
へんしも情報

202112 vol.248

Contents
1	 おらんくの組合		ちくと聞ぃて見てや!	 土佐文旦産直協同組合

高知県中小企業団体中央会
人を継ぎ、組織を育む

URL  https://www.kbiz.or.jp
E-mail  info@kbiz.or.jp

	 3	 令和3年		秋の褒章	 	 全国中央会創立	65周年記念式典開催	 	 令和3年度		第１回正副会長会を開催	 4	 ZOOM研修会のご案内	 	 メールマガジンにご登録ください	 5	 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
	 	 継続募集中です！	 6	 ものづくり担い手育成事業研修会開催報告
	 7	 外国人材セミナー開催報告　	 8	 青年部機関誌　雄飛	 	 がんばる女性商業者	 9	 組合いんふぉめーしょん	 11	 事業再構築補助金４次募集のご案内	 12	 高知県少子対策課からのお知らせ	 13	 県内各業界の動向・10月



おらんくの組合
ちくと

1 ●へんしも情報 vol.248

土佐文旦産直協同組合

個の弱みを補う共同産直販売で
安定収入に貢献

　当組合の組合員数は13名で、土佐市の仁淀川水系で土
佐文旦と生姜を栽培する、従業員数名の小規模農家です。
　文旦は12月下旬から1月中旬にかけて、1年に1回しか収
穫できません。私たち文旦農家は、この年1回の収穫からの
僅かな出荷期間中に、年間のほぼすべての収入を得なけれ
ばなりません。卸売市場の単価は安価かつ不安定なため直
販比率を上げることが理想的ですが、私たちのような小規
模農家には独自に販路開拓や販売事務を行う時間や人的
余裕が限られています。
　そこで当組合では、この弱みを補完しあって共同販売事
業を行っており、豊作不作により多少の増減はあるものの、
お陰様で毎年10㎏箱換算で3万ケース程、金額にすると
１億円前後を安定して出荷しています。主な販売先は生協
や農民連など県外の事業者や団体で、北は北海道から南
は沖縄まで100近いお得意様からご贔屓いただいています。
　ところで、この共同販売
事業ですが、コロナ禍で
対面営業ができなくなった
ことから落ち込みを心配し
ていましたが、早めのＤＭ
などが功を奏してなんとか
例年並みの出荷量を維持

できました。しかし、その内訳には大きな変化が見られました。
　対面販売を主とする事業者への出荷は軒並み落ち込み
ましたが、一方で宅配を主とする生協などでは急伸し、多い
ところでは３ｔ近く伸びた店舗もありました。この結果には安
堵する反面、裏を返せば各地生協との大型取引がなけれ
ば、組合員は甚大な減収であったことは明白です。
　そこで、この結果を踏まえ、今期から自主サイトを立ち上げ
ネット販売に着手しました。コロナ禍で消費者の生活様式が
大きく変化しましたが、コロナ後に元に戻るとは限りません。
今回のピンチは巣ごもり需要の高まった一般消費者開拓の
きっかけと捉え、組合員のさらなる安定収入のため、これまで
我々小規模農家が苦手とし、見て見ぬふりをしてきたネット販
売にチャレンジすることにしました。

所 在 地：高知県土佐市積善寺926番地
T　E　L：088-828-6777
組合員数：13名
設　　立：平成22年6月
主な事業：共同販売事業、教育情報事業
Ｈ　　 Ｐ：https://buntan-santyoku.jp/

組合プロフィール

理事長　西森  幹展 氏

協働の力で文旦の栽培と販売を！
丹精込めて育てた美味しい
『土佐文旦』をお届けします
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こ っれ ち い知 ょ て

