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年頭挨拶
高知県中小企業団体中央会
会

長

久松 朋水

新年明けましておめでとうございます。令和4年の新春を迎えるにあたり、皆様方に謹んで新年のご挨拶を
申し上げます。
昨年6月の通常総会において、皆様方のご推挙により第6代会長に就任いたしました。微力ではございます
が、本県の中小企業組合、中小企業・小規模事業者の振興・発展のため、力を尽くす所存でありますので、引
き続きのご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。
さて、昨年は、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、経済活動が制限され、多くの業界において感染防
止対策と事業継続の両立という非常に難しい舵取りを強いられた一年となりました。
本県においても、感染状況が悪化する中、高知市に対して「まん延防止等重点措置」が適用されるなど、
飲食業や観光関連産業を始め、様々な業界が甚大な影響を受け、今も経営状況の改善に向けて、懸命な努
力をされております。
本会におきましては、
「事業再構築補助金」や「高知県新事業チャレンジ支援事業費補助金」などの各種
施策を通じ、コロナ禍においても事業の再建や再構築に向けて前向きに取り組もうとされる事業者の方々の
バックアップを積極的に推し進めているところでございます。
また、人口が減少局面にある本県、特に中山間地域においては、人口減少に起因する人手不足への対策
が喫緊の課題であることは言うまでもありません。昨年は、法に基づく特定地域づくり事業協同組合の組織
化と事業の推進を県とも連携しながら伴走支援し、東洋町において高知県第１号の組合が設立されるに至
りました。中山間地域等、人口急減地域における人材確保、地域社会の維持と経済の活性化のため、引き続
き、県内事業者の皆様方とともに進めていきたいと考えております。
更に、アフターコロナにおいては、県内企業の外商・海外展開と外国人技能実習生、高度人材等、外国人
材の活用が大事なファクターとなってくることから、インド、ベトナムをはじめとするアジア各国との連携強化
を進めるとともに、人材確保の為の地域間競争が激しくなる中、ＰＲ動画の発信や日本語学習の支援、地域
との交流など、外国人から選ばれる高知県となるよう、優先順位を高めていくための取り組みを進めて参り
ます。
加えて、コロナ禍や人口減少などで停滞している社会・経済活動を再活性化していくため、女性が活躍で
きる地域の実現を目指して、高知市中心部や中山間地域の「はちきん」が集う女性団体の水平連携を推し進
めて参ります。３月には、高知市壱番街商店街で「帯屋町大おかみさん市」を催しますので、皆様是非お越し
下さい。
2022年の干支は、
「庚子」にあたり、新たな芽吹きと繁栄を意味し、変化が多い年と言われています。本年
は、コロナ禍で学んだ様々な経験、知見を活かし、デジタル化やグリーン化など新たな課題にも対応し、反転
攻勢に転じられるよう、役職員一同が一体となり鋭意取り組んで参りますので、会員組合をはじめ、関係各
位の皆様方に置かれましては、倍旧のご支援とご協力をお願い申し上げます。
新しい年が、皆様方にとりまして、安心して事業活動を行うことができ、成長へ向けての第一歩となります
ことを心よりご祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたします。
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年頭挨拶

新年のごあいさつ
高知県知事

濵田 省司

謹賀新年
高知県中小企業団体中央会会員の皆さま、あけましておめでとうございます。
皆さまのご健勝、ご多幸を心よりお祈り申し上げます。
貴会におかれましては、日ごろより、県内の事業協同組合、企業組合をはじめとする中小企業の連携組
織に対する支援機関として、組織化と運営指導を行うとともに、経営革新や人材育成など様々な支援を通じ
て、本県商工業の発展に、ご支援、ご協力をいただいておりますことに心から感謝申し上げます。
また、会員の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、大変厳しい
経営環境にある中、事業の継続、雇用の維持に努めていただいておりますことに心から敬意を表します。
「共感と前進」を私の政治姿勢の基本とし、県民の皆さまに寄り添う県政運営に努めて早二年がたちまし
た。振り返りますと、昨年も新型コロナウイルス感染症への対応に明け暮れた一年でしたが、繰り返し訪れ
る感染の波に対し、皆さまと一丸となって対策に取り組んでまいりました。貴会におかれましては、コロナ禍
においてさまざまな制約を受ける中、多くの県内事業者の方々の感染症対策や事業継続を手助けしていただ
きました。あらためて感謝申し上げます。引き続き、油断することなく新たな変異株への対応も含めて次なる
感染拡大に備えるとともに、感染拡大期においても日常生活や社会経済活動を維持できるよう、全力で取り
組んでまいります。
本県においては、経済の活性化など５つの基本政策をはじめとするこれまでの取り組みにより、県勢浮揚
へ向けた歩みは着実に力強さを増しつつあるものと考えています。一方、このたびのコロナ禍や世界的な気
候変動への対応などを受けて、我々を取り巻く社会や経済の構造は大きく変化してきています。このため、新
たな時代の成長の原動力となる「デジタル化」、
「グリーン化」、
「グローバル化」といった視点から、あらゆる
施策を強化してまいりたいと考えています。また、2025年大阪・関西万博の開催に向けた準備が本格化する
中、時機を逸することなく本県経済の活性化につなげるため、
「観光推進」、
「食品等の外商拡大」、
「万博・
ＩＲとの連携」の３つのプロジェクトにより、関西圏との経済連携強化に向けた取り組みを着実に進めてま
いります。さらに、昨年より、中山間地域において10年ぶりとなる「集落実態調査」を実施しています。今後、
調査結果を詳細に分析し、これまでの対策の効果を検証するとともに、県民の皆さまの声をしっかりと受け
とめ、デジタル技術の活用などの新たな視点も取り入れながら、全庁を挙げて中山間対策の抜本的な強化を
図ってまいります。
本年は、新型コロナウイルス感染症により大きなダメージを受けた本県の社会経済活動を本格的に回復さ
せ、次なる時代の扉を開く節目の一年としたいと考えています。
私としましても、時代の潮流を読んで先手先手で対応し、より一層元気な高知県を目指して、県民の皆さま
と一緒に、一歩ずつ着実に前へ進んでまいります。会員の皆さまからのご指導、ご鞭撻を心よりお願い申し上
げます。
結びに、新しい年が皆さまにとりまして素晴らしい一年となりますようご祈念申し上げまして、年頭のご挨
拶とさせていただきます。
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年頭挨拶

年頭に当たって
全国中小企業団体中央会
会

長

森

洋

明けましておめでとうございます。令和４年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
昨年６月に会長として再任頂き、11月には本会創立65周年記念式典を開催することができました。これも
ひとえに会員皆様方の日頃のご支援やご協力のお陰であると深く感謝申し上げます。
昨年は、長引く新型コロナウイルス感染症の感染拡大による行動制限等の影響を強く受けて実に苦しい
１年でした。世界的な半導体不足や原油、金属、食料原材料等の価格高騰、豪雨・台風等の自然災害の発
生、深刻化するデジタル人材不足、事業承継問題等により、中小・小規模事業者を取り巻く経営環境は、対面
サービス業を中心に深刻な影響を被りました。ワクチン接種の進展等により感染者数は減少したものの、依
然予断を許さない状況が続いています。岸田新政権が昨年11月に閣議決定した「コロナ克服・新時代開拓の
ための経済対策」の実効に期待を寄せているところです。
このような状況の中、中小・小規模事業者にとって喫緊の課題である生産性向上や経営強靱化は急務で
あり、そのためには、個社ごとの経営努力に加え、中小企業組合をはじめとした共同化、協業化、企業間連携
を通じた戦略的な取組みが重要になります。
昨年11月25日に神奈川県のパシフィコ横浜国立大ホールにて開催した第73回中小企業団体全国大会で
は、萩生田経済産業大臣等多数のご来賓をお迎えし、全国各地から中小企業団体の関係者約1,700名が参
集し、
Ⅰ. 中小企業・小規模事業者等の生産性向上・経営強靱化支援等の拡充
Ⅱ. 中小企業・小規模事業者の実態を踏まえた労働・雇用・社会保険料対策の推進
Ⅲ. 中小企業・小規模事業者の積極的な事業活動を支える環境整備
の実現に向けて、共に取り組むことを決議しました。
大会後の「感謝の夕べ」にご臨席賜りました岸田内閣総理大臣からは、ものづくり補助金の中央会の事務
局としての活動と生産性向上の具体的な事例に言及され、謝意を頂き、中小・小規模事業者の発展を支援す
る中央会への期待が表明されました。この岸田内閣総理大臣の中小・小規模事業者への期待や支援に応え
るためにも、組合組織が持っている企業同士の「連携力」を大いに発揮し、中小・小規模事業者が誰一人取
り残されることのないよう全力で取り組んで参ります。
とりわけ、ポストコロナを見据えた新型コロナウイルス感染拡大防止と経済活動の両立、デジタル化・グ
リーン化への起動、事業再構築・生産性向上、災害対策、事業承継、事業再生などの最重要課題について
は、会員の皆様との連携を一層強化し、対応してまいります。
結びに、本年が中小企業組合と中小・小規模事業者の皆様にとりまして、一刻も早く安心して事業活動を
行う環境が整いますとともにコロナ禍から立ち直り、新たな飛躍への足がかりとなる１年となりますことを心
よりご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
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新年のごあいさつ
株式会社
高知支店長

