組合運営を
心掛けています。

生産者と外国人のマッチングを
とことん追及した受入支援
私は県外受入組合から頼まれて3年ほど前から役員に
就任しており、外国人技能実習生の受入事業に携わってき
ました。大きな組合なので、
いろいろ勉強もさせてもらいまし
たが、私自身、農園を経営しているため、
同業種だからこそ
栽培管理・収穫・出荷の各作業で活躍するベトナム人材
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外国人材の活躍を農業の生産性向上
に繋げる
当組合では、組合員の希望に応じて、行政書士の先生
と連携しながら高度外国人材の活躍による農業者の生産
性向上支援も行っています。
そのために、
私の農場をショー
ルームとして見てもらうことで具体的にお伝えしようと思い、
様々な取り組みを積極的に導入してきました。
従業員が約15名おり、
その内ベトナム人技能実習生が7
名ですが、昨年より、生産管理のためにベトナム人高度人
材を2名雇用しています。今では販売先との調整管理も含
めて任せており、農場経営に欠かせないマネジメント人材
となりました。外国人社員と技能実習生の言語が同じなの
で、
日本人では難しい管理・調整でもスムーズに事が運ぶこ
とも多いです。職場コミュニケーションも活発となって生産
性も上がりました。
他にも、実習終了後も継続雇用を希望する方を特定技
能外国人として雇用したり、昇給制度の導入や個室の宿
舎など快適な生活環境の提供、周辺に在住のベトナム人と
の交流支援なども積極的に行っています。
また、将来は現地の農業法人と連携して、実習生の帰る
先を作り、
その農場で現地雇用も行うことで、
もっと日本でス
キルアップした方が良いような高いレベルの人たちを実習

生として高知に招いて、技術を指導して母国に貢献しても
らえる好循環を作っていきたいです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
当組合の事業
活動はこれから本格スタートを切るところですが、外国人
技能実習生の受入という国際貢献が、高知県の農業が抱
える課題解決の一助となると共に、送出国の人材開発・地
域開発に繋がる
「WIN―WIN」の関係作りに役立つように
役職員が一丸となって取り組んで参りますので、
どうぞよろ
しくお願いいたします。

ベトナ

ム料理

ベトナム人材の皆さんが作って食べていた彩り豊かなベトナム料理

こ れ 知 っ ち ょ い て

マイ・ティ・フェン さん

ラム・ティ・レ さん

ハノイ農業大学
経済学部 卒業

ハノイ農業大学
農学部 卒業

日本に来て4年目です。
大学
卒業後、
東京都の日本語学
校で勉強して、
2年前に熊谷
ファームへ就職しました。
◆高知で就職したきっかけ
熊谷ファームに親族が働いていて、話をよく聞いていたか
らです。
◆業務内容
受発注管理、在庫管理、事務処理など
◆高知（東洋町）の印象
東京は人が多すぎて仕事も忙しすぎて大変でしたが、東
洋町はとても住みやすい町です。魚が美味しく、刺身が好
きになりました。車の免許を持っているのでドライブでき
るのも良いです。
◆休日の過ごし方
親戚と買い物や家庭菜園をして過ごしています。
◆好きな日本食
鰻重
◆日本人におすすめのベトナム料理
空心菜炒め（ざうむぉん・さお・とい）
◆ベトナムの素敵なところを教えて！
ベトナムで生産された食べ物は安くて美味しいです！