知識と技術を持ち寄り、
品質向上と味の統一を実現

　当然の話ですが、商品を買っていただきリピートしていた
だくために最も重要なのは品質です。そして、当組合の強
みは多量の注文に即時対応できる量、つまり共同販売とい
うスケールメリットです。この両立を追求して相互扶助によ
る事業活動を行っています。
　文旦の栽培作業は、収穫を終えるとまたすぐに始まりま
す。1月に収穫を終えると2～3月には出荷の最盛期を迎え
ますが、並行して樹の剪定作業が始まります。4月に入り出
荷が落ち着くと、息をつく間もなく花が咲き始め、人工受粉
作業を経て実がたくさん成り始めます。このまま全ての実を
成らしたいですが、樹が栄養不足になり自然に落果したり、
小玉傾向になったりするため、6～10月の間に3回程に分け
て、その年の雨量など自然の状況や実のサイズを見なが
ら摘果作業を行います。その他にも肥料やりや草刈りなど
様々な作業を経ながら、また１年近く掛けて丹精込めて育
てます。
　組合員がそれぞれの果樹園でこれらの作業を行う間
に、品質が高く、かつ味が統一された文旦が安定して生産
できるように、知識を持ち寄り定期的に勉強会を開催し、技
術の向上と共有を図っています。収穫間近の10月には組
合員の園地をすべて全員で視察し、これにより毎年新たな
気付きがあり、ひいてはそれが品質の向上へと繋がってい
ます。出荷時には農薬の購入履歴と照らし合わせ、残留農
薬が無いよう厳しいチェックを行います。このように、組合員
全員で品質向上と安定生産、そして美味しく安全な商品を
消費者に届けるため、意見を出し合い、教え合い、助け合
いながら事業活動に努めています。

　間もなく土佐文旦のシーズン到来です。
　当組合では中央会の助成事業を活用してウェブサイトを立ち
上げ、今期から土佐文旦（家庭用、贈答用）やゼリーなどの加工
品、並びに生姜の販売を始めています。サイト内では生産者の
顔が見え、美味しく安全な文旦を収穫するまでの様々な組合活
動も紹介されていますので、安心して購入できると思います。
　一押しは、本文中でもご紹介しました「土佐文旦ゼリー」です。
商品ページでは、すべて手作りで行われる製造工程が画像付き
でご覧いただけます。そのまま食べてももちろん美味しいので
すが、一度冷凍し、半解凍の状態で食べるとまた違う美味しさが
味わえます。

土佐文旦ゼリー

●土佐文旦産直協同組合ホームページ　https://buntan-santyoku.jp/

是非アクセスしてみてください！

土佐文旦産直協同組合ウェブサイト

手作り加工品！
ご賞味ください『土佐文旦ゼリー』

　高知県特産「土佐文旦」の広報ツールとして、そして年
間を通して土佐文旦を食べていただくことを目的に、当組
合女性部が中心となって加工品開発に取り組み、３年前に

「土佐文旦ゼリー」を商品開発しました。
　かつてはオリジナル加工品として「土佐文旦ジュース」を
造っていましたが、より文旦そのものに近い味わいを求め、
試行錯誤の結果、果肉と果汁をふんだんに使った贅沢なゼ
リーに行き着きました。ぎゅっと絞った文旦をそのままゼリー
にした「土佐文旦ゼリー」はすべて手作りで、口いっぱいに
爽やかな味が広がり、子どもの
おやつや贈答用として喜ばれ
ています。
　これまでは、主に土佐市の
ふるさと納税返礼品として販
売していましたが、より手軽に、
何度でも買っていただくため、
今期から組合ウェブサイトでの
販売も開始しました。

　当組合は、1991年にその前身である土佐文旦産直セン
ターとして発足し、今年で創業30周年を迎えました。とかく
後継者不足が取り沙汰される業種ですが、幸いにして組
合員農家13戸のうち9戸で20～40代の後継者が育ってお
り、組合内でも要職を担ってもらっています。
　古き良きものは守りながら組合内部の新陳代謝も進め、
常に新しいことへのチャレンジ精神を持って土佐文旦の振
興に邁進してまいります。
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　去る11月5日（金）、全国中小企業団体中央会創立65周年記
念式典が東京都千代田区「ホテルニューオータニ」において開
催されました。
　当日は、中小企業団体中央会の発展に多大な功績のあった
方々への表彰が行われ、	本県からは、橋本順子副会長が「中小
企業庁長官表彰」の栄に浴されました。
　今後益々のご活躍をお祈り申し上げます。

株式会社太陽
代表取締役社長

久松　朋水 氏
高知県中小企業団体中央会　会長 
協同組合高知機械工業団地　理事長
太陽特殊鍛造協同組合　理事長

有限会社高知建工舎
代表取締役

沖野　東陽 氏
高知県板金工業組合　 理事長

　本会では、去る11月12日（金）、高知市帯屋町「土佐ノ國　二十四万
石」において、令和３年度第１回正副会長会を開催しました。
　会では、久松会長が議長となり、本年度上半期における補助事業
及び受託事業の遂行状況と下半期の事業執行予定について説明報
告が行われるとともに、全国大会（神奈川県横浜市）の参加状況報告
や月次景況調査概要等についても話し合われました。
　また、共済事業に関し、令和4年度より共栄火災海上保険株式会社
が新たな業務提携先として加わることを決定しました。

