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県内各業界別動向（2022 年 2 月）

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 E-mail info@kbiz.or.jp
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HENSHIMO
Special Interview

土佐の自然の恵みを受けて
蔵人の心意気と確かな技に育
新ブランドコンセプト
「TOSA NAKAMA SAKE」
高知県には、全国に知られている銘柄か
ら、小さくともこだわりの酒をと頑張ってい
る造り酒屋まで現在18の蔵元があります。

て世界に売り出すべく、組合が旗振り役と
なって新たなブランドコンセプト「TOSA
NAKAMA SAKE」を打ち出しました。高
知の方言「なかまにする」をキーワードに、
「シェアする」ことによって生まれる土佐酒

それぞれの蔵元では、古くから伝承されて

の価値を表現したもので、
「杯をなかま」

きた技法と特色を活かし

「食となかま」
「技をなかま」
「人となかま」

ながら、積極的に近代技

の“共有と同志”を表す4つの「なかま」をコ

術を導入して個性ある酒

ンセプトに、国内外へのPRを積極的に展

造りを目指しています。

開しています。

高知県酒造組合

理事長

2017年からは、土佐酒をブランド化し

竹村 昭彦 氏

土佐のお客はなかまぜよ！
①杯をなかま

苦境の日本酒業界、
復活のカギは輸出

土佐ならではの辛口は、何杯でも飲み続
けられる！
▲

だから土佐酒は宴会を楽しくする！

今月の組合

高知県酒造組合

②食となかま

所在地 : 高知市廿代町15番1号
ＴＥＬ: 088-823-3558
組合員数 : 18名
職員 : 1名
（＋1名：高知県酒造協同組合）

引き立てる！

本酒の輸出量は増加を続けています。高知

だから土佐酒は料理を引き立てる

は、輸出に取り組む蔵元が多く、また、組合で

最高の食中酒！

ヨーロッパ土佐酒プロモーションに取り組

③技をなかま
造りのデータを共有し、全体がハイレベルに！
だから土佐酒はどれを飲んでも旨い！

④人となかま
土佐酒を酌み交わせば、誰でもすぐ仲間！

み、ロンドン・パリ・マドリード・バルセロナ等で
イベントを開催したり、中国ECサイトでの土
佐酒ページ構築を行ってきたこともあって、
とりわけ輸出が好調です。そのため、四国全
体の日本酒輸出量の約7割（令和2年度）を

