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おらんくの組合
ちくと

中村地区建設協同組合
組合プロフィール
所 在 地：四万十市右山元町3丁目3番26号
TEL／FAX：0880-34-3100 ／ 0880-34-6517
組合員数：40名
設
立：昭和42年9月
主な事業：共同購買事業、
共同保証事業、
共同施設運営事業、
教育情報事業 等

住民が安心できる地域づくりを目指し、
幡多を守りつづけています。
地方の建設業は、地域にとって無くてはならないインフラ
整備や防災工事などを担う一方、
公共工事や災害の発生に
より、
仕事が左右されるなど事業運営が非常に不安定な業
界です。
そこで幡多地域の建設業者の課題解決や発展を
目指し、
四万十市、
黒潮町の建設業者が集まり、
結成された
のが「中村地区建設協同組合」です。
前身は建設業者の不
安定な資金繰りを解決するために共同保証事業を行ってい
た「高知県西部建設業保証協同組合」ですが、
事業拡大に
伴い名称を変更し現在に至ります。主な事業は、共同保証
事業や生コンクリートの共同購買事業、
組合会館の会議室
貸出などですが、
当組合では、
建設業のチカラを活かした地
域貢献活動も行っております。

建設業のチカラで地域に安心を
その一環として行っているのが、
四万十市佐田地区の残
土処理場の運営です。
佐田地区では地盤が低く、
長年洪水
被害に悩まされておりました。
そこで行政と協議を行い、
建設
工事から発生する残土を利用し佐田地区の地盤のかさ上
げに使用することとなりました。
当組合では、平成28年より佐田地区の残土処理場の整
備・管理を任されており、
今年度で地盤のかさ上げ、
農地整
備も完了を予定しています。熱海の盛り土による土砂災害も
記憶に新しいと思いますが、建設業者にとって適切な建設
残土処理が必要となりますので、
地域住民にも安心してもら
えるよう、今後も新たな場所での残土処理の継続を予定し
ております。
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理事長

金谷
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また、
かまどベンチ寄贈
事業も、
当組合にとって大
切な地域貢献活動となっ
ています。地域住民の防
災活動に建設業が何か
力になれないかという思いから、
平成26年から毎年、
幡多地
域の学校へかまどベンチの寄贈を行っております。
かまどベ
・ ・ ・
ンチは、平時はベンチとして使いますが、災害時にはかまど
となり、避難者に温かいご飯を提供できるようにと当組合が
開発したベンチです。
かまどベンチの制作は、
組合員である
建設業者が行っておりますが、
授業の一環として子供たちに
も手伝ってもらっています。
生コンクリートを練る、
ブロックを並
べる、
鉄筋を入れる等の作業を行いながら施工方法を学ん
でもらうとともに、
モノづくりの大切さや、
将来の仕事で工夫を
するということを少しでも学んでもらいたいとの思いで、
制作
から参加してもらっています。
完成後は、
地域の防災イベント
でかまどベンチを使っての炊き出し訓練に協力するなど、
地
域防災力の強化に貢献をしております。

あたらしい建設業は魅力が無限大
幡多地域では、人口の流出に歯止めがかからず、特に
若者の人口が急減しております。建設業界も若い人材の
減少と高齢化が深刻で、建設従事者の減少により業界が
縮小しています。
このままでは施工力が低下し、
インフラ整
備や南海トラフ地震対策など災害対応に支障をきたすこと
が危惧されています。幡多地域を守っていくためには若者
の入職者を増やし、
この業界を守っていくことが当組合の
使命だと考えております。若者に幡多地域に残ってもらい
定住をしてもらうには、働きやすい職場環境が整っているこ
とが重要です。
近年、建設業界も働きやすい職場環境づくりに努めてき
ており、若者や女性にとっても働きやすい職場に変わってき
ています。
以前は３K
（きつい、
汚い、
危険）
の職場といわれて
きましたが、
ドローンなどのICT機器の導入により、
きつい重
労働や危険な仕事も減り、残業も少なく4週８休を導入する
会社も増えてきております。
しかしながら、
まだまだ「建設業
＝３Kの職場」
というイメージが払しょくできていないため、
当
組合では幡多地域の建設業界のPR活動に力を入れてい
ます。かまどベンチの寄贈活動と併せて、
より多くの方に幡
多地域の建設業の魅力を伝えていくために、
今年度から高
知県中小企業団体中央会の協力のもと、
「 幡多地域の建
設業PR動画」の作成に取り組んでおります。
この動画は、
幡多地域の建設業の必要性、
働きやすさ、
ICT技術の導入
により変わってきている現場、作ったものが地図に残るなど
達成感を感じることができる仕事であることを伝えており、
若
者に受け入れられやすい動画という形で制作しました。
建設の仕事は、
やってきた努力が形として残る、
やりがい
や達成感が感じられる魅力的な仕事です。
また、災害発生
時には、
いち早く現場に駆け付け、地域住民の命を守るた
めに頑張れる仕事です。すぐには結果の出ない地道な活
動ですが、来年度以降もかまどベンチ・PR動画の制作など