令和3年度  第１回正副会長会を開催

橋本　順子 氏
高知県中小企業団体中央会　副会長
高知県中小企業振興協同組合　理事長

【中小企業庁長官表彰】

全国中央会創立65周年記念式典開催

橋本副会長が中小企業庁長官表彰を受賞！

栄えある受章おめでとうございます！

黄綬褒章 黄綬褒章

令和3年 秋の褒章
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バーチャル総会、理事会 の
開催を検討している組合の皆様！

ZOOM研修会を開催します！

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

場所　　高知市知寄町 「ちより街テラス」
内容 ◦オンライン会議（ホスト）に必要な知識や運営のポイントについて
 ◦バーチャルオンリー型及びハイブリッド型総会、理事会開催に関するノウハウ等
 ◦オンラインセミナー開催に関する留意点について

〒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。

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：山本　　　曽我部
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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。

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

補助対象者 中小企業・小規模事業者（中小企業による共同体含む、業種不問）、
NPO法人（一定の要件があります）

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４年2月8日（火）午後５時　（９次締切）

●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/ さまざまな業界で利用されています！！

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
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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

○ものづくり技術革新研修
ものづくり企業IoT技術人材育成研修

　去る8月25日㈬、26日㈭、10月20日㈬、21日㈭の4日間、県内ものづくり企業を対
象とした「ものづくり企業IoT技術人材育成研修」を、香南市野市町「高知職業能力
開発短期大学校」にて開催しました。
　本研修では、安価にIoTが導入できる「Raspberry	Pi（ラズベリーパイ）」及びそれ
を活用した「IoT学習HAT」を使用し、IoTに関する基礎知識や技術、IoTシステムの
構築に不可欠なセンサ回路の設計・活用技術について講義を行いました。また実
技研修として、プログラミング言語「Python（パイソン）」を使ったIoT学習HATのプ
ログラミング、IoT学習HATを使った見守りシステムの構築方法等についての実習
を行いました。
　派遣いただいた企業からは、「社員の技術力向上に繋がった」「センサ類を扱う
プログラムの作成方法を学べた」などの声が聞かれ、IoT技術の導入のきっかけと
なる有意義な研修となりました。

○機械加工技術者研修
品質管理研修（測定・検査対策編）

　去る10月28日㈭、29日㈮の2日間、県内機械加工技術者を対象とした「品質管理
研修（測定・検査対策編）」を、香南市野市町「高知職業能力開発短期大学校」にて
開催しました。
　本研修は、講師として品質管理の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広瀬直俊氏をお招きし、品質管理の内、「測定・検査
対策」に関する基本的な知識及び技術の習得並びに自社で水平展開できる知識・
技術の習得を目的に実施しました。
　研修では、測定・検査の目的と重要性、使用される測定機器の種類等について
講義を行うとともに、実技研修として測定・検査結果（データ）をパソコンに送信で
きるノギス・マイクロメータを活用した測定実習を行いました。測定実習では得ら
れた測定結果の分析や対策検討を行い、その後品質改善に向けたQCストーリの
活用方法や他部署への水平展開方法について、事例を交えながら講義を行いま
した。
　派遣いただいた企業からは、「品質管理の基礎知識習得に役立った」「品質管理
に関する基本的な考え方や仕事の仕方を再確認できた」等のご感想をいただき、
品質管理への理解及び取り組みのきっかけとなる研修となりました。

■□ 開催報告 ■□

ものづくりの基盤技術強化を図る
研修会の報告

－令和3年度ものづくり担い手育成事業－
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高度外国人材活用セミナー