だから土佐酒は全国にも海外にも

占めるほどのボリューム感があり、今後も土

広がる可能性を秘めている！

佐酒の輸出増加が期待されています。

▲

1

で減少しています。
しかしながら、輸出は好
調で、海外での日本食ブーム等を背景に日

▲

設立: 昭和28年11月

を超えていましたが、近年は45万㎘程度ま

土佐の豊富な山川海の幸の美味しさを
▲

＜組合プロフィール＞

日本酒の国内出荷量はピーク時160万㎘

まれた土佐の酒
オンライン酒場「酔うちゅう部」で
家呑みをつなぐ

という意味です。お家で一人で酔うちゅう

統的な食文化が消えかけ、酒類規制はま

誰かさんと誰かさんをオンラインでつない

すます厳しくなり、酒類の存在自体を悪と

で楽しい「酒場」にしてしまおう！という新し

決めつけるような流れまで起きはじめて

い夜の部活動が「酔うちゅう部」です。

います。

さらに今年度は、
「酔うちゅう部」に“英

このような流れの全てが、一気に襲いか

語版・翻訳機能・蔵元紹介の動画”を追加し

かり、日本酒はかつてないほどの危機に直

て、ニューヨークや香港の消費者と「酔う

面しています。

ちゅう部」を使って交流をするイベントも開
催しました。

しかし、コロナ禍で危機を迎えたり、被
害を被ったり、傷ついたりしているのは、何

今後は、調査結果を踏まえながら、土佐

も日本酒だけではありません。世の中を見

新型コロナウイルスの感染拡大が長期

酒のある暮らしの楽しさを国内外に向けて

渡せば、実はそこらじゅう、あちこちが傷つ

化する中、外呑みの自粛などにより、酒類

発信できるプラットフォームとして利用を

いているのです。

業界は大きな痛手を被っており、この状況

検討・促進していく予定です。

を何とかしなければと、高知県酒造組合が
土佐酒アドバイザー（高知県酒造組合が認
定する資格制度で、高知県内外の酒販店、
飲食店、一般の方々らが受講し、これまで
に合計400名以上の認定者が誕生）アソ
シエーションに依頼し、家呑みや個呑みを
ネットでつなぐオンライン酒場「酔うちゅう
部」が誕生しました。
「酔うちゅう」とは土佐弁で「酔っている」

だからこそ、
「コロナ禍で売上が激減し
た日本酒を応援するため、飲んでください！

コロナ禍で傷ついた世の中を
日本酒で癒す！
コロナ禍が収束しないまま、ついに３年
が経ってしまいました。
親密な宴席が消え去って久しく、分断、

買ってください！」と訴えるのではなく、逆に
今は、日本酒はコロナ禍で傷ついた世の中
を癒すことができる存在なのだということ
を、
しっかりと訴えたいと考えています。
早 速 今 夜から、オンライン酒 場「 酔う
ちゅう部」を使って、楽しい呑み会を開催し

疎遠、孤立が一般化し、あらゆる分野で多

まくり、新型コロナウイルスなんか吹き飛

様性が狭まり、全国で地域ならではの伝

ばそうではありませんか！

これ 知
っちょい
て

HENSHIMO information

世界初！三タイプの個性あふれる酵母を使った土佐酒をお楽しみください！

宇宙を旅し深海に耐えた酵母です。

2005年、宇宙空間で10日間培養した

宇宙を旅した酵母です。

2005年、宇宙船に乗って高度400,000mの

「宇宙酵母」を、2019年3月南鳥島周

国際宇宙ステーションで10日間で生まれ育っ

辺 海 域 6 , 0 0 0 mの深 海に約１年 間 設

た宇宙酵母です。宇宙を旅したこの酵母でじっ

置。
（水温1.5℃）。2020年3月、引き上

くりと発酵させ宇宙酒を仕込みました。船窓か

げられた酵母は 全滅していた・
・
・。

らの青い地球を見下ろす気分で果てしない味

2020年4月より圧力に強い酵母を育て

わいをお楽しみください。※高知県産宇宙旅

るため、酵母に圧力をかけては生き残れ

行米「吟の夢」又は「風鳴子」使用しています。

る株探しを繰り返して、2021年1月、茨
城県沖6,200m水深に４ヶ月リベンジ設
置（水温1.7℃）。そして5月、600気圧を
長期間耐え抜いた宇宙深海酵母がつい
に 生還したのです。宇宙を旅し深海に耐
えたこの酵母でじっくりと発酵させ宇宙

!

深海に耐えた酵母です。

2021年、6,200ｍの深海に挑戦。600気圧

深 海 酒を 仕 込 みました 。こ の 高 低 差

を長期間耐え抜き、鍛え抜かれた深海酵母で

406kmの壮大なクレージージャーニー

す。深海に耐えたこの酵母でじっくりと発酵さ

の主人公になったつもりでお楽しみくだ

せ深海酒を仕込みました。深海の神秘と静寂

さい。※高知県産宇宙旅行米「吟の夢」

をイメージしながら奥深い味わいをお楽しみ

又は「風鳴子」使用しています。

ください。※高知県産米を使用しています。
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ご活用ください！ 令和４年度中央会助成
連携組織の活性化を支援

国内外での販路開拓、新たな取り組みの実現化に対する費用を助成

〔経営力向上補助金〕

連携組織の新たな取り組み
（新商品開発、新サービスの提供、展示会出展又は開催等の販路開拓、情報発信機能の強
化等）
及び事業再構築の実現化に向けた取り組みに対して、
事業費の一部を助成します。
対

象

中小企業組合等※

※県内に主たる事務所を置く組合等とし、その構成員の3分の2以上が県内中小企業者であるもの。また共同出資会社並びに任意グ
ループは3名以上の中小事業者で構成されるものとし、
任意グループにおいては原則本事業の完了日までに法人化を目指したもの。