日本に来て3年目です。
大学
卒業後、鹿児島県の日本語
学校で勉強して、
今春、
熊谷
ファームへ就職しました。
◆高知で就職したきっかけ
高知にいるベトナム人高度人材の友達が紹介してくれました。
◆業務内容
集荷場の集荷物の振り分け、事務処理、栽培スケジュール管
理など
◆高知（東洋町）の印象
食べ物がとても美味しい！ベトナム人が多いのも良いです。同
じ専門学校の友達もたまたま高知で就職していました。買い物
は大変でしたが、原付免許を取得したので問題はありません。
◆休日の過ごし方
他社勤務の友達と景色を見に行ったり、友達と料理を作って
交流しています。
◆好きな日本食
てんぷら
◆日本人におすすめのベトナム料理
ゴーヤの肉詰め（むっぷ・だん・にょい・てぃっと）
◆ベトナムの素敵なところを教えて！
若い人が元気で活気があるところです。
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本会では、組合役職員の方々を対象に会計処理・税務申告
をテーマとしたセミナーを開催します。
第１～２回は、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、税制を中心に学ぶとともに、税務申告の
作成に取り組みます。
尚、当該セミナーは、組合検定試験対策（※次頁参照）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。

スケジュール
テーマ

開催日時

開催場所

第１回

◦組合会計の基礎
◦仕訳処理
◦試算表作成

11月2日
（火）

第２回

◦決算整理仕訳
◦精算表作成

11月9日
（火）

第３回

◦組合税制のポイント
◦税務申告の作成

11月16日
（火）

10：00～16：00

高知市知寄町２-１-37

ちより街テラス
「会議室3」

10：00～16：00

所長

松岡 宣明 氏

仕訳処理から
学びたい！

決算整理の手順を
知りたい！

高知県中小企業団体中央会
TEL：088ー845ー8870

ルマガに
中央会メ さい！
だ
ご登録く

各20名

10：00～16：00

講師 ： 松岡宣明税理士事務所

お問い合わせ先

定員

担当：山本

曽我部

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

●必須記入事項
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●件

名：メールマガジン配信希望

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

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！

お問い合わせ先

高知県中小企業団体中央会
TEL：088ー845ー8870

担当：松村
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外国人材セミナー開催報告
当会では、去る７月27日
（火）
・28日
（水）
、高知市の「セリーズ」において、
外国人材に関するセミナーを開催しました。

外国人の受入れと職場のコミュニケーション

7/27

本会では、外国人技能実習生が働く事業所の経営者や日本人担当者を対象とし
て、実習生と受入企業等が円滑なコミュニケーションを図り、実習が効率的かつ安全
に行われることを目的に、
「はたらくための日本語キックオフセミナー〜外国人の受
入れと職場のコミュニケーション〜」を開催しました。
講師には、武蔵野大学グローバル学部准教授の神吉宇一氏を迎えました。神吉氏
は、当会が開催している外国人技能実習生向け日本語教室のテキストである「はたら
くための日本語」の監修を行っており、企業向けの日本語教育プログラム開発などに
も携わっている日本語教育の専門家です。
講義では、外国人技能実習生に対する日本語教育の必要性と、多文化共生への課
題などをご説明いただき、就労現場ごとに、実習に必要な日本語能力を考えていく必
要があることなどが伝えられました。また、実習生を雇う事業者は、日本語の学習方

武蔵野大学 グローバル学部准教授
神吉 宇一 氏

法の設計や、実習生が日本語を学んでいくためのサポートをしなければならないことなど、事例を交えながらご講義いただきま
した。
今回はキックオフセミナーの位置づけで、外国人技能実習生を受入れる事業者にとって、日本語教育の必要性を理解してい
ただく良い機会となりました。今後も外国人材を受け入れている事業所の事例紹介などを交えて、より実践的なセミナーをシ
リーズで開催していく予定です。
※詳細が決まりましたら、改めてご案内申し上げます。

第１回 外国人技能実習制度適正化講習会

7/28

本会では、外国人技能実習生受入監理団体を対象として、適正な受入事業実施の
促進を図ることを目的に、講習会を開催しました。
まず、外国人技能実習機構
度

高松事務所松山支所の稲田裕治氏より「技能実習制

運用要領」を基に、技能実習制度の運用に関する留意事項や昨年度からの変更

点、訪問指導・監査における注意点などについてそれぞれご説明いただきました。
引き続き、高知労務管理事務所の社会保険労務士大﨑悠司氏より、外国人技能実
習生の労務管理を行う上でのポイントや留意事項を、実際にあった事例等を交えな
がらわかりやすくご講演いただきました。
最後に、高知県 商工労働部 雇用労働政策課の大前拓也氏より、外国人材が入国
する際の水際対策において、事業者が負担する宿泊施設の宿泊費の補助の支援制度