で魅力を発信していき、
幡多地域の建設業界に一人でも多
くの若者が興味をもち地域のために働いてもらえることを
期待しております。

地域一丸で魅力のあるまちづくり
コロナ禍により地方の強みが見直されている今、
自然豊
かで人が温かい魅力ある幡多地域へ人を呼び戻すチャン
スだと考えております。
そのためには各業界、住民、行政の
密な連携が必要で、
当組合も建設業界と住民、行政とをつ
なぐ窓口としての重要な役割を担っています。幡多地域に
とって欠かせない「建設業のチカラ」を発揮し、若い人たち
にとって残りたい場所、住民にとって安心して暮らすことが
できる場所をつくることが、
私共の使命だと考えております。

こ れ 知 っ ち ょ い て

幡多地域の建設業界PR動画が完成！
当組合では、
これから就職先を考えていく
「中高生とその両親」向
けのPR動画を制作し、
「中村地区建設協同組合のyoutubeチャン
ネル」を立ち上げました。建設業の魅力が詰まった動画になってい
ますので、ぜひご覧ください。今後も動画コンテンツの充実を図って
いきますのでチャンネル登録もよろしくお願いいたします。

中村地区建設協同組合チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCP7lLXuzsKGLTBur4nJ8zKw
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栄えある受賞おめでとうございます！

令和3年度 伝統的工芸品産業功労者等四国経済産業局長表彰
去る11月30日
（火）
、いの町紙の博物館（吾川郡いの町）にて
「令和3年度 伝統的工芸品産業功労者等四国経済産業局長表彰
式」が開催されました。
本表彰は経済産業省が行うもので、伝統的工芸品産業の振興に尽力し、
その功績が顕著であると認められる産地組合役員や
産地の後継者の方々を対象に行われています。本県からは、高知県手すき和紙協同組合の大勝敬文理事長が「四国経済産業局
長表彰」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。

四国経済産業局長表彰
高知県手すき和紙協同組合 理事長

大勝 敬文 氏
高知県中小企業団体中央会
理事

令和元年度補正・令和二年度補正

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
採択結果（8次締切）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〕の８次締切につきましては、令和3年8月17日（火）
から11月11日（木）までの期間において公募を行いましたところ、全国で4,653事業者より応募がありました。
審査の結果、全国で2,780事業者が採択され、高知県では以下の８事業者が採択されました。
No

採択者名称

事業計画名

1

合同会社高知カンパーニュブルワリー

ネットで直販特化！顧客関係構築を目的としたビール醸造設備導入

2

株式会社サクセスファクトリージャパン

高知県産のＢ級、
Ｃ級野菜を使った総菜の全国販売

3

中谷畳製作所

新畳製造機械を導入し、
これまでにない安心・安全な畳製品を提供

4

西岡養鰻

ウナギ加工品製造販売事業への展開（養鰻業からの６次産業化）

5

株式会社平山

木材使用量を減らした新構造フラッシュパネルの接着技術高度化事業

6

有限会社龍馬の里

高効率化による製造時間短縮で新商品開発に努め業績伸長を図る

7

山下産業株式会社

8

有限会社山信土木

ＩＣＴを活用したローコスト工事
自動化・機械化による労働生産性向上
（50音順）

採択結果については全国中央会HPもご覧ください

お問い合わせ先

3
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ものづくり補助金サポートセンター

TEL：０５０- ８８８０- ４０５３

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 ものづくり補助金事業推進室）

TEL：０８８- ８４５- ６２２２

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！

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（一般型）
概

要

補助対象者

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
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）