補助金額

上限：100万円

下限：10万円

補 助 率

補助対象経費の2分の1以内

補助対象経費 謝金、原稿料、旅費、消耗品費、印刷製本費、役務費
（通信運搬費等）
、委託料、設計費、データ検証費、
使用料及び賃借料、原材料費、試作費並びに実験費
例
★活用
向上
力
営
経
補助金

中村地区建設協同組合では、中高生をメインターゲットに幡多地域建設業の魅力を発信するＰＲ動画の作成
にあたり補助事業
（補助金45万円）
を活用した。約10分の動画では工事現場や従業員インタビューを盛り込み、
建設業に従事する魅力を幅広く伝えられるようYouTubeなどから発信することで人材確保につなげていく。

業界の現状分析や課題抽出を基に事業の改善計画やビジョン策定を提案

〔活性化支援〕

中小企業組合等の活性化を促進するため、専門家と連携しながら内・外部環境の現状分析や課題抽出等を行い、事業
の見直しや改善計画、新たな取り組みの創出等に向けた計画の策定・提案等を実施します。
対

象

中小企業組合等

専門家派遣で課題解決

利用にあたり経費負担は原則なし。詳しくは本会までお問い合わせください。

〔課題等対応支援〕

中小企業組合等の運営上における法律・税務・労働等の専門知識を要する諸課題について、弁護士・税理士・社会保険
労務士等の専門家の助言による解決を図ります。
対

象

中小企業組合等

利用にあたり経費負担は原則なし。詳しくは本会までお問い合わせください。
＜お問い合わせ・担当者＞松井

次世代人材育成を支援
研修会・講習会の開催支援
3
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青年部による課題調査
（先進地視察等）
の支援

〔課題調査研究事業〕

中小企業組合や業界が抱える経営課題について、本会と組合青年部が連携し、先進的な取り組みを進める組合又は
企業への現地調査をします。現地での取り組みの概要、
経緯、
結果等についてヒアリング調査を行った後、
調査結果につい
て、
青年部・親組合をはじめ、
他の組合青年部、
関連組合に対して成果普及も併せて行います。
※公募開始は改めてご案内します。
対

象

事 業 費

青年中央会会員青年部

対象経費

旅費、会場借料

24万円

＜お問い合わせ・担当者＞久保

先進事例研究や技術等習得を図る取り組みを支援
〔連携組織活性化支援事業・小規模事業者組織化指導事業〕
喫緊・高度な課題や先進的事例の研究、
組合員の経営力強化を図るための技術等の習得を目的とした講習会等の開催
を支援します。
なお、
本会主催の講習会等に原則無料で参加する形式と、
組合等が実施する講習会の開催経費
の一部を助成する形式がありますので、
ご活用を希望する場合は、事前に本会にご相談下さい。
＜お問い合わせ・担当者＞松井

高瀨

事業のご案内
全国中央会助成事業︵中小企業組合等課題対応支援事業︶

●中小企業組合等課題対応支援事業の補助率は、
全て共通で補助対象経費の10分の6以内になります。
●現在、第２次募集中です。

令和４年４月１日
（金）
〜５月２７日
（金）
（必着）

募集期間

※予算があれば第３次募集

令和４年７月１５日
（金）
〜８月１２日
（金）
（必着）
があります。

●補助対象となる組合等の種類や要件、
補助対象経費の詳細は全国中央会のホームページ
https://www.chuokai.or.jp/をご確認ください。

新しい取り組みを包括的に支援

〔中小企業組合等活路開拓事業〕

活路開拓事業
中小企業組合等が取り組む新たな活路の開拓、単独では困難な問題の解決に向けた幅広い活動
（市場調査、試作品開
発、
ビジョン策定、成果の発表）
の経費を助成します。
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。