高知労務管理事務所 社会保険労務士
大㟢悠司 氏

について、概要の説明が行われました。
昨今の新型コロナウイルス感染症の影響や、海外諸国の社会情勢などもあり、外国人技能実習生の管理運営の状況も変化
が激しくなっています。今回の講習会で関係機関より最新情報や事例を聞くことができ、外国人材を受入る組合にとって有意義
なセミナーとなりました。今後も中央会では、情報収集に努め、組合の運営の支援をしてまいります。

お問い合わせ先
5
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高知県中小企業団体中央会 連携推進部
TEL：088ー845ー8870

担当：古木

髙瀨

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 3 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7月27日㈫、28日㈬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「高知県工業技術センター」にて開催しました。
本研修は、講師として、機械・プラント製図１級技能士であり、本県ものづくり企業
に対して機械製図等に関する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た講義
を実施しました。
当日は、製図の規格や読み方等の基本的な知識から、事例を交えて製図の重要性
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。派遣して
いただいた企業からは、
「基礎知識が理解出来た」
、
「若手社員の自己啓発の機会（意識改革・向上心への芽生え等）
となった」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（測定・検査対策編）
●開 催 日 時

10月28日（木）・29日（金） 両日とも午前９時～午後４時

●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

【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、機械加工などの従事者自らが
「測定・検査結果（データ）の分析や対策検討」するための基本的な技術・知識及び自社で水平展開で
きる方法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）
【申込締切】 令和３年９月28日（火）
【申込方法】 下記記載のURL又は右上の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://www.kbiz.or.jp/r3qc/

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：曽我部
TEL：088ー845ー8870 FAX：088ー845ー2434

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。

〒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/
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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

（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。

●補助事業の概要
概

要

補助金額

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
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
7次締切からの
変更点

令和３年１１月１１日（木）午後５時

（８次締切）

・過去３年間に２回以上もの補助の交付決定を受けた事業者は、補助対象外
・政策加点に「パートナーシップ構築宣言を行っている事業者」を追加
・賃上げ加点において、従業員数の規模に応じた加点を追加

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/
さまざまな業界で利用されています！
！

導入設備例

▲真空包装機
▲5軸制御CNC
マシニングセンタ

◀急速冷凍機

●CNCマシニングセンタ

●包装機・冷凍機

▲レーザー加工機

●レーザー加工機

◦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

●ソフトウェア

49インチ▶
ディスプレイ
調査・測量用▶
ドローン

32インチ▶
ディスプレイ
▲サーバー
（管理用PC）

その他の
導入設備例
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◀3次元レーザー
スキャナ

▲70インチディスプレイ

●デジタルサイネージ

●三次元スキャナ・ドローン

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については、
下記ページもご覧ください。
https://www.monodukurihojo.jp/

高知県地域事務局

〒781-5101

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：088-845-6222／088-845-8870
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高知市布師田3992-2

高知県中小企業会館

第24回

組合青年部まつりを開催
－高知県中小企業青年中央会－
青年中央会の夏の恒例事業である組合青年部まつりを、去る7月31日
（土）
午後5時から8時まで高知市帯屋町2丁目商店街内で開催しました。
本イベントは、会員青年部及び青年部員間交流の促進、
また地域社会への
貢献を図ることを目的として、協同組合帯屋町筋主催の土曜夜市内に青年中
央会で出店ブースを構え、会員青年部が出店することにより実施しているも
のです。
当日は天候にも恵まれ、
また新型コロナウイルス感染症の影響により中止
が続いた土曜夜市が唯一開催される日となったこともあり、会場は多くの家
族連れなどで賑わう中、4青年部が参加し、感染防止対策を十分に行いなが
らそれぞれ趣向を凝らしたゲームや青年部PR活動等に汗を流しました。
高知中央電気工事業（協）青年部