商工組合中央金庫

得冨 敬資

新年あけましておめでとうございます。令和４年の新春を迎えるにあたり、高知県中小企業団体中
央会並びに会員の皆様方に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
昨年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、全国各地で緊急事態宣言などが断続的に発
令される中、飲食や宿泊関連などの対面型サービス業を中心に深刻な影響を受けました。さらに、中
小企業の過剰債務解消に加え、政府が進めるカーボンニュートラルへの対応、自然災害に備えた事業
継続計画の策定など、中小企業の経営課題は、従前にも増して多様化しています。
このような中、私ども商工中金は、危機対応業務の指定金融機関として、制度を的確に運用しつ
つ、影響を受けられた中小企業の皆さまの個別の実情に応じた懇切・丁寧な対応を行うとともに、資
本性劣後ローンを活用した財務基盤の構築にも取り組んでまいりました。
低炭素経済への移行や社会のデジタル化等の大きな変革も見据えて、引き続き真にお客さま本位
かつ長期的な視点で、中小企業及び中小企業組合の企業価値向上に貢献してまいります。
具体的には、産業構造や社会の大きな変革を見据えた事業再構築や新事業への進出、業務のデジ
タル化、経営改善、事業再生などに取り組む中小企業の皆さまに対する支援を重点的に行ってまいり
ます。日ごろからのリレーションを一層強化し、地域金融機関や外部専門機関との連携・協業を密に
行いながら、お客さまの経営課題に対応してまいります。
引き続き、商工中金高知支店では、高知県の掲げる「高知県産業振興計画」に則り、
「地産外商が
進み、地域地域で若者が誇りと志を持って働ける高知県」づくりの一助となるべく、中央会と連携しな
がら具体的施策に取り組んで参りたいと思います。
「中小企業による、中小企業のための金融機関」として、皆さまから信頼され、支持され、これまで
以上にお役に立てるよう、職員一同、全力で努力を続けてまいりますので、今後とも格別のご指導とお
引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
年頭にあたり、皆さまのご繁栄とご健勝をお祈りいたしまして新年のご挨拶といたします。
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事務局職員の新年抱負
本年もどうぞよろしく お願い申し上げます
事務局長

森田 健嗣

コロナ禍では避けたい密
ですが、
「連携のチカラ」は密
にし、難局を乗り越えていき
たいですね。今年もよろしく
お願いします。

事務局次長

と ともに頑張り
◦

ら らくな時も辛い時も
◦
ど
◦どんなことにも一緒に
立ち向かう

し しんらいする仲間と共に！
！
◦

高井 謙一

マスクが当たり前になってもう２年。今年こそは、明るい兆しが
見える年であってほしいと思います。
運動もせずゴロゴロしてたらお腹が出てきたので、某社製ト
レーニングアプリを入れてみましたがキツすぎて続きません。
今年はスマホに頼らず、地道に散歩から始めたいと思います。

連携推進部

部長

宮﨑 重人

50代になり、時の流れがさらに早くなる中、人との繋がりの大
切さをあらためて感じる今日この頃です。家族、仕事、友達･･･
人との関係性を今まで以上に大切にしながら何事も全力で取
り組みます。本年もよろしくお願いいたします。

連携推進部

部長代理

古谷 時彦

毎年この時期になると１年が過ぎるのが早いと痛感します。
いよいよ人生半世紀を迎え、
「五十にして天命を知る」とは
いかないまでも、己の使命をまっとうできるよう仕事・プライ
ベートともに頑張ります！

連携推進部

副部長

山本 雄司

新型コロナの影響も徐々に落ち着きをみせ、商店街をはじめ
県内のイベントも少しずつ再開をし始めました。
ＧｏＴｏトラベル使って、高知に遊びに来てくれるよう、
どんどん
ＰＲしたいと思います。
（逆に海外旅行はまだしばらく無理だろうなぁ・
・
・）

連携推進部

課長補佐

曽我部 匡史

Withコロナでマスクが必要な生活が続いていますが、
どうし
ても違和感が拭えません。
今年こそはマスク越しではない皆様の笑顔が見られることを
願いつつ、笑顔を引き出すためにも仕事を頑張って行きたい
と思います。

連携推進部

主事

小澤 武史

昨年は、県庁への出向や結婚など、仕事もプライベートもこ
れまでと大きく変わり、慌ただしくも学びの多い１年となりま
した。今年は、昨年の学びをいかす年として、仕事も家庭も
大切にしながら精進して参りますので、よろしくお願いいた
します。

連携推進部

主事

松村 美咲

2021年は30代に突入、結婚して姓が変わるなど新たなス
タートの年となりました。たくさんの出会いやご縁に感謝し、
少しでも皆様のお力になれるよう日々精進してまいります。
本年もよろしくお願いいたします。
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副参事

田所 敏明

「今年は、仕事に遊びに
“リアル二刀流”
で
“ビッタビタ”
に
“ゴン
攻め”
して
“ショータイム”
と行こうか」などと言いながら食事を
していると横から
「
“うっせえわ”
、お願いやき
“黙食”
して。あー
あ
“親ガチャ”
失敗や」
とぼやかれた夢を見ました。この一年は
“虎に翼”
といきたいものです。

事務局次長

山本 倫久

今年の干支は壬寅。厳しい冬を越えて、新たな芽吹きと成長の
礎となる年とのこと。コロナ禍も、もう2年。2022年は、いろい
ろな意味でリスタートの年になりそうです。初心に戻って、
「凡
事徹底」。当たり前のことを当然の如く行う、何でもないような
ことを徹底的に行うということですが、
これが一番、難しい。

総務企画部

部長

松井 大治

年齢のせいなのか巣ごもりの影響なのか分かりませんが、昨
年は体調とカラダの大きな変化を痛感させられた年でした。
年男となる今年、年神様のご加護も期待しつつ、遅まきながら
「健康第一」で頑張りますのでよろしくお願いいたします。

連携推進部

部長代理

古木 健雄

今年は、宇宙深海酒・深海酒の新発売など、担当する業界がま
さに
「春の胎動」を感じる一年のスタートとなりました。
まだまだwithコロナですが、この勢いで今年も会員組合・県
内企業のお役に立てるよう頑張ります。

総務企画部

課長補佐

横田 典枝

以前にも断捨離の決意表明をしたのですが、道半ばで挫折し
ました。その上、最近は買い物依存症気味で家中にモノが溢
れ、いよいよ収納場所に困る状態に。今年こそは徹底的に断
捨離し、その後ミニマリストを目指します。

総務企画部

課長補佐

久保 竜夫

ＳＤＧｓや脱炭素社会の実現、アフターコロナへの対応など、
事業継続のためにはあらゆる変革が求められる時代となりま
した。今年で入職１０年となりますが、初心を忘れず新しいこ
とに挑戦し、皆様のお役に立てるよう精進したいと思います。
本年もよろしくお願いいたします。

連携推進部

主事

髙瀨 星太

今年は、39（サンキュー）歳になります。周りの人への「感謝、
感謝、感謝」の気持ちを忘れず、
「絶対大丈夫！」の言葉を胸に、
仕事にもプライベートにも新しいことにチャレンジしていく一
年にしていきます！

職員

津野 ゆかり

暗いニュースが多い世の中ですが、そのようなとき、些細な
幸せや喜びが心に響きます。心配事も絶えませんが、今の生
活の中でたくさんの幸せをみつけていきたいと思います。ま
ずは新婚の松村さんと小澤さんからあふれんばかりのおこ
ぼれを･･

組合運営管理セミナーのお知らせ
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をテーマとしたセミ
ナーを開催します。
当セミナーでは、年度末から総会終了後に発生する諸手続きのほか、オンラインを利用した総会の開催方法や、バーチャル
オンリー型総会を開催するに際して発生する定款変更の必要等についても説明します。
多数のご参加をお待ちしています。