通常型

補助金額

上限1,200万円 下限100万円

展示会等出展・開催
国内外の展示会への出展や展示会の自主開催を助成します。
補助金額

上限 1,200万円 下限なし

IT 等活用による取り組みを支援

〔組合等情報ネットワークシステム等開発事業〕

①基本計画策定事業
中小企業組合等が情報ネットワークシステム等の構築を目指し、計画立案、組合等の事業の業務分析、
ＲＦＰ
（提案依頼
書）
策定等に助成します。
②情報システム構築事業
中小企業組合等を基盤とした情報ネットワークの構築や、組合員及び関連する中小企業の業務効率化のためのアプリ
ケーションシステムの開発で、
システムの設計、
開発、
稼働・運用テスト等に助成します。
①②共通

大規模・高度型

補助金額

上限2,000万円 下限100万円

通常型

補助金額

上限1,200万円 下限100万円

協同組合高知県ＬＰガス保安調査センターでは、保安調査の結果登録及び管理で使用する
例
★活用
システムの課題解消を図るため、新たなシステムの開発・導入に補助事業
（補助金約600万
テム
情報シス
円）
を活用した。導入効果として、業務に最適化したことでオペレーションの所要時間の短縮
業
構築事
化を図ることで、事業全般の効率化につなげていく。

＜お問い合わせ・担当者＞宮﨑

お問い合わせ先

高知県中小企業団体中央会

TEL：088-845-8870

E-mail info@kbiz.or.jp
組合等活性化情報誌
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高知県中央会から会員の皆様へ

令和4年度 通常総会のお知らせ
◆日時 令和４年６月10日（金）14時30分〜
◆場所 「三翠園」 高知市鷹匠町1-3-35

ご注意
下さい！

IP電話廃止のご案内
本会では、これまで代表番号と併用してきましたIP電話を令和４年４月より廃止いたしました。

つきましては、
４月１日以降、本会にお電話いただく場合は、下記代表番号までご連絡くださいますよう
お願いいたします。
令和４年３月３１日まで

令和４年４月１日以降

IP電話：０５０−３５３７−１７０２

※これまでの代表番号と変更はありません

代表番号：０８８−８４５−８８７０

代表番号：０８８−８４５−８８７０

決算関係書類の提出をお忘れなく
組合は毎事業年度、通常総会終了の日から2週間以内に、事業報告書及び通常総会議事録（もしくは謄本）
とともに、
決算関係書類を所管行政庁に提出することが法律上定められています。所管行政庁では、組合が事業活動を行ってい
るかどうかを決算関係書類の提出の有無によって判断しており、3年連続して提出を怠ると休眠組合と見なされ、解散整
理の対象となります。必ず提出するようにして下さい。

○事業報告書 ○財産目録 ○貸借対照表 ○損益計算書
○剰余金処分案または損失処理案 ○通常総会議事録（もしくは謄本）
なお、中央会宛に２部（行政庁用１部、本会控え用１部）
ご提出いただければ、本会経由で所管行政庁へ提出致します。

お問い合わせ
5
1

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４階

TEL：088-845-8870

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（９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・グローバル展開型〕
の９次締切につきましては、
令和３年１１月
１１日
（木）
から令和４年２月８日
（火）
までの期間において公募を行いましたところ、
全国で３，
６１３事業者より応募がありました。
審査の結果、
全国で２，
２４７事業者が採択され、
高知県では以下の１３事業者が採択されました。

（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 https://portal.monodukuri-hojo.jp/

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。

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/
●お問い合わせ先 ものづくり補助金サポートセンター TEL：
０５０-８８８０-４０５３
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
組合等活性化情報誌
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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
開催報告
【令和３年度ものづくり担い手育成事業】

ものづくり企業 IoT 技術者育成サロン
去る3月7日
（月）
、県内ものづくり企業の生産性向上を図るためのIoT技
術導入を支援する事業の一環で、県内ものづくり企業を対象とした
「もの
づくり企業IoT技術者育成サロン」
を、高知市高須「セリーズ」にて開催し
ました。
本サロンでは、IoT技術に関連した最新技術や活用事例等の紹介、
また
講師及び参加した技術者間での意見交換が行われました。
受講者からは、
「IoTに関する理解を深めることができた」
「各講師が短い
時間にまとめて情報提供してくれるので、
わかりやすく勉強になった」
などの
声が聞かれ、IoT技術導入に向けた有意義な場となりました。