出店青年部名（順不同）

出店内容

高知中央電気工事業協同組合青年部

花火くじ引き販売、電流イライラ棒、組合PR

高知県印刷工業組合青年会

メモ用紙の配布

高知県旅館ホテル生活衛生同業組合青年部

射的ゲーム

高知市管工事設備業協同組合青年部委員会

ボウリングゲーム

高知県印刷（工）青年会

お問い合わせ先

高知県旅館ホテル（生同）青年部

高知市管工事設備業（協）青年部委員会

高知県中小企業青年中央会 事務局
担当：久保
TEL：088ー845ー8870 E-mail：kubo@kbiz.or.jp
へんしも情報 vol.245●
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バーチャルオンリー型総会、
理事会の開催について
令和3年5月14日に改正「中小企業等協同組合法施行規則」、改正「中小
企業団体の組織 に関する法律施行規則」が公布・施行されました。
これにより、
「中小企業等協同組合法」に規定する事業協同組合・連合
会、事業協同小組合、 企業組合、
「中小企業団体の組織に関する法律」に規
定する商工組合・連合会、協業組合の総会運営方法にバーチャルオンリー
型による総会の開催形態が追加されることとなりました。
多くの組合の定款では、総会の招集方法として、総会の開催日時や場所を
招集通知に記載する旨を定めています。その場合、バーチャルオンリー型総
会を開催することはできないため、バーチャルオンリー型総会を開催したい
場合には、定款変更を行い、
「場所」を定めない総会を導入する旨の規定とともに所要のルール整備が必要にな
ります。
一方、バーチャルオンリー型理事会についても、組合の定款において「場所」の規定を記載しているケースが大
半であることから、同じく定款変更を行うことが必要です。

◆ 組合総会の開催形態別の比較
リアル型

概要

ハイブリッド型

バーチャルオンリー型

物理的な「場所」において会議
体としての総会を開催しつつ、
議場外からの電子的なアクセス
（バーチャル出席）による意思
表示の表明を認める開催形態

物理的な「場所」を伴う会議体
を設けることなく、電子的なア
クセス
（バーチャル出席）での
み意思表示の表明を行う開催
形態

○

○

○（一部除く【※1】）

リアル出席のみ
（バーチャル出席なし）

リアル出席 ＆ バーチャル出席

バーチャル出席のみ

物理的な「場所」において会議
体としての総会を開催する形態

法律

イメージ

【※1】
：法律上、
「創立総会」及び「任期中に辞任した監事又は会計監査人がいる場合、辞任後最初に招集される総会」
は、必ず「場所」を定めることが求められます。
★参考
株式会社は、会社法において株主総会の「場所」を招集通知記載事項として規定しているため、バーチャルオンリー型株
主総会を開催することができません
（令和３年６月９日成立の改正産業競争力強化法による特例の場合を除く）。
《参考・新しい総会制度導入ガイド
（全国中小企業団体中央会発行）》

◆検討・整備の対象となる内容は組合によって異なります。具体的な定款変更手続きの方法等、詳細については
本会までご相談ください。
お問い合わせ先

9
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高知県中小企業団体中央会

TEL：088-845-8870

「事業再構築補助金」の第3次公募がスタートしました！

新設！
！

最低賃金枠

大規模賃金引上枠

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。

●第3次公募の締切りは9月21日です。
●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。
●最低賃金枠の創設（補助率を3/4に引上げ（通常枠は2/3）、他の枠に比べて採択率を優遇）
●大規模賃金引上枠の創設（従業員数が51人以上の場合＝補助上限を最大8,000万円まで引上げ／従業
員数が101人以上の場合＝補助上限を最大1億円）
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。

対 象

( 必須申請
要件 )

１．2020年4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1〜3月）の
同３か月の合計売上高と比較して10％以上減少しており、
（b）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、
コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5％以上減少していること。
※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能。
（a'）2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、
コロナ以前の同3か月の合計付加
価値額と比較して15％以上減少していること。
（b'）2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、
コロナ以前の同3か月の合計付加
価値額と比較して7.5％以上減少していること。
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。