組合運営管理セミナー
テーマ
①組合制度の基礎
②年度末から総会後の諸手続き
③組合が行う届出・申請・登記手続き等のポイント
④オンラインを利用した総会等の開催について

開催日時

開催場所

定員

3月3日（木）

高知市高須
セリーズ

各20名

14：00～16：30

※内容については変更となる可能性がございます。
※会員組合の皆様には、開催場所等が確定致しましたら、後日改めて案内致します。

お問い合わせ

高知県中小企業団体中央会
TEL：088ー845ー8870

FAX：088ー845ー2434 担当：山本

曽我部

電子帳簿保存法が改正されました！（令和4年1月1日施行）
改正事項（一部抜粋）は下記の通りです。その他事項については、国税庁ホームページをご確認ください。

導入

〜 電子帳簿保存法上の区分（イメージ）〜

（出典：国税庁ホームページ）

◎税務署長の事前承認制度が廃止
◎タイムスタンプ要件、検索要件の緩和
◎適正事務処理要件の廃止
◎電子取引における書面による保存の廃止
  等

左記は令和3年12月22日時点の情報です。
内容が変更となる可能性がございますので、詳細は
国税庁ホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm

※なお、12月10日に公表された令和4年度税制改正大綱において、領収証、請求書等の電子保存義
務化については、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの2年間、所管税務署長が認めた場
合に限り経過措置が設けられることとなっております。
令和4年度税制改正大綱（自民党HP）
https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html
へんしも情報 vol.239●
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第73回 中小企業団体全国大会開催 in 神奈川
つな

むす

つむ

“人を「絆ぐ」
・組織を「結ぶ」
・地域を「紡ぐ」”
～ポストコロナは変革の時代、連携と革新で躍進する中小企業へ！～

つな

むす

つむ

去る11月25日（木）、
『人を「絆ぐ」・組織を「結ぶ」・地域を「紡ぐ」〜ポストコロナは変革の時代、連携
と革新で躍進する中小企業へ！〜』をキャッチフレーズに、
「第73回中小企業団体全国大会」が、
「パシフィ
コ横浜国立大ホール」
（神奈川県横浜市）において開催されました。
大会には全国から中小企業団体の代表約1,700名が参集、本県からは本会・葊末幸彦副会長（高知県商
店街振興組合連合会・理事長）を団長に16名が参加しました。

大会では、萩生田光一・経済産業大臣をはじめ、多数の来賓の臨席のもとに、坂倉徹・神
奈川県中央会副会長が議長に、平栄三・千葉県中小企業団体中央会会長、石丸忠重・長崎
県中央会会長がそれぞれ副議長に選任されて議事が進行され、
「中小企業・小規模事業者
等の経営強靱化・成長促進支援等の拡充」、
「中小企業・小規模事業者の実態を踏まえた
労働・雇用・社会保険料対策の推進」など21項目を決議しました。

森洋・全国中央会会長

また、組合運営が特に優良と認められ他の模範とするに足る「優良組合」35組合、業界及
び組合の発展に寄与した功績が顕著な「組合功労者」76名、中央会指導員として他の模範と
するに足る「中央会優秀専従者」20名の表彰が行われ、本県からは次頁の方々が受賞され
ました。
最後に次期開催地として長崎県が決定し、大会旗が森洋・全国中央会会長から石丸忠
重・長崎県中央会会長へ継承され、閉会となりました。

【 第73回 中小企業団体全国大会決議 】
我が国は、人口減少と急速な高齢化など社会経済の構造的な課題に加えて、度重なる自然災害の発生や、緊急
事態宣言等が解除され徐々に経済活動再開の動きが見られるものの１年半以上も猛威を振るい続けている新型
コロナウイルス感染症等の影響等により、中小企業・小規模事業者の経営は、事業継続や雇用維持など危機的状
況が続いている。
中小企業・小規模事業者は、これまで幾多の困難に見舞われてきたが、そのたびに組合等連携組織の力を結集
し、これを打破してきたところである。これまでの困難な局面において、中小企業組合等が果たしてきた役割を改
めて想起し、中小企業・小規模事業者の直面する数々の課題においては、中小企業組合等の連携力で解決してい
くことが必要である。
さらに、中小企業・小規模事業者がこの難局を乗り越え、地域経済を支え続けるためには、個々の自助努力だ
けでは限界があり、中小企業・小規模事業者が協同して経営資源を補完・補強し合うことが効果的であることか
ら、これを支援するため、国等からの迅速かつ手厚い支援策が不可欠である。
このため、国等は、長期化する新型コロナウイルス感染症の早期収束とコロナ対応で困窮する中小企業・小規
模事業者が安心して事業継続が行える環境の整備、ポストコロナ時代の経済社会変化を見据えた新分野展開な
どの事業再構築の支援、持続的な成長、豊かな地域経済社会の実現に向け、全国の約3万の組合等からの生の声
を踏まえた本決議事項の実現に強く取り組まれたい。
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【 決議事項 】
Ⅰ．中小企業・小規模事業者等の経営強靱化・成長促進支援等の拡充
１．新型コロナウイルス感染症・多発する災害からの経済再生支援策の拡充
２．中小企業・小規模事業者・組合の成長促進投資への支援強化
３．中小企業・小規模事業者の持続的発展に向けた事業承継・事業継続に関する対策の強化
４．中小企業団体中央会の指導体制・支援機能の拡充・強化、実態やニーズに即した組合制度の再整備
５．地方創生推進に向けた対策の拡充

Ⅱ．中小企業・小規模事業者の実態を踏ま
えた労働・雇用・社会保険料対策の推進

Ⅲ．中小企業・小規模事業者の積極的な
事業活動を支える環境整備

１．新型コロナウイルス感染症の影響長期化に対する配慮
２．働き方改革の実現に向けた中小企業への配慮
３．中小企業の人材確保・定着対策
４．地域の実情を踏まえた最低賃金の設定
５．外国人技能実習制度の運用の円滑化と制度の拡充
６．外国人材の受入れ体制の整備
７．障害者雇用への中小企業支援策の拡充
８．国による職業訓練機能の拡充・強化
９．社会保険制度等の整備

１．中小企業金融施策の拡充
２．中小企業・組合税制の拡充
３．中小製造業等の持続的発展の推進
４．エネルギー・環境対応への支援の拡充
５．卸売・小売業・まちづくりの推進に対する支援の拡充
６．
サービス業支援の強化・拡充
７．官公需対策の強力な推進

介
受賞者のご紹

優良組合表彰

栄えある受賞おめでとうございます！
（敬称略）

土佐ふれあい協同組合

高知県土佐市高岡町乙61番地10
理事長
坂本 重法
設立年月日
平成18年3月17日
組合員数
132名
主な共同事業 ① 外国人技能実習生協同受
入事業
② 外国人技能実習生受入に
係る職業紹介事業
③ 共同開発事業

組合功労者表彰
浅津

博

高知県テント・シート工業組合
前理事長

平成18年の設立以来、外国人技能実習生の受入
事業を中心に共同事業を実施し、円滑な実習生活の
支援や国際交流活動を積極的に展開し、これまでに
延べ1,000名以上の外国人技能実習生の受入を支
援するなど国際協力の推進に大きく貢献。また教育
情報事業により適時実施される情報提供や研修会等
は、組合員企業の経営基盤の安定と効率化に寄与し
ている。

平成20年から12年余り理事長として、官公庁等
が県内で開催するイベント会場の設営に係るテント
施工の共同受注事業を推進し、ねんりんピックなど
組合員単独では難しい大型イベントの受注を実現し
た。また、技能検定の取得を推進し、県内業界の人
材育成や技術力向上に寄与した。平成26年に高知
県中央会の監事に、平成30年には理事に就任し、県
内中小企業の振興に貢献している。

参加者の皆様お疲れ様でした！
次期大会は令和4年11月10日㈭

長崎県にて開催されます。

皆様のご参加をお待ち申し上げます！

へんしも情報 vol.239●
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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

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/
その他の
導入設備例
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さまざまな業界で利用されています！
！

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

●へんしも情報 vol.239

高知市布師田3992-2

高知県中小企業会館

ものづくりの基盤技術強化を図る
研修会の開催報告
－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

3DCAD技術研修（3DCAD基礎編）
去る12月2日
（木）
、3日
（金）の2日間、県内機械加工技術者を対象とした「3DCAD技
術研修（3DCAD基礎編）」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、3DCADの基本的な知識・技術の習得を目的に実施したもので、3DCAD
の基礎知識や活用事例についての講義と、3DCADソフト
「Solidworks2016」
を使った
3次元形状作成（モデリング）や組立て
（アセンブリ）の実習を行いました。
派遣頂いた企業からは、
「3DCADの基礎が学べて良かった」
「新しい考え方、着眼
点などのアプローチが増えた」などの声が聞かれ、3DCAD導入のきっかけとなる研
修となりました。