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）

グローバル展開型及び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

◀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

高知市布師田3992-2

高知県中小企業会館
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全国中央会助成事業

令和４年度中小企業組合等課題対応
3月募集開始予定

1

〜挑戦をあきらめないでほしい、そのため
満足度

新しい取り組みを包括的に支援

95.6 ％

〔中小企業組合等活路開拓事業〕
組合等を中心に共同して調査研究、将来のビジョンの策定、試作品の開発など、様々な取り組みに対し
て支援します。市場調査、試作品開発、ビジョン策定、展示会出展・開催などの経費を助成します。

活路開拓事業
専門家を招聘した委員会で検討を行い、市場調査、試作品の開発、ビジョンの策
定、成果を発表するなどして、課題を解決、成果を共有する取り組みを補助します。

①大規模・高度型※ 【補助金額】上限2,000万円 下限100万円
※大規模・高度型は、補助金申請予定額が1,200万円を超え、なおかつ事業終了後3年間以
内に組合等又は組合員等の「売上高が10％以上増加することが見込まれる」又は「コスト

補助
上限

が10％以上削減されることが見込まれる」事業が該当します。

②通常型

6
10

【補助金額】上限1,200万円 下限100万円

取組みのイメージ
●組合員の意識や経営環境を調査したい
●他業界で成功している手法を学びたい

●新製品・新サービスを開発して新たな販路を拡大したい
●SDGｓを学び、業界を挙げて実践したい

展示会等出展・開催
国内外の展示会への出展（バーチャル展示会への出展も可）や展示会の自主開催を補
助します（商品等の販売を伴う出展・開催は不可）

etc…

補助
上限

6
10

【補助金額】上限 1,200万円 下限なし
取組みのイメージ
●進出していない地域で展示会を開催して販路拡大の可能性を調査したい
●海外のバーチャル展示会に出展して海外取引拡大の足掛かりとしたい

etc…

の声

利用者

効果的な販売促進が可能となり、
売上を維持しながらチラシコストが
30％以上削減！

5
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新製品、新工法を開発した結
果、組合員数が増加！

海外のバーチャル展示会に出
品した商品で取引が新たにス
タート！

支援事業
の事業です〜

2

中小企業組合等課題対応支援事業は事業協同組合
や商工組合など連携組織の皆様が行う、新たな活
路の開拓、単独では解決困難な問題の解決、中小企
業の発展に寄与する取り組みを支援します。

満足度

IT 等活用による取り組みを支援

98.3 ％

〔組合等情報ネットワークシステム等開発事業〕
組合等が行うアプリケーションシステムや情報ネットワークシステムの開発、開発のための計画立案、RFP
（提案依頼書）策定を支援します。

①大規模・高度型 【補助金額】上限2,000万円 下限100万円
②通常型

【補助金額】上限1,200万円 下限100万円

補助
上限

6
10

取組みのイメージ
●WEBシステムを活用した組合員間ネットワーク構築のための基本計画策定
●WEBサイトを活用した組合員の取扱う製品の共同販売システムの構築

etc…

の声

利用者

新システムを導入することで、作

開発した受注支援ツールに

業が自動化され、残業時間が大幅

よって売上が倍増した！

に削減！

顧客情報を掴めるようになり
販売機会ロスが減少、売上高
が前年比４０％増！

高知県での活用事例
《活路開拓事業》

〈アントラーⅡ〉

◆新たなニーズに対応した背面付きブロックの新製品開発

（高知県コンクリート製品工業組合）

従来、当組合で取り扱っていた擁壁用コンクリートブロックに背面を付けるとともに、
製品（左：水抜管なし、右：水抜管あり）
水抜き管を内蔵（任意）する改良を行いました。
水抜管
このことにより、安全性の向上が図られるとともに、国土交通省が推進している
「i-Construction」
（施工現場の生産性向上）に寄与する、時代に適合した「アントラーⅡ」の開発に至りました。

《組合等情報ネットワークシステム等開発事業》

◆生産性向上を推進するクラウド型共同配送事業管理システムの開発

（株式会社共同配送こうち）

残業が常態化していたドライバー職員の業務や、顧客管理業務などを効率化するために、
「クラウド型共同配送事業管理
システム」を構築しました。今まで手作業で行っていた工程が自動化され、従来の配送業務に加えて、取引先に対する営業や
リテールサポート活動の強化につながりました。