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。

緊急事態宣言特別枠
必須要件１.～３.を満たし、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１～８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
（※）売上高の減少に代えて、付加価値額の45％の減少でも可。

最低賃金枠

新設

必須要件１.～３.を満たし、かつ2020年10月から2021年６月までの間で、
３月以上最低賃金＋30円以内で雇用している従業員が全従業員の10％

補助額

以上いること及び2020年４月以降のいずれかの月の売上高が対前年又
は前々年の同月比で30%以上減少していること（※）。

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

補助率 中小企業

３/４

中堅企業

２/３

（※）売上高の減少に代えて、付加価値額の45％の減少でも可。

大規模賃金引上枠

新設

必須要件１.～３.を満たし、かつ補助事業実施期間の終了時点を含む事
業年度から３～5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金
を年額45円以上の水準で引き上げること及び補助事業実施期間の終了

補助額 従業員数101人以上：
8,000万円～1億円

時点を含む事業年度から３～5年の事業計画期間終了までの間、従業員

補助率 中小企業 ２/３（6,000万円超は1/2）
中堅企業 １/２（4,000万円超は1/3）

数を年率平均1.5％以上（初年度は1.0％以上）増員させること。

補助対象経費の例

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）

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。
お問い合わせ先

https://jigyou-saikouchiku.jp/

高知県中小企業団体中央会

TEL：088-845-8870
へんしも情報 vol.245●
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高知アグリファーム協同組合

外国人技能実習生×地域住民

交流をしています！

高知アグリファーム協同組合（山本哲也理事長）では、外国人技能実習生が
地域との交流を行いながら共生社会を目指しています。
去る７月15日（木）、香南市の香我美中学校で行われた、
「外国文化や高知
で在住している外国人を知り、共生を学ぶ」授業に、当組合のベトナム人技能
実習生４名が参加しました。
授業では、実習生とともに高知市に在住するインドネシア人の国際交流員
や、JICA職員、外国人相談センター職員なども参加しており、中学生に対し
て、外国の文化や高知で暮らす外国人の様子などを伝えました。
実習生は日本語で、写真を見せながらベトナムの位置や風土、食文化や、高
知で暮らしてみて感じたことや困っていることなどを生徒たちに伝えました。
生徒たちは、初めて話すベトナム人技能実習生に対し緊張の面持ちでしたが、
様々な質問を投げかけ熱心に話を聞き、最後には「ベトナムに行ってみたい」
などの声も聞かれました。
また、高知県初の実習生によるサッカーチームを結成し、ユニフォームも揃
えました。今後、地域のサッカーチームと交流試合を予定しており、試合に向
けて練習に励んでいます。
当組合では、今後も地域との交流を行いながら、実習生にも地域住民に
とっても暮らしやすい共生社会を目指していく予定です。

《お問い合わせ先》 高知アグリファーム協同組合

TEL：088-894-6500

高知県クリーニング生活衛生同業組合

9月29日はクリーニングの日です！
当業界では、昭和57年に「クリーニングの日」が制定されて以来、
全国各地で、消防団への参加や清掃活動、お年寄りや子供を守るパ
トロール活動といった地元貢献活動を行っています。高知県クリーニ
ング生活衛生同業組合（木村浩二理事長）でも、例年この日にあわ
せ、地域社会に密着し、貢献する業界として、県庁や市役所を表敬訪
問し、
〝くろしおくん〟や〝しんじょうくん〟に感謝状やクリーニング
券を贈呈するなど、業界の啓発普及に努めてきました。
本年度については、依然として新型コロナ感染症の収束が見えな
い中、お客様への安全対策を第一に考えた取り組みの徹底を目的と
して、ガイドラインに基づき、順次、専門指導員による巡回とチェック
作業（2回）を実施。クリーニングの日（9月29日）には、組合員全店
舗でのチェック作業を終え、
「新型コロナウイルス 感染防止対策取
組店」としての登録及び店頭での周知を目指しています。ぜひ、安全
対策に万全を期した組合員店舗をご利用ください。