○溶接技術者研修

浸透探傷試験（PTレベル１）研修
去る12月7日
（火）、8日
（水）の2日間、県内の溶接技術者を対象とした「浸透探傷試
験（PTレベル１）研修」
を、高知市仁井田「高知県立高知高等技術学校」にて開催しま
した。
本研修は、浸透探傷検査技術の習得及び浸透探傷検査資格の取得を目的に実施
したもので、一般社団法人日本非破壊検査協会が実施するPTレベル１試験に合わ
せ、浸透探傷試験の基礎及び関連知識についての講義並びにキズの検出に向けた
実技研修などを行いました。
派遣頂いた企業からは、
「正しい溶接検査の方法を学べた」
「研修内容が充実して
いた」などの声が聞かれ、技術者の技術力向上につながる研修となりました。

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

へんしも情報 vol.239●
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外国人材との職場のコミュニケーション
セミナー開催案内
外国人材を受け入れる企業にとって課題になっている社内でのコミュニケーション。
日本人も外国人も働きやすい環境をつくり、社内全体の業務改善を目指しましょう！

ム（仮）
プログラ
1 事例発表

日

「円滑な社内コミュニケーションで業務改善」

時

令和4年 2 月10日
（木）

14：00～16：30

講 師：武蔵野大学グローバル学部
准教授 神吉 宇一 氏

2「職場で必要な日本語能力と会社がやるべきこと」
講 師：武蔵野大学グローバル学部
教授 島田 徳子 氏

場

所

セリーズ （高知市高須砂地155）

定

員

50名

対象者

3 トークセッション（質疑応答）
※新型コロナウイルス感染症の影響によりオンラインでの開催に
なる場合がございます。

外国人材を雇用している

企業の経営者・
教育責任者

申し込みURL：https://forms.gle/HACvTag4qsC9vA4H7
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：088-845-8870

担当：古木

髙瀨

駐日東ティモール民主共和国大使が来局
去る11月30日に駐日東ティモール民主共和国特命全権大使のイリディオ シメネス ダ コスタ
閣下と大使館職員1名が、外国人技能実習制度の情報収集のため来局されました。
初めに、本会の外国人技能実習制度担当者より高知県の外国人労働者及び外国人技能実習
生の概況や外国人技能実習制度に係る説明を行いました。続いて、高知県環境農業推進課より
高知県の農業の特色について、高知県漁業振興課より高知県の漁業の特色について、
それぞれ
説明がなされました。
その後、本会が作成した農業分野の技能実習生紹介YouTube動画の視聴や高知県が作成し
た高知県漁業のVRの視聴体験をして頂き、意見交換を行いました。
イリディオ大使からは、高知県を訪問したことで技能実習制度について理解を深めることがで
きたことに対する謝辞を頂けるなど、実り多い国際交流ができました。

イリディオ大使

東ティモール民主共和国の一般事情
（外務省資料より）
①首 都 ディリ
②人 口 約126.1万人
③面 積 約1万4,900平方キロメートル（首都4都県（東京、千葉、埼玉、
神奈川）の合計面積とほぼ同じ大きさ）
④民 族 テトゥン族等大半がメラネシア系。その他マレー系、中華系等、
ポルトガル系を主体とする欧州系及びその混血等。
⑤公用語 テトゥン語及びポルトガル語。実用語に、インドネシア語及び英
語。その他多数の地方言語が使用されている。
⑥宗 教 キリスト教99.1％（大半がカトリック）、
イスラム教0.79％
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高知市管工事設備業協同組合青年部委員会

水源地の清掃活動を実施しました！
高知市管工事設備業協同組合青年部委員会（安宅弘明委員長）では、
去る11月27日、高知市鏡川取水地、近辺の清掃活動を行いました。当日
は、34名が参加し、紅葉橋の河川より左岸の鏡川第一取水上流へおよそ
２kmを南北ルートに分かれて、空き缶やビニール袋などのゴミを回収し
ました。
この取り組みは、上部団体である全管連青年部の「水源地クリーンキャ
ンペーン」の一環として実施したものであり、本年度は組合員青年部委員
のほか高知高等技術学校・配管科の学生、そして毎年参加頂いています
高知市上下水道局職員の方にも参加頂き、高知市上下水道局の掲げる「水
に感謝、人に感謝、自然に感謝」を共に感じる機会となりました。本組合
青年部委員会では、引き続き地域貢献活動を行っていく予定です。

掲載無料

組合

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！
！

ACE
NEW F

所在地

高知市城見町4番32号

出資金

800,000円

高知ブライダル写真協同組合

主な実施事業

◦組合員の行うブライダル写真又は動画撮影等を含む
フォトウェディングプランの共同受注
◦組合員の行う写真又は動画撮影業務等の共同宣伝
設

立

樋口

令和3年12月16日

剛志

理事長

理事長からの一言

近年、
「フォトウェディング」
という言葉をよく耳にされるのではない
でしょうか？
披露宴などを挙げずに、新婚お二人の写真や動画だけを撮影する
新たな結婚式の形です。あるいは、大切な思い出として残すため、結婚
式とは別にブライダル写真の撮影を希望される方も増えています。
このようなニーズに応えるため、本組合は、衣装やヘアーセットの
チョイス等を組み合わせた「フォトウェディングプラン」の共同受注を
主な事業として設立しました。
まだ新しいシステムのため、
ご不明な点も多々あろうかと思います
が、新たな門出に花を添えるお手伝いをしたいと考えておりますので、
ぜひお気軽にご相談下さい。
よろしくお願い致します。

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/

へんしも情報 vol.239●

12

く ぼ た

窪田

◆

◆担当

じゅんいち

純一

神奈川県 横浜市出身

道の駅「四万十大正」の運営サポート

◆略歴
高校卒業後、事務機器製造会社やサービス業に勤務。
知り合いの縁があり初めて高知県を訪れた際に、人、
食、自然に惹かれ協力隊の応募を決意。卒業後の定住を
目指すために地域の密着、活性化を行うべく活動中。

地域おこし協力隊の活動について
初めまして。四万十町地域おこし協力隊の窪田と申します。
まず「地域おこし協力隊」
という制度について簡単に説明します。
主に都市圏から田舎に一定期間（最長3年）居住して、様々な任務（＝ミッション）、例えば地場産品の開発・販売・PR、地域支援
活動等を行いながら、任期後にその地域への定住・定着を図るものです。
生まれも育ちも神奈川県である私が高知県に来た理由ですが、実は東京の知人が四万十町の「下津井」集落という所に既
に移住しておりました。知り合ったきっかけですが、高校生からやっていたオンラインゲームで知り合い、
もうかれこれ20年くら
いの付き合いです。そして、以前の仕事を辞めた際にその方に相談したところ
「『地域おこし協力隊』
っていう制度があるから試
しに下津井に来てみれば？」
と勧められたためです。
そして2019年2月、協力隊への応募と同時に下津井へのプチ滞在を始めました。
自分のような「他所」から人が来たにも関わ
らず、下津井集落の方々は優しく出迎えてくれました。色々な行事に参加したときも
「おー、
どっから来たんや。
とりあえず飲め飲
め。
どうや？元気か。」などと話しかけて貰えたのがとても嬉しかったです。
また、協力隊の選考も無事合格し、本格的な四万十
町での生活が始まりました。
協力隊として、最初の約１年は「大正商店街のにぎわいづくり」
というミッションが仕事でした。主な内容としては町内にある
「大正駅前にぎわい拠点」の運営管理や観光案内、にぎわい拠点でのイベント企画・開催等です。…が、イベント企画に関して
は「思うように出来なかった」
というのが正直な所です。
「これをやりたい！」
という考えはありましたが、企画書の作成や、
プレゼ
ンが上手く出来ず、
どうすれば良いか分かりませんでした。もし、協力隊に応募を考えている方がいましたらこのスキルは重要
かもしれません。

【参考：当初やりたかったこと】
1.  e スポーツ・ゲームの普及。高齢者とお子さんやお孫さんと接点を持つためのツール
2.  そろばんを通じての交流や勉強への普及
3.  麻雀  
（基本的に高齢者と若い人が一緒に楽しめることがないかを考えてました）
下津井