※本事業は、令和4年度政府予算の成立を前提としているため、今後、内容等が変更になることもありますので、
あらかじめご了承ください。
※満足度は、令和2年度全国中央会調査で本事業を実施した成果・効果があった団体の割合です。

お問い合わせ先

高知県中小企業団体中央会 連携推進部
TEL：088ー845ー8870 E-mail info@kbiz.or.jp

へんしも情報 vol.250●
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コロナの影響で売上が減少している皆様へ

事業復活支援金

◦申請を行う前に登録確認機関から事前確認
を受けることが必要です。

◉ 法人は上限

◦事前確認を受ける際には「申請ID」を登録確
認機関に伝えることが必要なため、あらかじ
め申請IDを作成してください。

最大 250 万円 を給付

◦一時支援金または月次支援金の申請IDをお
持ちの方は、原則として、その申請IDを用い
て事業復活支援金の事前確認及び申請を
行っていただくことが可能になります。

◉ 個人事業主は上限

最大 50 万円 を給付

対象者

申請方法

新型コロナの影響で、
2021年11月～ 2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月～ 2021年3月までの間の任意の同じ月の
売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した

登録確認機関 ※1 による事前確認の後
申請用のWEBページから申請いただけます。
※1

事務局ＨＰにて連絡先等の検索が可能

事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

高知県中小企業団体中央会も
登録確認機関です！

給付額
必要書類

▶上限額
売上高減少率

個人
事業者

法人
年間売上高※

年間売上高※

年間売上高※

1億円以下

1億円超～5億円

5億円超

▲50%以上

50万円

100万円

150万円

250万円

▲30%以上50%未満

30万円

60万円

90万円

150万円

※基準月（2018年11月～2021年3月の間で売上高の比較に用いた月）
を
含む事業年度の年間売上高

▶算出式
給付額 ＝
（基準期間※1の売上高）ー（対象月※2の売上高）× 5

確定申告書、通帳（振込先が確認できるページ）
履歴事項全部証明書（法人）、本人確認書類（個人）、
宣誓・同意書、対象月の売上台帳等

ほか

注：申請される方の状況（一時・月次支援金受給や登録確認機関と
の継続支援関係※有無、その他特例を用いる場合など）
により必
要書類は異なります。詳しくは制度概要資料をご確認ください。
※具体的には、特別の法律より設置された機関の会員・組合員や法律に
基づく士業の顧問先、金融機関の事業性融資先、登録確認機関の反復
継続した支援など。

※1 「2018年11月～ 2019年3月」
「2019年11月～ 2020年3月」
「2020年11月～ 2021年3月」のいずれかの期間のうち、
対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月（基準月）
を含む期間
※2

2021年11月～ 2022年3月のいずれかの月のうち、
基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減
          少した月で、申請に用いる月

事業復活支援金事務局 HP：https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
お問い合わせ先

事業復活支援金事務局

相談窓口

【申請者専用】                 TEL：0120-789-140（ IP電話から ※：03-6834-7593 ※通話料がかります）
【 登録確認機関専用 】TEL：0120-886-140（ IP電話から ※：03-4335-7475 ※通話料がかります）
いずれの相談窓口も受付時間は8時30分〜19時00分（土日、祝日を含む全日対応）
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「事業再構築補助金」の第5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5次公募の締切りは3月24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。
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．
（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～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。

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。

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（※）。

補助額

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
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

補助額 従業員数101人以上：
8,000万円～1億円

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.250●
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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

金属材料の破損・不良解析技術研修
去る11月24日
（水）
、12月1日
（水）
、8日
（水）
、15日
（水）
、1月12日
（水）の計5日間、県内
機械加工技術者を対象とした「金属材料の破損・不良解析技術研修」
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、金属材料の破損・不良解析技術の基本的な知識・技術の習得を目的に実
施したもので、高知県工業技術センターの職員を講師として招聘し、同センターの設備
等を活用しながら、強度試験、光学顕微鏡を用いた組織検査、X線透過装置を用いた
非破壊検査などについての講義及び実習が行われました。
受講者からは、
「講師の説明はわかりやすかった」
「今後の仕事に活かせる内容で
あった」などの声が聞かれ、技術者の基盤技術強化が図られた研修となりました。