掲載無料
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《お問い合わせ先》
高知県クリーニング生活衛生同業組合
TEL：088-831-1327

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！
！

令和3年度 第36回

高知県地場産業大賞
高知県内で、魅力あるものづくりや地域の活性化に取り組んでいる方を募集しています。

概要／
応募対象
【一

高知県地場産業大賞は、高知県内で作り出された優れた地場産品や地場産業振興に貢献の
あった活動を顕彰する賞です。下記の2分野において、特に優れた企業・団体等を表彰してい
ます。
般】 ◦地場産品：高知県内で製造また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】 ◦学校で取り組んでいる地域の特性や資源を生かした商品開発や、地域活性化への取り組みなど

応募期間

【一 般】 8月16日（月）～ 9月30日（木）
【高校生】 8月16日（月）～12月10日（金）
高知県
地場産業大賞

高知県地場産業大賞表彰(予定)

各

賞

名

称

点

数

賞

高知県地場産業大賞

１点程度

賞状・記念品・副賞（500,000円）

高知県産業振興計画賞

１点程度

賞状・記念品・副賞（200,000円）

50万円

賞金

賞状・記念品

高知県地場産業賞

若

干

賞状・記念品・副賞（100,000円）

高知県地場産業奨励賞

若

干

賞状・記念品

高知県次世代賞

若

干

賞状・記念品・副賞（図書カード30,000円）

高知県特別賞

※

高知県
産業振興計画賞
賞金

賞状・記念品

応募方法

20万円

賞状・記念品

※該当がある場合のみ

募集ホームページ（https://joho-kochi.or.jp/jibasantaisho.php）にある
応募書類に必要事項を記入し、下記の応募先アドレスに送付してください。
※今年度から郵送・持参によるご応募は原則受け付けておりませんのでご注意ださい。
メールでの
申請が難しい場合は下記問い合わせにご相談ください。

応募先・
お問い合わせ

公益財団法人高知県産業振興センター 事業戦略・地産地消課（担当：池澤・會澤）

応募サイト

応募先アドレス：  jibasan@joho-kochi.or.jp
〒781-5101 高知県高知市布師田3992-2 高知県中小企業会館２階
TEL：088-845-7110 ／ FAX：088-846-2556

地場産業大賞

検索
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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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2021年7月（前年同月比）
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…好転
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…不変
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売 上 高
収益の状況
業界の景況

▲40.0
▲53.3
▲53.3

-80

7月

…やや悪化

…悪化

食品団地

生コンクリート製造

7月度商況もコロナ禍によって低調であった。食品原
料や燃料など値上げによる収益への悪材料が引き続
いており、厳しい経営環境となっている。

コロナの影響として、今後、建設関連予算の削減、執
行遅延が懸念される。

酒類製造

コンクリート製品

出口が見えない状況。首都圏への出荷減少に加え、
県内への観光客減少による消費減。対策なし。

出荷数量は、前年同月比152％。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7月分は増加に転じた。

テントシート

機械団地

コロナ禍でイベント関連主力の事業所は、大変な状
況です。

一部事業所では予想以上の原材料費高騰が続き、資
材確保が厳しくなっているとの声がある。売上高や収
益状況の指標は前年比で低下している。

木製品素材生産

刃物製造

スギ・ヒノキ共に量は変わらないが、ウッドショックに
よる柱適材を中心にスギで1～2割、ヒノキで3～4割の
価格の上昇が見受けられる。

前月より売り上げが低下している。受注はそこそこあ
るものの、納品が間に合っていない面もある。

製材

船舶製造

「ウッドショック」といわれる世界的な木材不足の影
響が続いており、原木、製品共に価格の上昇傾向は継
続している。

生産状況は引き続き高い水準で推移している。

製紙（家庭紙）

珊瑚装飾品製造

相変わらず、県内家庭紙業界は、厳しい状況が続いて
いる。高騰したパルプを原料に生産しても、採算が合
わない現状では、無理して稼働率を上げる必要はな
い。
（雇用調整助成金を活用）