下津井への移住に向けて…

そして、四万十町での生活が1年を過ぎたことから、自分の任期後の事についても考え始めました。
まず「田舎で生活するに
は草刈りが出来ないのはまずいな…」
と思い、草刈りの機会があれば積極的に参加するようにしました。
また、下津井集落の行
事にも勿論参加させて頂きました。
この辺りから任期後について
「地元に帰ること」ではなく、
「どうしたら下津井で生活出来る
か」
と考えが変わっていきました。
2年目の途中から、人員等の関係でミッションが「大正道の駅の運営サポート」に変更となりました。
ミッションの変更をキッ
カケに、
「やってみたいこと」を積極的に実行するようにしました。
まずは看板料理への誘導POPやメニュー表を作成してみまし
た。
また近年は、観光・休憩・食事の時の参考としてスマホで検索する方が増えてきていますので、ネット情報についても更新
するようにしました。
現在は協力隊の活動と卒業後の下津井集落への移住の準備で慌ただしくなってますが、充実した日々を送っています。

最後に・
・ある研修で心に響いたもの
「拒否しない、Noと言わない。提案されたことに対してお互いにどうしたらそれが良くなるか。
こうしたら面白くなるんじゃない
かという提案キャッチボール」を言い合える仲間探しが大事だと思います。嫌だから、無理だから、なんのためになるのか。自分
だけの経験で決めつけない人になれるよう、
これからを下津井で生きていき、集落の方と盛り上げていきたいと思います。

四万十町で見つけた ! げにまっことえいところ！！
道の駅四万十大正（企業組合であいの里）
国道381・439号線沿い。四万十町大正地区の轟崎にある
「道の駅・四万十大正」は、四万十川に沿って車・バイク・自転
車など、
ひと休みに絶好のポイントです。
地元の物産物販売コーナーのほか、
食堂では、
うなぎの石
焼まぜご飯や山菜うどんなど、郷土の味が楽しめるおばちゃ
ん達の手作りメニューが大好評です。
お近くにお越しの際は、
ぜひお立ち寄り下さい！
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【所在地】 高知県高岡郡四万十町大正16-2
【T E L】 0880-27-0088
【営業時間】7：30～17：00（10月から3月は8：30～17：00）
【HP】https://www.facebook.com/michinoekishimantotaisho/
※令和２年３月、当施設の運営維持
管理や農産物等の販売、飲食店
経営等を目的として、
「企業組合
であいの里」を設立しました。
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令和４年 謹賀新年

高知県自転車二輪車商協同組合 高知県塗料商業協同組合
森
祥一
高知市上町1丁目1番1号
TEL 088－875－2472
理事長

理事長

内田荘一郎

高知市上町1丁目4番4号
TEL 088－823－5911

中心街事業協同組合

of f ice Jam

廣末幸彦

共和印刷株式会社 企画・デザイン室 oﬃce Jam

〒780-0901 高知市上町3丁目4-19 TEL088-824-0815 http://jampan.com

理事長
高知市本町1丁目5番16号－303
TEL 088－822－4822 FAX 088－824－8584

高知市中の橋商店街協同組合

森田

隆

理事長
高知市本町1丁目5番16号－303
TEL 088－873－2424

門田忠大

理事長
高知市本町2丁目3番23号
TEL 088－872－4677 FAX 088－823－6236

東京海上日動火災保険㈱高知支店

上野里美

支店長
高知市本町4－1－16高知電気ビル6階
TEL 088－823－1535

高知県中小企業振興協同組合

橋本順子

理事長
高知市本町5丁目2番9号
TEL 088－822－1111

京町・新京橋商店街振興組合

安藤浩二

理事長
高知市はりまや町1丁目3番15号
TEL 088－825－0787

コンフォート・ワーキング協同組合

松井将司

理事長
高知市はりまや町一丁目7番7号
TEL 088－802－7782

高知県旅館ホテル生活衛生同業組合
高知市旅館ホテル協同組合

藤本正孝

理事長
古谷
博
高知市升形5－34 三好ビル2F
TEL 088－823－5941
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和田喜勝

高知市本町2－1－6
TEL 088－822－6205

高知新聞販売所協同組合

天神橋通商店街振興組合

理事長

高知支店長

結城

貢

理事長
高知市本町3丁目2番15号
TEL 088－825－4025

高知県建設業協同組合

西野精晃

理事長
高知市本町4丁目2番15号
TEL 088－872－8962

株式会社 三翠園

石川孝美

代表取締役

TEL 088－822－0131

はりまや橋商店街振興組合

小谷一雄

理事長
高知市はりまや町1-5-14
TEL 088－882－4174
県庁まで徒歩５分 山内神社に隣接 抜群のビジネス環境
様々なタイプの貸オフィス 入居者を募集しています

こうち企業支援センター

高知市鷹匠町1丁目3‐22
よさこいビジネスプラザ１階
TEL 088－802－4351

高知県印刷工業組合
理事長

筒井善樹

高知市与力町13番6号
TEL 088－802－8680

令和４年 謹賀新年

おびさんロード商店街振興組合

高知県酒造組合
理事長
TEL 088－823－3558

大 西 み ちる

竹村昭彦

理事長
高知市帯屋町2丁目1の3 木山ビル2Ｆ
TEL 088－871－6527

高知市廿代町15の1
FAX 088－823－3559

帯屋町一丁目商店街振興組合

帯屋町二丁目商店街振興組合

文野達朗

森山

理事長
高知市帯屋町2丁目1番33号
TEL 088－824－8830 FAX 088－873－6641

壱番街商店街振興組合

剛

理事長
高知市帯屋町2丁目1番33号
TEL 088－871－0668 FAX 088－873－6641

大橋通り商店街振興組合

早川賢治

安藤一臣

理事長
高知市帯屋町2丁目1番33号
TEL 088－824－8830 FAX 088－873－6641

協同組合 帯屋町筋

理事長
高知市帯屋町2丁目1番33号
TEL 088－873－1366 FAX 088－873－6641

高知市商店街振興組合連合会

廣末幸彦

廣末幸彦

理事長
高知市帯屋町2丁目1番33号
TEL 088－824－8830 FAX 088－873－6641

理事長
高知市帯屋町2丁目1番33号
TEL 088－824－8830 FAX 088－873－6641

大樹生命保険株式会社 高知営業支社 三井住友海上火災保険㈱高知支店
新 北 将 幸
石 川
巖

営 業 支 社 長
課 長

松井洋介

支店長
高知市駅前町4－15西山ビル
TEL 088－824－5795

高知市駅前町1－8 第7駅前観光ビル 2F
TEL 088－882－3402 FAX 088－882－9406

こうちＩ
Ｔ事業者協同組合

官公需適格組合

高知ビルメンテナンス協同組合

西村悦一

安岡茂幸

代表理事
高知市北本町一丁目10番31号高知八州ビル3階
TEL 088－822－7727 FAX 088－802－6001

理事長
高知市北本町1丁目10番28号セーラー広告 高知北本町ビル1F
TEL 088－821－6628 FAX 088－821－6656

愛宕商店街振興組合

高知県テント・シート工業組合

小野大典

刈谷雅臣

理事長
高知市愛宕町2丁目19番14号
TEL 088－875－3522

理事長
高知市南金田3番48－7号
TEL 088－882－3734

矢野公士法律事務所

高知県製パン協同組合

下司冨士夫

弁護士

代表理事
高知市大川筋1－3－39土佐建材ビル2F
TEL 088－802－3733

土佐電設事業協同組合
理事長

川上

個 人

曜

高知市相模町6の15
TEL 088－822－4523

矢野公士

高知市小津町４番１号
TEL 088－820－8288 FAX 088－820－8289

南四国個人タクシー協同組合

高橋教仁

理事長
高知市相模町13番17号
（配車）TEL 088－872－0923
へんしも情報 vol.239●
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高知県柔道整復師協同組合