■□ 開催案内 ■□
ものづくり企業 IoT技術者育成サロン
●開 催 日 時

3月7日（月）

●開 催 場 所

セリーズ

13：30～16：30

参加者募集！

無料

3階マリンホール（高知市高須砂地155番地）

【研修概要】 本 サロンは、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、IoT 技 術

（Raspberry Pi）に関連した最新技術や活用事例等の紹介等を通じて、技術者間での意見交換を
行い、導入を目指す企業の人材育成・導入課題の解決を図ります。

【講

師】 有村 望
鉄谷聖和
森山 博
今井一雅

氏（高知職業能力開発短期大学校 講師）
氏（高知職業能力開発短期大学校 准教授）
氏（高知職業能力開発短期大学校 外部講師）
氏（高知工業高等専門学校 客員教授・名誉教授）

【募集人員】 20名
【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://forms.gle/zVyhHHRqtsubuWJcA
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、中止となる場合があります、

お問い合わせ先
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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

林

◆

佑磨 氏

◆昭和63年生まれ、愛知県名古屋市出身
メール：gibier.uranouchi@outlook.jp
須崎市概要

❷［須崎市］

人 口：20,657人（令和3年11月末日現在）
世帯数：10,621世帯（令和3年11月末日現在）
市役所所在地：〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
TEL：0889-42-2311、FAX：0889-42-7320
ホームページ：https://www.city.susaki.lg.jp/

地域おこし協力隊に応募したきっかけ
もともと大学時代に獣害を経験し有害鳥獣対策に興味を持っていました。前職の飲食店が新型コロナウイルス感染拡大の
影響で臨時休業となり、心機一転のため移住を決意。移住先を探す中、興味のあった獣害対策の分野で、
さらに面白そうな「有
害鳥獣のジビエ活用」の世界に飛び込める、須崎市の地域おこし協力隊に応募しました。

協力隊の活動内容
活動内容としては主に3つで、いわゆる
「６次産業」に関わっているという認識です。
１．有害鳥獣対策で捕獲された猪の解体、骨抜き、精肉、
ブロック、
スライス等製品加工
２．精肉加工された製品の小売販売と、発注受付、出荷
海を泳ぐイノシシ
３．新規営業、イベント出店、
プロモーション、視察受入
１については、私は料理をそんなにしない方で、刃物の取り扱いも得意でなく、慣れるのにとても時間がかかりました。２や
３については、新卒で入った会社での経験や、転職で接客業に居た経験を活かして曲がりなりにも進められている感じがあり
ますが、
まだあまり
「数字」の管理ができていないとの認識もあります。
そうした得意不得意もある中で、1年以上続けられているのは、周りの人のおかげだと思っています。一緒に働いている地域
おこし協力隊のスタッフ、企業組合の理事達、そして所長。須崎市役所の元気創造課の皆さんも丁寧に面倒を見てくれるので
ありがたいと感じています。

嬉しかったことや楽しかったこと、逆に大変であったこと
嬉しかったこと

設立したばかりで取引先も少なく、毎日が探り探りの状況であったころ、助けてくれた方々がいたことで
す。
「集落活動センターうらのうち あおぞら」の皆さんがお弁当部会で猪肉を使ってお弁当の具を作って
くれたり、
「浦ノ内自主組織 りぐる浦ノ内」の皆さんがイベントの際に猪汁にして活用してくれたり、積極的
に地産地消してくれるのが大変嬉しかったです。

楽しかったこと

商談会等で、
自分たちでつくった商品を自分で紹介するというのは面白く、やりがいがあります。初対面
のお客様に興味を持っていただけた瞬間も、
とても楽しく感じます。私は人とコミュニケーションを取るの
は割と得意な方です。だから自分のコミュニケーションの結果として取引が実現できた時は、本当に楽し
いと感じます。

大変であったこと

きつい土佐弁に慣れることが本当に大変でした。
とくに企業組合の理事達は山の猟師であり、海の漁師
でもあり、会話はレスポンススピードが問われるためかなりの早口。
幸いなことに、近くにある浦ノ内公民館や、須崎の街中の方々が、やわらかい感じの土佐弁でたくさん
話しかけてくれたので、少しずつ慣れることができました。