外国人技能実習（農業分野）に関する事例研究会

10/13

11/17

当会では、去る10月13日（水）・11月17日（水）、高知市にて、外国人材に
関するセミナーを開催しました。

　高知県内の事業所が外国人材を活用した地産外商や海外展開の促進など、外国人材を活
用した事業の展開を図ることを目的に、高知市高須砂地「セリーズ」において、「高度外国人
材活用セミナー」を開催しました。
　セミナーでは、有限会社上田電機代表取締役	上田義隆氏より「外国人材の採用体験記－
高度外国人材・インターンシップ生・技能実習生－」と題し、外国人材を活用するまでの経緯
や、外国人材の募集の仕方、高度外国人材と、インターンシップ生、技能実習生の活躍等につ
いて体験談を交えながら臨場感に溢れるご講義をいただきました。
　続いて、ジェトロ高知	所長	川名洋次郎氏より「高度外国人材活躍推進事業の紹介」、株式
会社パソナ	事業事務局	渡邉真梨氏より「経済産業省	国際化促進インターンシップ事業	事
例紹介」を行っていただき、高度外国人材を活用していくための支援メニューの概要を分かりやすく説明していただきました。
　今回のセミナーでは、有限会社上田電機の高度外国人材採用から採用後までのノウハウなどを教えていただき、今後、高度外
国人材の活用を検討している企業にとって、受入態勢の構築や制度の活用など参考にするべき点が多く、有意義なセミナーとな
りました。

　実習生の受入の多くが「農業分野」である本県の特色を鑑み、農業分野にフォーカスし、県内
の事業所が、適正な外国人技能実習制度運用を図ることを目的に「ちよてらホール」（高知市）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。
　セミナーでは初めに、合同会社ＩＣＨＩ代表社員	西野宮貴昭氏より、「先進事例に学ぶ！技能実
習生（農業分野）の処遇改善のすすめ」と題し、茨城県での農業分野の実習生をはじめとする外
国人材の処遇の改善やキャリアアップにより、生産性を向上させ事業を拡大されている事例や、
特定技能外国人の動向、新型コロナウイルス感染症による外国人材に与える影響などをご講義
いただきました。
　続いて、神戸大学大学院農学研究科	博士課程後期課程	中原寛子氏より「ＪＡの農作業請負の
事例にみる実習生の特性と労働とキャリア」と題し、兵庫県淡路島のＪＡで実施されている、実
習生の活用などの事例紹介や課題点などについてご講義いただきました。
　最後に、株式会社	熊谷ファーム	代表取締役	熊谷猛男氏、高度外国人材のマイ・ティ・フェン
氏、ラム・ティ・レ氏より「実習生と高度人材の連係プレーで生産性向上！」と題し、社内での外
国人材の活用先進事例を紹介いただきました。
　今回のセミナーでは、約40名の出席をいただき、参加者からは「外国人材の処遇の改善やキャ
リアアップを考えていくことで、外国人材はもちろん、日本人職員へも好影響をあたえることが
分かった。」、「実習生と高度人材の活用の工夫で、収量や収益の向上につながることが分かり
勉強になった。」との声が聞かれるなど、非常に有意義なセミナーとなりました。

合同会社ＩＣＨＩ		代表社員
西野宮　貴昭 氏

神戸大学大学院農学研究科
博士課程後期課程　中原　寛子	氏

株式会社熊谷ファーム
代表取締役　熊谷　猛男	氏

外国人材セミナー開催報告

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：古木　　　髙瀨
TEL ： 088ー845ー8870

有限会社上田電機　代表取締役
上田　義隆 氏

当会では今後も外国人材を検討している事業者にとって有益となる情報を提供してまいります。



へんしも情報 vol.248● 8

地域の見守り活動等が評価され小型電気自動車寄贈

チームシルク（梼原町）
　チームシルク（瀬戸口登貴恵代表）は、「集落活動セン
ターおちめん」の地域特産品づくり部会の中から6人で
組織された女性グループです。梼原町の特産である桑
の葉を使用したシフォンケーキやパンの加工販売、菊芋
を使ったチップスや漬物の商品開発など、『地域で人・
物・お金が循環する仕組み』を作ること目指して活発に
活動中で、地域になくてはならない存在となっています。
　おちめん（越知面）地区は、梼原町の北東部、四国カル
スト台地の麓にある7集落で構成される高齢化が進ん
でいる地域です。
　チームシルクでは、前述の特産品づくりの取り組みとともに、独居高齢者宅を中心に集落内を回りながら一人一人との繋が
りを大切に声掛け活動を継続しており、昨年4月からは高齢者向けの配食サービスを開始、見守りや孤立防止、良き話し相手と
して手作りのお弁当とともに笑顔を届けています。
　この活動が認められ、このたび、公益財団法人みずほ教育福祉財団が実施する配食用小型電気自動車寄贈事業に採択さ
れ、小型電気自動車「みずほ号」が寄贈されました。当事業は、高齢化社会の急速に進展する中、ひとり暮らしの高齢者等の介
護予防や、安否確認並びに孤独感の解消等を役割とした調理・配食・友愛サービスを一体的に行っている社会福法人等に対し
贈られるもので、民間のグループが受賞することは稀という事です。
　おちめん地区の元気の素「チームシルク」は、今日も電気自動車に乗って地域に笑顔と元気を届けています。