高知県砕石工業組合

川上和孝

理事長
高知市新本町2丁目20－26
TEL 088－881－6349 FAX 088－881－6350

高知県クリーニング生活衛生同業組合

木村浩二

理事長
高知市百石町1丁目16の1
TEL 088－831－1327

川村

卓

代表取締役
高知市桟橋通2丁目7－5
TEL 088－831－4582 FAX 088－831－2324

高知県板金工業組合

沖野東陽

寺田晋弘

理事長
高知市萩町2丁目1番95号
TEL 088－831－9682

協同組合 ドライウッド土佐会

大原儀郎

高知市小倉町2番8号
FAX 088－884－1697

所長

小川康夫

高知市小倉町2番8号
FAX 088－884－1697

ぬ

た

はら

あつ

お

奴田原惇郎

高知ブライダル写真協同組合

樋口剛志

代表理事
高知市城見町４番３２号
TEL 090－2860－0038
●へんしも情報 vol.239

ゆずまくん

太海

中橋達明

理事長
高知市新田町18番18号
TEL 088－833－4545

武田義憲

代表理事
高知市萩町２丁目１番９５号
TEL 088－831－4140 FAX 088－831－4066

代表理事
TEL 088－883－8504

本山博文

高知市小倉町2番8号
FAX 088－884－5868

高知県木製品工業連合協同組合
代表理事
TEL 088－882－0298

池

龍曻

高知市小倉町2番8号
FAX 088－884－1697

高知県室内装飾事業協同組合

高知市中宝永町8番11号
TEL 088－884－2772 FAX 088－882－6423
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秋

理事長
高知市桟橋通3丁目25－20
TEL 088－833－6388

木 のこころを 伝 える

「新 高知県で儲かる会社を創る本」好評発売中

奴田原税理士事務所

高知県遊技業協同組合

高知県素材生産業協同組合連合会

高知県木材産業協同組合連合会

TEL 088－883－6721

～身近で気軽な大衆娯楽～

土佐海砂利協同組合

高知県海砂利採取協業組合

代表理事

上村健一

代表理事
高知市六泉寺町93番15
TEL 088－832－2851

赤帽高知県軽自動車運送協同組合

理事長
〒781‐8010 高知市桟橋通六丁目2番2号
TEL 088－855－4880 FAX 088－837－4881

TEL 088－883－8810

高知市管工事設備業協同組合

パチンコ・パチスロ

有限会社 川村印刷

代表理事

髙橋俊光

理事長
高知市塩屋崎町2丁目1番27号
TEL 088－832－1411 FAX 088－832－1011

久保浩二

理事長
高知市南宝永町10番3号
TEL 088－885－1611

安芸郡酒類卸商業協同組合

吉村公政

理事長
高知市弥生町15番20号
TEL 088－821－8280

令和４年 謹賀新年

中谷社会保険労務士事務所

あいおいニッセイ同和損害保険㈱高知支店

中谷公一

社会保険労務士
高知市知寄町2－1－37ちより街テラス4F
TEL 088－878－0314 FAX 088－878－0318

協同組合 丸和林材

支店長

北岡幸一

高知県屋外広告美術協同組合

岡﨑

勲

代表理事
高知市稲荷町10－23スカイハイツ301号
TEL 088－885－3178

高知青果商業協同組合

畠中泰 久

理事長

高知市弘化台12の12
TEL 088－882－6769

高知中央青果買受人協同組合

楠瀬彰彦

代表理事

高知市弘化台12の12
TEL 088－882－4929

高知県央生コンクリート協同組合

福岡豊樹

代表理事
高知市本宮町105番地25
TEL 088－821－7777

高知県理容生活衛生同業組合

高知県コンクリート製品工業組合

髙橋佳久

理事長
高知市日の出町2番12号
TEL 088－821－9112 FAX 088－821－9116

高知市中央卸売市場
青果仲卸業協同組合
代表理事

東﨑幸男

高知市中万々85番地3
FAX 088－824－0053

理事長

池澤啓輔

高知市弘化台12の12
TEL 088－883－4725

丸十事業協同組合
理事長

田部博史

高知市若松町3の25
TEL 088－884－3111

高知県葬祭業協同組合

池 和明

理事長
事務局：高知市越前町2の5の10「大和葬祭内」
TEL 088－875－7200 FAX 088－875－1400

高知県美容生活衛生同業組合

三宮豊辰

理事長
高知市中万々85番地の3
TEL 088－873－6954 FAX 088－825－3261

高知県中央地区生コン協同組合

万々商店街振興組合

丁野信二

理事長
高知市中万々1－8 毛糸のパピー内
FAX 088－875－4157

高知県菓子工業組合
代表理事

岡村啓司

高知市弘化台12の12
TEL 088－882－5401

高知中央市場鮮魚買受人協同組合

バーバーくんマークのお店に来店下さい！

TEL 088－875－6709

高知市知寄町2－3－2
TEL 088－884－7052

施工現場の生産性向上を図るブロック、
コンクリート製品

代表理事
高知市知寄町3丁目303番地
TEL 088－855－7647 FAX 088－884－1687

理事長

村田大祐

理事長

仮谷征二郎
高知市朝倉戊773番地1
TEL 088－856－7780

高知県石油業協同組合

刈谷喜明

高知市石立町97番地1
TEL 088－831－7103

武井勝一

理事長
高知市大原町80－2石油会館
TEL 088－831－0439 FAX 088－833－9988
へんしも情報 vol.239●
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令和４年 謹賀新年

「生命を守るコンクリート」

高知県電気工事業工業組合
（高知電気安全サービス）

吉村保利

理事長

高知市大原町 87－8
TEL 088－832－7822

高知医師協同組合

高知県生コンクリート工業組合

山中

伯

理事長
高知市城山町183番地5
TEL 088－833－3110 FAX 088－833－3242

川越税理士事務所

野並誠二

理事長
高知市城山町207番地6
TEL 088－833－1241 FAX 088－833－6066

川越宏一

所長
高知市針木本町2番6号
TEL 088－844－5055 FAX 088－844－5150

高知工作センター協同組合
〒781-8136 高知市一宮西町1丁目8番22号
Tel.088-845-2211 Fax.088-845-2214
kata-sei @ axel.ocn.ne.jp

代表取締役

片岡 孝元

高知個人タクシー協同組合

尾﨑詳司

理事長
高知市一宮南町一丁目8番37号
TEL 088－845－1825
人材育成をサポートし、継栄に貢献する

下 本 満 男 前中社労士事務所

理事長
高知市一宮東町5丁目21番11号
TEL 088－846－5533
FAX 088－846－5534

高知卸商センター協同組合

今西

博

理事長
高知市南久保11番24号
TEL 088－882－8815

高知県環境整備事業協同組合

戸田

明

平山雅邦

理事長
高知市杉井流15番20号
TEL 088－883－6665 FAX 088－883－6669

協同組合 高知機械工業団地

久松朋水

高知市布師田3961
TEL 088－846－1171

高知県火災共済協同組合

高知市布師田3992の2
19
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篠原裕一

理事長
高知市南御座10番13号
TEL 088－861－6660

小野昌男

代表理事
高知市南川添17番18号
TEL 088－884－1474

太陽特殊鍛造協同組合

高知県建具協同組合

理事長

協同組合
高知県介護福祉支援センター

協同組合高知県ＬＰガス保安調査センター

理事長
高知市南御座19番31号
TEL 088－884－1319

理事長

前中博雄

所長
高知市海老ノ丸6番20号エムケイツービル北側中央
TEL 088－802－5022 FAX 088－802－5023

植野陽雄

他役職員一同
TEL 088－845－2221

久松朋水

代表理事
高知市布師田3950番地
TEL 088－846－1230 FAX 088－846－2704

高知県外国人技能実習生
受入組合連絡協議会

坂本重法

会長
高知市布師田3992－2 中央会内
TEL 088－845－8870 FAX 088－845－2434

高知県商店街振興組合連合会
理事長

廣末幸彦

高知市布師田3992の2
TEL 088－845－8870

令和４年 謹賀新年

高知県中小企業青年中央会

高知県食品外販協同組合

町田直明

代表理事
高知市布師田3992－2（高知県中小企業会館5F）
TEL 088－845－6860 FAX 088－845－6861

全高知珊瑚協同組合連合会
代表理事

田村

紘

高知市布師田3992の2
TEL 088－846－2333

坂本導昭

代表理事
高知市大津乙1786番地1
TEL 088－866－5613

高知県自動車車体整備協同組合

掛水伸一

高知市大津乙1793の1
TEL 088－866－7300

高知県食品工業団地事業協同組合

吉野和守

理事長

高知市大津乙1910
TEL 088－866－3111

高知県電機商業組合
理事長

高知市布師田3992の2

島田

誠

他役員一同
TEL 088－845－8870

株式会社高知丸高

高知市再生資源処理協同組合

理事長

会長

高野広茂

代表取締役

会長
高知市薊野南町12番31号
TEL 088－845－1510 FAX 088－846－2641

高知県自動車整備商工組合
理事長

西森歳勝

高知市大津乙1793の1
TEL 088－866－7300

高知市ハイヤー協同組合
理事長

明石健市

高知市大津乙1879の9
TEL 088－866－0520

高知県中古自動車販売商工組合
理事長

小松

豪

高知市大津乙2126の1
TEL 088－866－8400

高知県墓地環境整備協同組合

大原和雄

高知市介良乙1060番9
TEL 088－860－6655

外国人技能実習生受入監理団体

サポートスタッフ協同組合

近藤豊信

代表理事
高知市高須2丁目17番34号
TEL 088－861－5025

理事長

大原繁次郎
高知市介良乙3675番地
TEL 088－860－6300

高知県左官タイル業協同組合

川上利政

理事長
高知市高須新町2丁目6の14
TEL 088－882－0010

高知県スポーツ用品小売商協同組合 高知海砂利採取販売協同組合

美馬義一

理事長
高知市高須東町3番3号
TEL 088－883－2532 FAX 088－883－2532

高知県臨海工業団地協同組合

武村賢司

理事長
高知市長浜5033番地21
TEL 088－842－1020

西森明彦

代表理事
高知市五台山北タナスカ5022-1
TEL 088－882－0888 FAX 088－882－0888

協同組合 高知県木材工業団地連盟

北岡幸一

代表理事
高知市仁井田字新築4502
TEL 088－847－0161
へんしも情報 vol.239●
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高知県木材協同組合