【生産性向上支援訓練受託事業】

工場管理研修（生産現場の問題解決）
去る3月9日
（水）
、県内ものづくり企業で働く技術者・技能者を対象とし

た
「工場管理研修
（生産現場の問題解決）」
を、高知市布師田「高知ぢば
さんセンター」
にて開催しました。
本研修では、工場管理の基本的な知識及び手法の習得を図るため、生
産活動の基本から現状分析、生産現場の改善方法について講義が行わ
れました。
受講者からは、
「５Ｓについて深く知識を得ることができた」
「ムダの見直
し、
５Ｓの有効性を改めて実感した」
との声が聞かれ、技術者の基盤技術強
化が図られた研修となりました。

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
TEL０８８-８３２-３２６１ FAX０８８-８２２-７０６９
URL http://www.kochi-cgc.or.jp/
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「外国人材の雇用ガイドブック説明会」
開催しました。
去る３月１４日（月）午後２時より、県内
事業所の外国人雇用に関する制度理解の
促進を図ることを目的にザ クラウンパレ
ス新阪急高知（高知市本町４−２−５０）に
おいて、
「高知県外国人材確保・活躍ガイ
ドブック説明会」を開催しました。
セミナーでは冒頭に、高知県商工労働
部雇用労働政策課課長 中山明氏より、
「高知県外国人材確保・活躍ガイドブック」