がんばる女性商業者

お問い合わせ先 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  FAX ： 088ー845ー2434

　高知県中小企業青年中央会（島田誠会長）では、去る11月15日（月）
午後４時30分より「東下町会館」（四万十市）において令和３年度西部
交流会を開催しました。
　本交流会は、次代を担う経営者・後継者育成の一環として、会員相
互の親睦を一層深めるとともに、本県の地域間交流を促進することを
目的として毎年幡多地域で開催しています。
　交流会では島田会長を座長として、参加者による自己紹介の後に参
加者相互の情報交換会を実施。参加した業界の代表者より、業界の動
向やコロナ禍での業況などについて説明いただいた後、これらの取り
組みについて活発な質疑・意見交換が行われました。
　交流会後には懇親会も開催し、参加者間の交流親睦を一層深めるこ
とができました。

西部交流会を開催
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中村地区建設協同組合

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！！

高知県中古自動車販売商工組合

オートオークションを盛大に開催しました！

幡多農業高等学校へかまどベンチを寄贈しました！

　高知県中古自動車販売商工組合（小松豪理事長）では、去る10
月19日（火）高知ぢばさんセンターにて「ＪＵ中四国青年部ジャン
ボオートオークション」を開催しました。
　当オークションは、いわゆる中古自動車の業者間売買取引の場
として、組合員の仕入れ・販売機会を設けることを目的に、当組合
では年２回実施しています。当日は、300台を超える良質車が出品
され、中四国地区から約80名のバイヤーが参集しました。競り会場
にはWi-Fiや車両画像を閲覧できる環境を整えるとともに、最近で
は珍しい“手競り”による臨場感で場が盛り上がり、結果は高成約
率となりました。このオートオークションを全国リレーで開催して
いることから、他地域との交流促進や取引の場を拡げることにも
つながっています。

　中村地区建設協同組合（金谷光人理事長）では、去る11月12日（金）、高知
県立幡多農業高等学校へかまどベンチを寄贈しました。かまどベンチの寄
贈は、毎年幡多地域の学校に対して行っているもので、今回の寄贈が７校目
となります。
　かまどベンチは、平時は板をかぶせてベンチとして使いますが、板を取る
と大鍋を４つ並べられるかまどになり、災害時には、炊き出しを行うことが
できるものです。
　当日は、かまどベンチの作成の段階から、幡多農業高校のグリーン環境課
と園芸システム課の生徒15名が参加し、当組合の組合員の指導の下、かま
どベンチの制作に汗を流しました。今まで扱ったことのない材料や道具に
悪戦苦闘しながらも、熱心に職
人の話を聞きながら作業を行っ
ており、防災の重要さや、建設
業の仕事のかっこよさや必要性
を学ぶ良い機会になりました。
当組合では、今後もこのような
活動を通して、建設業の魅力や
重要性を発信し、幡多地域の防
災活動への意識向上を目指して
いきます。



一条通商店街振興組合

歳末大売出しを行います！
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天神橋商店街振興組合

この冬は天神橋商店街へ！ ～天神橋今昔物語～開催中！！

　天神橋商店街振興組合（國吉康夫理事長）では、11月か
ら『天神橋今昔物語』イベントを開催しています。これか
ら訪れるクリスマスやお正月も楽しんでいただけるイベン
トを企画しています。ぜひ天神橋商店街へ遊びに来てくだ
さい！

　一条通商店街振興組合（北川廣志理事長）では、12月１日（水）より、恒例
の歳末大売出し（ガラガラ抽選会）を行います。
　期間中、加盟店にて3,000円お買い上げごとに抽選券（本券）を１枚進呈。
500円お買い上げごとに補助券１枚進呈。補助券６枚で１回抽選できます。
　抽選会では、特等・30,000円分をはじめ、商店街で使える商品券が当たり
ますので、ぜひ多数の皆様の来街をお待ちしています。

◦売出期間	 12月 1日（水）～12月31日（金）
◦抽選日時	 12月26日（日）、１月9日（日）　10：00～16：00
◦抽選会場	 高知県信用保証協会　駐車場（四万十市　一条通）
◦景　　品	 特等　30,000円　　１等　10,000円　　２等　5,000円
	 ３等　1,000円　　　４等　500円