高知県木材商業協同組合

山本佳和

山本佳和

理事長
高知市仁井田4509番地
TEL 088－847－2332

高知県木協建材協同組合

土佐山ファクトリー協同組合

山村一正

理事長
高知市仁井田4509番地
TEL 088－847－4156

馬路林材加工協同組合

清岡哲也

高知東部農振協同組合

武内正文

山﨑洋介

理事長
香美市土佐山田町上改田109
TEL 0887－52－0467

正

香南市赤岡町1365
TEL 0887－55－2175

高知県生コンクリート東部協同組合

北岡守男

理事長
香南市野市町西野1892番地
TEL 0887－56－2461 FAX 0887－56－2452

嶺北生コンクリート協同組合

伯

理事長
長岡郡大豊町川口2050番33
TEL 0887－72－1217

吉野川リビング協同組合

藤川豊文

理事長
長岡郡本山町助藤1372
TEL 0887－76－3355
●へんしも情報 vol.239

高知県種苗緑化協同組合

西森憲明

代表理事
香美市土佐山田町神母ノ木字鹿落159番地1
TEL 0887－53－4161

－鍛冶屋創生塾－

穂岐山信介

理事長
香美市土佐山田町上改田113－1
TEL 0887－53－9530

高知県青果物出荷商業協同組合

赤岡青果商業協同組合

21

五百蔵純太

理事長
香美市香北町美良布1211番地
TEL 0887－59－3156 FAX 0887－59－3159

高知県土佐刃物連合協同組合

協同組合土佐刃物流通センタ－

山中

協同組合 韮生の里

緑化と苗木のことなら

代表理事
香美市土佐山田町神母の木13番3号
TEL 0887－53－7511 FAX 0887－53－7512

西内

仁井田誠

代表理事
高知市春野町弘岡中1402番地
TEL 088－894－6363
生産者の真心をそえて届ける産直の店

理事長
安芸郡馬路村大字馬路字西張2107番地20
TEL 0887－44－2059 FAX 0887－44－2136

理事長

理事長
高知市仁井田4509番地
TEL 088－847－7222

中村義仁

代表理事
香南市赤岡町1377番地1
TEL 0887－55－1926 FAX 0887－55－1943

協同組合 やすらぎ市

井澤

傳

代表理事
香南市夜須町千切537－90 道の駅やす内
TEL 0887－55－2370 FAX 0887－55－2370

－本場の本物－
大豊町碁石茶協同組合

小笠原功治

代表理事
長岡郡大豊町黒石343番地1
TEL 0887－73－1818

郷土のために

嶺北建設業協同組合
理事長

佐古田洋市

長岡郡本山町本山526－1
TEL 0887－76－2230

令和４年 謹賀新年

レイホク木材工業協同組合

土佐さめうら企業組合

野村哲志

理事長
長岡郡本山町吉野305番地
TEL 0887－70－1388 FAX 0887－70－1378

川和良

南国市稲生1328
TEL 088－865－1776

南国市土曜市協同組合
理事長

髙橋豊明

代表理事
高知県土佐郡土佐町田井146－1
TEL 0887－82－1020

土佐石灰工業協同組合

土佐石灰化工協業組合
代表理事

さめうら荘レイクサイドホテル

今田

尚

理事長

理事長

小松秀則

南国市小篭808番地1
TEL 088－863－0018

理事長

北岡邦夫

南国市小篭808番地1
TEL 088－863－7722

“龍馬が食べ損ねたシャモ鍋を現代に”

企業組合ごめんシャモ研究会

立花智幸

理事長
高知県南国市後免町3-1-7
TEL 088－855－7418 FAX 088－855－7419

人材支援協同組合

高知介護サービス協同組合

今村義男

代表理事
高知県南国市浜改田１２７７番地１
TEL 088－880－7030

南予木材企業組合

今村義男

代表理事
高知県南国市浜改田１２７７番地１
TEL 088－802－7035

高知物流ネットワーク協同組合

代表理事

菅

章哲

理事長

南国市比江２６５番地２６

高知県中央木材工業団地協同組合
代表理事
TEL 088－862－1050

三木康弘

南国市双葉台19
FAX 088－880－8160

四国地区中小乳業協同組合
理事長

南国市稲生938番地8
TEL 088－882－1158

事業協同組合
高知総合輸送センター

南国市大埇甲1788番地

高知県トラック団地事業協同組合

川和良

吉澤文治郎

TEL 088－864－5800

南国市物部272－1
FAX 088－864－4594

土佐信用組合

三谷範之

南国市双葉台5番地2
TEL 088－862－2424

協同組合 テクノ高知
理事長

坂本正興

南国市明見889番地18
TEL 088－864－0100

土佐ふれあい協同組合

坂本重法

代表理事
土佐市高岡町乙61番地10
TEL 088－854－1005

土佐市青果商業協同組合

横山英生

理事長
土佐市高岡町甲2137の1
TEL 088－852－1211

理事長

中村義仁

土佐市高岡町丙52－1
TEL 088－852－0597
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土佐文旦産直協同組合
代表理事

西森幹展

土佐市積善寺926番地
TEL 088－828－6777 FAX 088－828－6778
https://buntan-santyoku.jp

高知県手すき和紙協同組合

大勝敬文
片岡博一

代表理事
吾川郡仁淀川町上名野川490
佐川集材センター：高岡郡佐川町丙1494－1
TEL 0889－20－0759

協同組合 須崎木材工業団地
代表理事

市川正孝

須崎市港町76
TEL 0889－42－1001

杉本貞雄

須崎市南古市町6－6
TEL 0889－42－2429

高岡郡梼原町梼原1196-1
T e l .0889-65-1288

代表理事 長

山和幸

嶋﨑勝昭

理事長
須崎市南古市町6番6号
TEL 0889－42－0033

山中直樹

理事長
高岡郡越知町鎌井田桑薮454番地
TEL 0889－20－6466 FAX 0889－20－6477

矢野博正

理事長
高岡郡檮原町上折渡98番地
TEL 0889－62－2922

德弘伸一

代表理事
高岡郡四万十町興津1930番地2
TEL 0880－29－5811

高幡生コンクリート協同組合

田邊

田邊

聖

代表理事
高岡郡四万十町江師613番地1
TEL 0880－27－0775

四万十アパレル協同組合

四万十マヒマヒ丸企業組合

松下則和

代表理事
高岡郡四万十町琴平9番29号
TEL 0880－22－4330 FAX 0880－22－3475

協同組合高幡木材センター

聖

理事長
高岡郡四万十町口神ノ川696－2
TEL 0880－22－3049
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吉川