須崎市の地域情報・魅力
須崎市はコンパクトな街です。私が移住してきた中心市街地には、
自転車でアクセスできる距離に電器屋、ホームセンター、
スーパー、本屋などが揃っています。
このため、移住してきた中心市街地では、はじめクルマを持っていなかった私でも難なく
暮らすことができています。
一方で、
ちょっと山や海へ移動するだけで自然豊かな風景に出会えます。そしてその自然の豊かさに支えられた、食の豊かさ
があります。やけど、ニロギ、シイラ、新子など、名古屋に居た頃は聞いたこともなかった名前の魚の美味しさに驚きました。暮
らしやすさと、
自然の豊かさと、美味しさが揃っていて、やはり須崎はコンパクトなところが魅力だと感じています。

須崎市で見つけた ! げにまっことえいところ！！
ジビエ浦ノ内企業組合
須崎市浦ノ内地区は、
太平洋を望む横浪黒潮ライン、
「横浪三里」
と呼ばれる穏やかな浦ノ
内湾がある風光明媚な地域です。気候は温暖で、
猪が多数生息し、
年間約1千頭が捕獲され
ています。猪が海を泳いで渡る様子も目撃されています
（！）。
組合では狩猟捕獲後、
止め刺し・血抜きなどの処理を行って2時間以内に持ち込まれた猪し
か受入しません。
そして解体後3～5日冷蔵熟成をしたのち、
徹底した衛⽣管理のもと精肉・スラ
イス等製品加工を行っております。
もちろん施設でもお気軽に製品をご購入いただけます。焼
肉用や、
鍋物用薄切り、
様々な料理に万能な切落しなどが人気です。
観光地としてもおすすめの浦ノ内地区にお越しの際は、
ぜひ組合にもお立ち寄り下さい！

【所在地】 高知県須崎市浦ノ内東分2811−1
【T E L】 0889-49-0144（オイシシ）
【営業時間】 月～金：9：00～17：00
土：9：00～12：00 日：定休（祝日営業はお問合せ下さい）
【HP】https://www.gibier-uranouchi.com/
へんしも情報 vol.250●
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高知県遊技業協同組合

児童養護施設へクリスマスプレゼントを寄贈しました！
高知県遊技業協同組合(秋 太海 理事長)は、12月21日、四万十市
に所在する児童養護施設「若草園」に、クリスマスプレゼントとして
児童用図書（ゆずま図書）300冊と飲料水100点を寄贈しました。
同日、田村 和也 副理事長が、
「若草園」(福留 久美 園長：入園児
童24名)に赴き、目録を交付の上、クリスマスプレゼントを寄贈しま
した。
当組合では、子どもたちの健やかな成長に役立ってもらえればと
思っています。

四万十市商店街振興組合連合会女性部
マップ ル
ア
リニュー
！
記念

お買い物 de 中村 おまち LOILOI
イベントを開催します！

四万十市商店街振興組合連合会女性部（四万十玉姫の会）では、本年度、お店の紹介動画を制作
し、ＹouＴubeへアップしているほか、まち歩きマップ（「おまち LOILOIマップ」）をリニューアルする
など、積極的な活動を行ってきました。そしてその取り組みの集大成として、２月22日・23日の2日間
にわたり、中心商店街にて、まち歩きイベント「お買い物 de 中村」を開催することとなりました。
この2日間で様々な催しが行われますので、皆様ぜひご参加ください！

スタンプラリーでわくわく抽選会

2月22日（火）
・23日（水・祝）

参加店舗で買い物をし、まち歩きマップ「おまちLOI LOIマップ」にスタンプを5個集めると
抽選会に参加できます。
（1店舗500円以上の買い物でスタンプ1個）
【参加店舗】 一条通・京町・大橋通・東下町・天町神橋の31店舗
【抽選会場】 一 條神社入口（10時〜16時30分）
※景品がなくなり次第終了となります。

★ワンコインお楽しみセール実施！
！

なお、参加各店では、その日限りのお買い得品をご用意しています。お楽しみに！

おまちLOILOIお店めぐり＆まち歩きツアー

四万十玉姫の会HP

2月23日（水・祝）

〔 9時15分 一條神社入口集合 ～ 11時30分 現地解散・予定 〕
「まちをLOILOIしながら、小京都・中村の歴史とお店めぐりを楽しもう!」という企画です。一條
神社で「玉姫様」の紙芝居上演を見学した後、史跡とともに、商店街のお店をめぐります。
LOILOIするお店は、当日のお楽しみ。試食や楽しい体験ができるかも？
かわいいお土産付です。是非ご参加ください。