〈お問い合わせ先〉　一条通商店街振興組合事務局　TEL：0880-34-6060

新型コロナ感染防止対策として、手指消毒や検温機器の設置などを行っています。
イベントにつきまして、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、内容が変更となる可能性がござい
ますので、予めご了承ください。詳細につきましては天神橋商店街　Instagramをご確認ください。

日程：１２月３１日㈮まで
　クリスマスをテーマとした砂像彫刻（松木由子氏 作）の
展示を行っています。
　クリスマスタペストリーやリース、イルミネーションで彩
られた商店街へ遊びに来ませんか？ 皆様のお越しをお待
ちしております！

天神橋クリスマスロード

天神橋ニューイヤーロード

日程：１月３日㈪～１月３１日㈪
　年始は大型の新年垂れ幕やタペストリーを飾り、新春を
感じられる商店街に変身します！
　3日には鏡開きやライブペイント、ビンゴ大会など皆様に
楽しんでいただけるような新春イベントも開催予定です！
Gallery＆shop SOuの益田真理氏による、ライブペイント
は「川のように、虎のように強く生きよう」というテーマで、
皆様が前向きな気持ちになれるよう、力強い作品を制作し
てくれます。どんな作品になるか、乞うご期待！！

日時：1月3日（月）
●11時20分～、13時30分～：新春ライブペイント
●11時～：初売りセレモニー
●13時30分受け付け開始：

5万円の商品券が当たる！新春ビンゴ大会
※12月21日～31日のお店（天神橋各店舗）のレシート
   （合計3,000円分）の提示が必要
    200名様限定、お一人様1枚限り

いずれも一条通の
加盟店で使用できる
商品券です

四万十市
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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。

対 象

必須申請
要件(          )

「事業再構築補助金」の第4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。

●第4次公募の締切りは12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。
●第5次公募は、1月中に開始予定です。

中
小
企
業

	通常枠　　補助額100万円～8,000万円　　補助率２/３（6,000万円超は１/２）
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。

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。

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/　

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）

補助対象経費の例

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

最低賃金枠
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％
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（※）。
（※）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
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
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
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。

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

従業員数101人以上：

　　8,000万円〜1億円

中小企業　３/４

中堅企業　２/３

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）

補助額

補助額

補助率

補助率

新設

新設

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１～９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。
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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10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
10月度商況は、依然と足踏み状態が続いている。原
材料の値上がりや燃料の値上がりがあまりにも急
ピッチであり、企業努力では対応できなく、価格転換
を検討する企業が多くなっている。

生コンクリート製造
材料費や軽油の高騰がみられる。
前月との比較は（売上・受注）が「増加」から「不
変」、（収益状況）が「増加」から「不変」、（業界景
況）が「不変」から「不変」。

酒類製造
外食、宴会、イベントの自粛の影響もあり、昨年より減
少したが、やや回復の兆し。飲食店も徐々に賑わいを
見せ始めた。最需要期11～12月の回復に期待。

コンクリート製品
出荷数量は、前年同月比61％。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10月分減少に転じた。

木製品素材生産
スギ・ヒノキともに量は1割程度増で、価格的には横ば
いの状況。いまだ外材減少の余波は続いており、先が
見通せない不安状況がある。

刃物製造
昨年より売上は減少した。商品の仕上がりが遅く早期
納品ができない。材料費の値上により価格改定の話が
出始めている。その他付属品などの値上も少しずつ出
始めている。コロナからは少し回復の兆しが見える。

製材
原木、製品等の価格上昇傾向は継続している。
前月との比較は（売上・受注）が「不変」から「不変」、
（収益状況）が「不変」から「不変」、（業界景況）が
「不変」から「不変」。

船舶製造
受注残の消化にて、操業度は高い水準。（コロナの影
響はあるが、軽微。）

製紙（家庭紙）
コロナ感染拡大が落ち着きを見せ、人流が活発とな
り、家庭紙の需要が回復する事を期待する昨今であ
るが……。今度は、原油の値上がりによる資材関係の
高騰に苦慮しそうな状況となっている。