須崎市押岡458番地
TEL 0889－42－0104

梼原林産企業組合 －ゆうりん－

高岡郡中土佐町久礼6530番地
TEL 0889－52－3822 FAX 0889－52－3823

管理・運営：

理事長

山に遊び林に愉しむ 林家と未来を考える

大正町市場 http://www.dokuremon.com/

梼原町商工振興協同組合

くろしお農業振興協同組合

越知町仁淀川山椒企業組合

企画・ど久礼もん企業組合

高岡郡梼原町太郎川3785
T e l .0889-65-1126

山本周児

代表理事
吾川郡いの町葛原231番地4
TEL 088－869－2333

高知県中部生コンクリート協同組合

高陵建設業協同組合
理事長

森澤正博

理事長
吾川郡いの町波川287－4
TEL 088－892－3955

本川手箱きじ生産企業組合

理事長
吾川郡いの町波川287－4
TEL 088－892－4170 FAX 088－892－4168

仁淀川林産協同組合

一般社団法人高知県製紙工業会

伊藤訓新

代表理事
高岡郡四万十町東大奈路５０５番地
TEL 0880－22－1241 FAX 0880－22－2544

令和４年 謹賀新年

しばてんカード協同組合

とおわ守人企業組合

八木敏伸

理事長
高岡郡四万十町久保川169番地5
TEL 0880－29－1066 FAX 0880－29－1066

しまんと林産企業組合

田邊

聖

理事長
高岡郡四万十町大正230番地8
TEL 0880－27－0231 FAX 0880－27－0188
E-mail:r40010@mb.inforyoma.or.jp

高知県西部自動車整備協業組合

協同組合 ウッディ四万十

森岡康人

代表理事
幡多郡黒潮町入野2527番地3
TEL 0880－43－0710 FAX 0880－43－0711

四万十市商業協同組合

岡本憲正

代表理事
四万十市有岡岩井ノ前2146番地1
TEL 0880－37－0521 FAX 0880－37－0523

中村地区建設協同組合

金谷光人

理事長
四万十市右山元町3丁目3の26
TEL 0880－34－3100

本田

園

理事長
四万十市右山五月町8の13
TEL 0880－34－7100

幡多公設地方卸売市場
青果部買受人協同組合
理事長

小橋一實

四万十市佐岡499の1
TEL 0880－34－1495

下田海運協同組合

幡多生コンクリート協同組合

増田博和

理事長
四万十市具同7388番地9
TEL 0880－37－0046 FAX 0880－37－0578

岡島喜三

理事長
四万十市下田1910番地15
TEL 0880－33－0003

天神橋商店街振興組合

≡いちじょこさん門前町≡

一条通商店街振興組合

北川廣志

代表理事
四万十市中村一条通３丁目７番１号
TEL/FAX 0880－34－6060

高知県化粧品小売協同組合
理事長

國澤隆英

理事長
高岡郡四万十町茂串町1－14
TEL 0880－22－0465

國吉康夫

理事長
四万十市中村天神橋29番地
TEL 0880－31－0280

株式会社 シマント

友永幸雄

四万十市中村東下町5
TEL 0880－35－3446

浜田敦夫

代表取締役
四万十市西土佐用井841
TEL 0880－31－6301

各種砕石製造販売

幡多砕石協同組合

中野正高

代表理事
四万十市三里垣ノ内1400番地
TEL 0880－38－2811 FAX 0880－38－2638

今西

石﨑

順

大洋蒲鉾協業組合

高知西南物流センター協同組合
理事長

理事長

博

宿毛市宿毛1748番地3
TEL 0880－63－4725

理事長

名倉次朗

宿毛市和田1215
TEL 0880－63－3128
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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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食品団地

生コンクリート製造

11月度商況は、やや好転の兆しが見受けられ、売上高
は増加している企業が多いが、収益面では各社とも燃
料系や食品原料系の値上がりによって、やや悪化傾向
にある。中小・零細企業の食品の値上が予想される。

生コン出荷量は昨年同月並みで、特に変わったことは
ない。

酒類製造

コンクリート製品

やや増加した。首都圏からは回復の兆しが見えるが、
県内の飲食街は新型コロナ前の状態回復にはまだま
だの感。新たな感染という不穏な情報も気になるとこ
ろ。

出荷数量は、前年同月比79％。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11月分は減少に転じた。

テントシート

機械団地

新型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。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。

国内の新型コロナ禍は落ち着きを見せる中で売上等
の指標は上向きつつあるが、原材料や燃料費の高騰
は続いており、収益を圧迫している。

木製品素材生産

刃物製造

スギ・ヒノキともに量は1割程度増で、価格的にはスギ
は横ばいの状況であるが、ヒノキ柱適材については、
1～1.5割程度下落。具体的に先が見通せない不安が
ある。

昨年と比べほぼ横ばい。受注はあるものの、生産の
絶対数に限度があるため、供給がおぼつかない。新型
コロナの影響に関しては、少し小売関係は良くなった
かもしれない。

製材

船舶製造

原木、製品等の価格についてはやや落ち着きつつあ
る動きもみられるが、上昇基調は継続している。

生産活動は高い水準で推移している。新型コロナの
影響は少ない。

製紙（家庭紙）

珊瑚装飾品製造

県内家庭紙業界は、昨年同月と比較して、11月は横ば
いであったが、新型コロナ前と比較すると大きく落ち
込んでいる。今後急激に回復する事は、現時点では期
待できない。

昨年の11月には開催できなかった製品大会が開催で
きたこともあり、前年同月比365％と、新型コロナ禍
前の前々年並み（前々年同月比94％）の取引額となっ
た。

印刷

卸団地

県内需要、県外需要共回復傾向。前年はGoTo事業等
の特需も有り新型コロナ以前の数字を確保していた
が、それと同等の実績。11月としてはまずまずの結果
となった。

1.ＧoＴoトラベルのあった昨年より動きは悪かった。
2.新型コロナ禍に加え、外国人観光客が来なくなったこ
とが外食産業にとって影響大。3.燃料代の上昇は経費
アップとなり、赤字を膨らます要因となっている。
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青果卸売

商店街（四万十市）

新型コロナ禍からの回復は、まだら模様である。顧客
が量販店中心の会社は回復傾向にあるが、業務用が
多い会社は依然として厳しい状況が続いている。

飲食店等への人の流れは少しずつだが回復中だ。そ
れ以外の個店への流れはまだ感じられない。商店街
に人が歩いていない。閉店を考えている個店もある
のが現状だ。

生鮮魚介卸売

旅館・ホテル

マグロは高値で入荷がある。値段と折り合いがつかず
仕入れができない状態。カツオは順調に入荷。小物の
入荷は少なかった。新型コロナが落ち着いてきて少し
ずつ回復しつつある。今後は徐々に回復しそう。

中旬頃より動きがみられるようになってきた。年末年
始の宴会も小規模なものはあるが、大口はなし。まだ
まだ微増で、様子見状況にある。

各種小売（土佐市）

飲食店

11月も状況は変わらず。新型コロナの感染者数も増え
ることなく、落ち着いているように見えるので、このま
まで12月には、もう少し人の流れが増えると期待して
いる。

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だが企業や団体
の動きは鈍い。業種により差は大きいが業界全体とし
ては前年度同月（既に新型コロナ禍）と同程度。

ガソリンスタンド

旅行業

原油価格は増産が見送られたが、新型コロナの感染
再拡大や変異株オミクロンへの警戒感により若干の
値下がりとなった。
しかし、円安も重なり市況は不安
定。

組合クーポン前年同比 89％、全旅クーポンを合わせ
て対比75％。感染状況は落ち着いているが、一般団体
の利用は極めて低い水準である。旅行業界の前途は
依然として大変厳しい状況と言わざるを得ない。

電気機械器具小売

一般土木建築工事

11月度は全商品平均で前年比92％。昨年は助成金が
あったので好調だった。今年はその反動で厳しい。

令 和3年11月分 の公共 用生コン出荷 量は、前月比
106.5％、前年同月比116.5％。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

高年式車両の販売が顕著に表れており、客単価も上
昇している。中古車相場の高騰も続いているので、展
示車両の仕入れには苦戦をしている。

組合員の施工する電力引き込み線工事量は、前年同月
比68.4％。高知中央地区の約57%減が影響。新型コロ
ナの影響で、半導体不足による電化製品等の入荷遅れ
で販売および工事施工量の減少などの影響がある。

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
（1月までに計5回予定）された。地元高校生や行政、
団体なども加わり協議が行われた。感染者数の減少
と共に、徐々に人の流れが増えてきているようだ。

燃料価格は先月程ではないものの値上げとなった。組
合事業は昨年度とほぼ横ばいであり、荷動きは少しず
つ回復してきているが、燃料価格が高止まっており、
経費増により組合員の経営は厳しいものとなった。

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224.8％
台数：前年比97.7％。
（昨年8～12月 土日祝無料
サービス実施）感染者数の減少に伴い、来街者もやや
増加傾向にあり、歳末商戦に期待したいところ。

歓楽街への客足が鈍い。12月から「食べタク・クーポ
ン」、飲食とタクシーのセットで6,000円を3,000円で
販売、タクシーは1,000円分が使用できる企画を高知
市が支援事業として考えてくれた。
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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