7月の取引額は前年同月比82％、コロナ禍前の前々年
と比べると58％となり、回復の兆しが見えない。

印刷

卸団地

前年対比は昨年同等。県内需要（官公需、民需）共に厳
しい。県外も相変わらず。6月度は多少回復傾向が見ら
れたが当月は一昨年対比では大幅減。コロナの再拡
大と夏場の非需要期を迎え先行きが見通せない。

1.7月の連休は、宿泊は良かったようだが、外食業は全
く期待はずれだった。今月はお盆があるが、全く期待
できない。2.コロナ禍の影響が大きいため、業界での
景気悪化が続いている。
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青果卸売

商店街（四万十市）

入荷量が増え販売価格が低下のため、7月は前年対
比が約90％になってしまった。店舗売上は100％であ
る。

県内の感染者が二桁になると町全体に重い雰囲気が
出てきた。夏休みが始まり、県外客が増え、夜の街に
は歌声が響くようになった。レンタル自転車も日中よ
く見かける。飲食店も健闘しているようだ。

生鮮魚介卸売

旅館・ホテル

引き続きコロナの影響で売上も減少している。カツオ
は大きい太さのものが安値で多く入荷している。マグ
ロは先月同様需要が少ないので不足していない。

連休、オリンピック、変異ウイルスの拡大を受け、連日
感染者数最多を更新し続けており、それに伴い、繁忙
期に宿泊キャンセル等相次いで予想以上のコロナ禍
長期化で厳しい状況は続く。

各種小売（土佐市）

飲食店

相変わらず厳しい状況が続いている。イベントも中止
になり、小売店にも元気がない。

食糧品全体に値上がり傾向、仕入価格が上昇。今月は
前年度（既にコロナ禍）と比べて少し好転したが、例
年の売り上げには程遠い。長引く売り上げ減により更
に収益は悪化している。

ガソリンスタンド

旅行業

月末の世界的感染拡大により原油価格は不安定、今ま
での値上げの転嫁の遅れから販売価格は全国的に高
騰。全国的な感染拡大だが、高知を題材にしたアニメ
映画のモデル場所にはかなりの観光客が来た模様。

組合クーポン前年同月対比66％、全旅クーポンを加味
して58％、2年前同月対比9％。旅行業界は一筋の光も
見いだせない、危機的状況が続いている。

電気機械器具小売

一般土木建築工事

7月は前年比全商品平均で98％。昨年度は各種補助
金があり又巣ごもり需要もあり好調だった。今年は
2019年並み。

令 和 3 年 7月分 の 公 共 用 生コン出 荷 量 は 、前 月比
98.2％、前年同月比129.8％。公共工事請負金額は前
年同月比で110.2％。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

電気工事

新車不足での中古車相場上昇が続く中、高年式車の
販売が好調だが収益率は低い。販売台数、客単価と
もに上向きではあるが、収益増までには至っていな
い。

組合員の施工する電力引き込み線工事量は、前年同
月比95.5%とほぼ同様となった。

商店街（安芸市）

一般貨物自動車運送

昨年に続き、コロナの影響で夏のイベント中止が相次
いでいる。商店街に活気を取り戻すために何ができる
か模索中である。

売上は前年度比で横ばいないし若干の増となった
が、燃料価格が高騰しており組合員企業の収益は悪
化している。今後のコロナによる経済の停滞の影響が
懸念される。

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97.5％、
台数：前年比97.9％。高知県の感染症対策の目安が「警
戒」に下がった７月最終土曜日にやっと一回だけ土曜夜
市を開催。予想以上の来街者で賑わいを見せた。

実働1日1車当りの前年同月比営業収入：76.1％、輸送
回数：80.0％。実働率は47.2％。陽性患者が減らない
ことで夜の利用者が減少して、やれないという声が大
である。
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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