★参加料／無料

★定員／先着10名

【お問い合わせ】
◦スタンプラリー 中村商工会議所  TEL：0880-34-4333
◦おまちLOILOI・お店めぐり＆まち歩きツアー 四万十市観光協会  TEL：0880-35-4171

協賛企画もお楽しみに！
竹灯籠イルミネーション
２月14日（月）～23日（水・祝）
会場／はれのば

郵便局お楽しみコーナー
交通安全啓発イベント
２月23日（水・祝）10時～16時30分
会場／天神橋アーケード

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、イベント内容の変更または中止となる場合があります。

掲載無料
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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！
！

安芸本町商店街振興組合

インスタグラム始めました！
このたび、安芸本町商店街振興組合（佐藤 正 理事長）ではインスタグラムを開設し、日々商店
街を中心とした安芸地区全体に関する情報の発信しています。
昨年11月に始めたばかりなので、まだ投稿数は多くありませんが、商店街の様子やお店、イベン
ト情報などを少しずつ紹介しています。
これからも、隠れた名所や、知る人ぞ知るお店の逸品など、様々な角度から安芸の魅力を紹介し
ていく予定ですので、ぜひ皆さんアクセス&フォローしてください！

★アドレス
https://www.instagram.com/aki_honmachi_shopping_street/

企業組合であいの里

土佐大正駅での試験販売を行いました！
企業組合であいの里（水間 峯味 理事

チョビうな

長）では、12月25日（土）JR予土線土佐
大正駅にて、道の駅四万十大正であいの
里の人気商品「チョビうな」
「しっとりケ
イク」の試験販売を行いました。
11時頃から電車が発車するまでの間、
駅のホームや電車内で昔ながらの売り子

しっとりケイク

スタイルで乗客の方へ販売を行い、大好
評でした。

今後もJR予土線土佐大正駅にて販売を行う予定です！詳細日時はであいの里Facebook・インスタグラムをご確認ください。
『道の駅四万十大正であいの里』では今回販売した商品以外にも様々な商品を販売しておりますので、ドライブの際は是非お立ち
寄りください！

●道の駅四万十大正であいの里
高知県高岡郡四万十町大正16-2
Facebook：https://www.facebook.com/michinoekishimantotaisho/
インスタグラム：https://www.instagram.com/deainosato.shimantotaisho/  

Facebook

インスタグラム

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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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）
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悪化）
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食品団地

生コンクリート製造

売上高は回復傾向となっている。ただ、燃料費や原材
料費の値上がりが続いており、収益面を圧迫し、経営
面では厳しいものがある。また、電気料金の値上げが
更なる不安材料となっている。

生コン出荷量は、特に変わったことはない。新型コロ
ナの第6波が心配。

酒類製造

コンクリート製品

前月同様やや増加。首都圏からは回復の兆しが見えた
が鈍化。年末の県内飲食街の回復に期待したがまだ
まだの感。新たな感染という不穏な情報も気になると
ころ。外食、宴会、イベントの自粛などの影響はある。

出荷数量は、前年同月比63％。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12月分は減少に転じた。

テントシート

機械団地

コロナ禍でイベント関連事業主力の事業所は、大変
な状況。組合員1社が12月25日をもつて廃業。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。

先月に引き続き、売上や収益状況は回復傾向にある。
世界的に新型コロナ変異株による感染が拡大してお
り、経済活動へのさらなる影響が懸念される。

木製品素材生産

刃物製造

スギ・ヒノキともに量は横ばいであるが、価格的には
スギは横ばい、ヒノキについては、柱適材を中心に3m
材が1割程度の下落、4m材については横ばいの状況。
具体的に先が見通せない不安がある。

売上上昇の兆しが見えたかと思ったが、一時的なもの
で伸びがなかった。再びコロナ感染の広がりが予想さ
れるため、今後の小売業者への売上が心配される。コ
ロナの広がりが心配。

製材

船舶製造

原木の品薄状態は継続している。
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」。

生産状況は引き続き高い水準で推移している。新型
コロナの影響は軽微。

製紙（家庭紙）

珊瑚装飾品製造

新型コロナウイルスの感染者が減少し、イベント等が
再開され始めた為か？人流が多くなり、各種ノベル
ティ商品の引き合いがやや回復した12月であった。し
かし、今月に入り“様子見”の動きがみられる。