珊瑚装飾品製造
10月の取引額は前年同月比66％、コロナ禍前の前々
年と比べると59％であり、依然回復の兆しが見えな
い。末端の消費者による購買力が低調。

印刷
前月よりは県内需要、県外需要共回復傾向が見られ
る。只、前年はGoTo事業等の特需も有り前年対比は若
干割れる。又原材料価格の高騰もあり、一昨年比で見
ても厳しい状況が継続している。

卸団地
1.コロナの影響は少なかったが、GoToがなく、出控え
ムードが感じられた。2.ガソリン価格の上昇も、景気
停滞に大きく影響。3.景気は悪化の状態が続いてい
る。コロナが落ち着いても回復は見込めないのでは？

テントシート
コロナ禍でイベント関連事業主力の事業所は、大変
な状況です。感染拡大防止策でイベント関連事業の
中止、延期で売上ダウンの状況がまだまだ続いてい
る。

機械団地
売上は徐々に回復しつつある。一部の事業所では、原
材料の高騰による調達難に加え、電力等の燃料費高
騰の影響により、収益悪化に拍車がかかっているとの
声がある。

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
販売価格の低下又、業務系の低迷などにより10月は
平均12.5％のマイナスだった。（業務関係は壊滅的で
ある。）

商店街（四万十市）
近県からの観光客が多いようだが、まだすみずみの
個店に活気がもどる程ではない。年末の商店街クー
ポン券を準備中だ。地元の人出が増えるのを期待す
る。

生鮮魚介卸売
（「非常事態」・「特別警戒」は）解除になったが、飲
食店等のお客さんの足はまだまだだと思われる。結
婚式などもまだまだ。今後は徐々に回復しそう。

旅館・ホテル
緊急事態宣言等の規制が解除され、人の動きは出て
きたが、まだ微増。宴会の問い合わせも少し入るよう
になっている。新GoToキャンペーンの再開に期待した
い。

ガソリンスタンド
原油価格高騰が継続。主な要因は、産油国で構成する
会合で原油増産が見送られた事、コロナのまん延が収
まりつつあり、原油需要が増加している事があげられ
増産がない中での需要増が価格上昇を招いている。

旅行業
組合クーポン前年同月対比59％、全旅クーポンを加味
して62％。GoToトラベル利用の再開が待たれる。高知
県貸切バス補助事業の利用が多く催行されている様
子も、クーポン売上の回復には直結していない。

電気機械器具小売
全商品売上前年比92％ぐらい。昨年の巣ごもり需要
の反動が出ている。

一般土木建築工事
令和3年10月分の公共用生コン出荷量は、前月比
106.3％、前年同月比118.8％。公共工事請負金額は前
年同月比で83.4％。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
中四国をメインとしたオートオークションを自県で開
催。業界全体の流通量が減少傾向にあるので、高年式
車がけん引をし、中・低年式の良質車の相場が高い。
成約、車両単価ともに前年を上回る結果となった。

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83.8％となった。高知市中央地区の約20％減が
影響している。半導体不足による電化製品等の入荷
遅れによって、販売および工事量が低下している。

商店街（安芸市）
10月30日にコミュニティ広場『満子の部屋』前にてハ
ロウィンイベントを実施。各方面の協力でイベントを
安全に盛り上げてくれた。（感染者数の減少とともに、
徐々に人の流れが増えてきているように感じる。）

商店街（高知市）
中央公園地下駐車場利用状況　売上：前年比149.9％
台数：110.7％。コロナの新規感染者は減少して、商店
街の通行量も幾分増えたようだ。年末年始にかけて
昨年のような感染拡大が起こらないことを願う。

一般貨物自動車運送
コロナ感染者が減少、荷動きも良くなると予想された
矢先、原油価格高騰により軽油価格も大幅上昇。組合
員企業の経営は厳しくなってきている。これ以上の値
上がりは経営に大きな打撃を与える恐れがある。

タクシー
雇用調整助成金により運転者を休ませている会社も
あり、稼働している車も少ないのに収入は伸びない状
況。対策規制が除かれたが、客足はイマイチで夜の街
での利用者は戻らない…年末を期待したい。

各種小売（土佐市）
あまり状況は変わらず、昼間は少しお客様が動き出し
たと思うが、夜の街はまだ閑散としている。

飲食店
食糧品全体に値上がり傾向、仕入価格が上昇。緊急事
態宣言・蔓延防止重点処置が全国的に解除され集客
が増え売上が回復業種によりばらつきは大きいが業界
全体としては前年度同月（既にコロナ禍）と同程度。
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