員 池永武史氏より「高知県外国人材確保・

作成の目的を説明して頂き、本会よりガイ

活躍ガイドブックの補足説明」と題し、本ガ

受け入れるにあたって重要となる、日本語教

ドブックの概要説明を行いました。

イドブックの解説を、在留資格の種類や違

育の必要性や複雑な在留資格、実際に高知

いなどを中心に、分かりやすく説明してい

で働いている外国人の体験談など、分かり

ただきました。

やすくご講義いただきました。また、オーテ

基調講演では、武蔵野大学グローバル
学部教授 島田徳子氏より「職場で必要な

今回のセミナーでは、外国人の就労者を

日本語能力と会社がやるべきこと」と題

最後に、株式会社高知丸高営業管理部

ピア高知図書館、外国人生活相談センター

し、外国人の方が仕事で必要な日本語能

防災・技術・広報課主任 陳莉婷氏より「私

のブースを設置し、参加者が直接相談を行

力と、就労場面で必要な日本語能力の目

の就職体験記」と題し、台湾から高知へ来

うこともできました。参加者からは「今後の

標設定方法などについて事例を用いなが

た経緯、留学中や仕事で苦労した事など、

外国人を受け入れる際の参考になる内容で

らご講義いただきました。

体験談を織り交ぜながらご講義をいただ

とても勉強になった」との声が聞かれるな

きました。

ど、非常に有意義なセミナーとなりました。

続いて、ロイヤル行政書士法人代表社

武蔵野大学

島田徳子 氏

ロイヤル行政書士法人

池永武史 氏

株式会社高知丸高

陳莉婷 氏

今回セミナーで説明しました、
「高知県外国人材確保・活躍ガイドブック」
は、
本会ホームページよりダウンロード可能です。

お問い合わせ先

QRコードから
ダウンロード

高知県中小企業団体中央会
TEL：088-845-8870

もしくは

高知県中央会
で検索

経営支援部

担当：
古木

組合等活性化情報誌
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i

組合 いんふぉめーしょん
い・ろ・は・に・ほ・へ・と

KUMIAI information

コ ロナ 禍を吹き飛 ば せ！！

KUMIAI
information

1

はりまや 橋 商 店 街 振 興 組 合

い

「はりまや Marche」
「中種横丁マーケット」を開催します！

はりまや橋商店街振興組合（小谷一雄 理
事長）では、例年大好評のイベント
「はりまや
のみ

第４回はりまやMarche

Marche」
と
「中種横丁マーケット
（はりまや蚤の

日時：4月23日
（土）11：00〜15：00

市）
」
を今年も開催します。
もちろん、
コロナ対策

場所：はりまや橋商店街アーケード

をしっかり行ったうえで、賑やかで楽しいイベン

◆ 毎 年 多くの女 性 客でにぎわう「はりまや

トにしたいと考

Marche」。今回もスイーツや雑貨等、様々な

えています。

お店が出店予定です！

ぜひはりまや

のみ

橋商店街へ遊

中種横丁マーケット
（はりまや蚤の市）

び にきません

日時：5月3日
（火）、
４日
（水）10：00〜16：00

か？皆 様 のお

◆昨年大好評だった
「はりまや蚤の市」
が、今

越しをお待ちし

年はグレードアップして、魚の棚商店街との

ております！

コラボで再登場！アンティーク家具や食器、

のみ

古着など昭和を思い出すお店が多数出店
昨年の様子

KUMIAI
information

2

9

一条 通 商 店 街 振 興 組 合 青 年 部

ろ

予定です！

イ ンスタグラムを始 めました！
このたび、一条通商店街振興組合青年部
（大西俊司 青年部長）
ではインスタグラムを開

た商品や、隠れたヒット商品が見つかるかも。
これからも、知る人ぞ知るお店の逸品など、

設し、美味しいご飯のお店や野菜、
お肉、和菓

お店の情報を通して一条通の魅力を紹介して

子など、商店街のお店で販売しているさまざま

いく予定ですので、ぜひ皆さんアクセス&フォ

な商品等についての情報を発信しています。

ローしてください！

昨年始めたばかりですが、積極的に多くの
画像を投稿していますので、今まで見逃してい

アドレス
https://www.instagram.com/
itjyokosan/?hl=ja

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！！

ホ ームペ ージを作 成しました！

KUMIAI
information

３

高知県建具協同組合

は

家には欠かせない建具の存在。

どのお困りごとはありませんか？ホームページ

当組合は、木製建具や襖、木製家具などお

から近隣の組合員を検索することも可能です。

客様のニーズに合わせ制作しております。お困

ぜひ一度ホームページをご覧ください！

りごとがあるときは、
ぜひ木製品のプロ集団に
ご相談ください。
今般、新型コロナウイルス感染症対策の木

高知県建具協同組合
住所：高知市杉井流１５番２０号

製パーテーションの販売を開始しました。杉や

電話番号：088-883-6665

ヒノキなど高知県産の木材を使用し、
ネーム入

URL：http://tategu-kochi.com/

れのオプションや、
完全オーダーメイド
での制 作も可 能と
なっています。
「既存
のパーテーションよ
り大きいものが欲し
い」、
「 店 舗の雰 囲
気に合わせたい」な

ホ ームペ ージを開 設しました！

KUMIAI
information

4

高 知 ブ ラ イ ダル 写 真 協 同 組 合

に

昨年１２月に設立されたばかりの高知ブラ
イダル写真協同組合（樋口剛志 理事長）で
は、
さっそくホームページを開設し、各組合員
が撮影した、思わず目がとまるようなショットや
映像をたくさん掲載しています。
本組合では、組合を通じて撮影を申し込ん
でくださった方だけのオリジナルサービスを検
討しており、
詳しいサービス内容については、
当
サイトに順次掲載していく予定です。
なお現在、組合員全員参加のもと、
よろず支
援拠点の専門家の方にご協力いただき、魅力
的なホームページの作成方法や更新作業のノ

アドレス

ウハウ等について研修を重ねています。
ブライ

https://kochibridalphoto.bu

ダル写真の撮影を検討されている方は、ぜひ

siness.site/?msclkid=d19a5

一度アクセスしてください。

c70a85b11ec91c65fe805400
ec0

組合等活性化情報誌
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高知市からの
お知らせ

補助率

２/３

募集期間

補助金額（上限）

令和４年３月２日(水)
〜令和５年１月31日(火)

４００万円

※補助金予算の上限に達し次第、
受付を終了します。

高知市中小企業等
生産性向上設備導入支援事業費補助金
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、設備等を新たに導入し、
自社の生産性を向上させたいとお考えの方へ、設備等導入経費の一部を補助します。
NEW