12月の取引額は前年同月比90％と、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

卸団地

県内需要、県外需要共回復傾向。特に県外需要の一部
業界ではイベント等の開催もあり需要が回復。久々に
前年を上回った。

1.景気の回復は感じられない。2.昨年コロナの影響を
大きく受けており、売上増ではあるが、通常と比べる
と1割以上売上減である。売上減少や売掛金の回収
難などの影響が出ている。

●へんしも情報 vol.250

青果卸売

商店街（四万十市）

前年度と比較すると売上は増加しているが、コロナ前
ほどには戻っていない。業務用関係の納品が多い会
社は、依然として厳しい状況である。飲食店、宿泊施
設等への納入が多い会社は低迷状態が続いている。

帰省客が増えている。県外ナンバーの車も多い。地元
の買い物客も動き出した感がある。が、仕事時間が少
なくなって困っている人たちがまだまだ多くいる。

生鮮魚介卸売

旅館・ホテル

マグロの入荷はあるが高値で手が付けられなかった。
カツオは順調に入荷。小物の入荷は少なかった。新型
コロナは低迷しているが、以前需要が増えない。今後
の影響も新型コロナの感染次第だと思われる。

宿泊は少し戻りつつあるが、コロナ対策消耗品の増
加、燃料費の高騰など諸経費の増加が圧迫している。
大人数での宴会も入らず、第6波も懸念される中、まだ
見通しは立たず。

各種小売（土佐市）

飲食店

前年度は夜の飲食店には時短要請が出ていたが、今
回は忘年会等少し、みんなの動きがみられた。帰省の
話も聞くし、オミクロン株を心配しながらも、たくさん
の人が動いたように見えた。

引き続き食糧品が値上がり傾向、仕入価格が上昇。
感染状況が沈静化し個人消費は好調。業界全体とし
ては前年度同月（既に新型コロナ禍）を上回る売り上
げだがコロナ禍前の同月と比較すると7～8割程度。

ガソリンスタンド

旅行業

12月には原油価格が一旦下落し、市況もわずかながら
値下がりしたが、価格は不安定な状態であり再び値上
げの兆しもある。GSはカーボンニュートラル、原油高
騰、オミクロンの感染拡大の脅威にさらされている。

組合クーポン前年同月対比103％、全旅連クーポン合
わせて192％。感染状況が落ち着いてきた影響が大き
いが、1月以降は感染状況によって厳しい状況が続くと
思われる。

電気機械器具小売

一般土木建築工事

12月度は、全商品平均で93.6％、テレビ前年比76％、
エアコン前年比102％、冷蔵庫・クリーナー前年比
105％。前年は、助成金があったので良かった。今年
は厳しい。

令 和3年12月分 の公共 用生コン出荷 量は、前月比
93.1％、前年同月比127.7％。公共工事請負金額は前
年同月比で85.6％。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

前年同月より販売台数は微増。特に高年式、高額車
両の問い合わせや注文件数が前月より多いが、流通
量の減少による相場の高騰等で、入庫に苦戦をして
いる。

組合員の施工する電力引き込み線工事量は、前年同
月比114.5％。新型コロナウイルス感染を受けてサプラ
イヤーの生産に支障が生じている。また半導体不足に
よって部品・製品の調達に大きな影響が生じている。

商店街（安芸市）

一般貨物自動車運送

安芸市中心商店街等振興協議会ワークショップが開
催。色んなアイデアの実施に向けて具体的に話が進む
事を期待。当組合のインスタグラムを開始。商店街の
お店紹介や安芸市のイベント情報などを掲載予定。

組合実績は対昨年でほぼ横ばいだった。燃料価格は6
円程度の値下げとなったが、依然として高値で推移し
ている。今後のコロナの感染状況によっては更に厳し
い状態が続くのではと懸念している。

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256.7％
台数：前年比108.7％。
（昨年8～12月 土日祝無料
サービス実施）土日を中心に人出も増加傾向にある
が、昼夜含めて中高年の動きは鈍いように思われる。

昨年、高知市の支援で販売した食べタククーポンが好
評で、タクシーにも利用者が多く、事業者も喜んでい
る。反面オミクロン株の出現で先行きが不安である。
運転者不足が深刻。

へんしも情報 vol.250●

14

● 制作発行

つな

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