生産性を向上させるソフトウェアの導入も対象となりました。

事業収入の減少要件が10％から５％に緩和されました。

①高知市の認定を受けた先端設備等導入計画に記載された下記の設備等のうち、
工業会証明書の添付のある設備等の導入費

・機械及び装置で１台又は１基の取得価額が160万円以上のもの
・器具及び備品で１台又は１基の取得価額が30万円以上のもの

・測定工具及び検査工具で１台又は１基の取得価額が30万円以上のもの
対象経費

・建物附属設備で一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のもの
・ソフトウェアで一のソフトウェアの取得価額が30万円以上のもの

※設備等の取得単位は通常１組又は１式をもって取引の単位とされるものは
１組又は１式となります。

②上記①の設備等の導入において不可欠となるソフトウェアの導入費

①本補助金申請日時点において、令和３年３月１日以降に、
補助対象者

先端設備等導入計画に係る本市の認定又は変更認定を受けていること。

②本補助金申請日時点において、市内に事業所を有し、
２年以上事業等を行っている法人又は個人

③本補助金申請日時点において、申請者の事業収入が令和元年度比で５％以上減少していること。

ご注意

本補助金への申請は１事業者
（代表者）
あたり１回限りになります。
※過去に本補助金の交付を受けた事業者においては、

新たに生産性を向上させるソフトウェアを導入する場合に限り、申請が可能です。
※詳細については、募集要領をご確認ください。

申請方法・お問い合わせ先について
●詳しい内容及び申請方法などは、
ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

高知市役所 商工振興課
11

TEL：088-823-9375

高知市

生産性向上補助

高知市

んと
ゃ
じ
こ
土佐の

地域おこし協力隊レポート④
！
ろ
こ
と
えい

土佐町
西原 聖子
堀井 恵美

協力隊活動内容

私たちのミッションは、
さめうら湖周辺のアクティビティガイド。
さめうら湖でのSUPとカナディアンカヌーのツアーガイド、
さらにさめう

ら湖畔でのサイクリングガイド。個人のお客様や修学旅行や団体旅行など。
2020年9月に、
土佐町にあるさめうら湖のすぐそばに、
『さめうらカヌーテラス』
が完成しました。
この場所は、
カナディアンカヌーや
SUPなどの湖面アクティビティを核とした体験ツアーを提供する自然体験型観光拠点です。
さめうら湖を練習場所とする競技カヌー
の艇庫でもあり、
レンタサイクルやアウトドアの発着場所として位置づけられ、
情報発信拠点として交流促進を行っています。私たち
は、
ここさめうらカヌーテラスで、
カナディアンカヌーやSUPのツアーのお客様をお迎えしています。

さめうら湖の魅力
そもそも、私たちが現在のツアーを始めるまで、
さめうら湖ではSUPやカナ
ディアンカヌーのような湖面でのアクティビティは行っておらず、
さめうら湖は
バス釣りの方が遊びに来る場所でした。
そこに新たな価値を生み出すべく、
私たちは１から自然体験ツアー作りを始めました。
まず、
カナディアンカヌーを漕いだことのなかった私たちは、土佐町の姉妹
都市である青森県十和田市にある十和田湖に、
カナディアンカヌーの漕ぎ方
を習いに行ってきました。雄大な自然に包まれながらの十和田湖でのカヌーツ
アーは、
本当に心の底から感動し、
こんなツアーを私もしたいと感じました。
お客様に楽しんで頂けるツアーを作るためには、
”とにかくさめうら湖を知ること”が大切だと私たちは考え、
毎日さめうら湖にカナディ
アンカヌーで漕ぎだし、
様々な入り江を探索し、
どんな魅力があるのかを見つけていきました。場所によって、
太陽の差し込み方が違っ
たり、鳥たちがたくさん鳴いていたり、木々の様子が違ったり、
お水がとても透明で透き通っていたり…漕げば漕ぐほど新しい魅力が
見つかり、
私たちはさめうら湖を大好きになり、
この魅力をたくさんの方に知っていただきたいと心から思うようになりました。
さめうら湖は早明浦ダムからなるダム湖です。私自身、
ダムのイメージは、
深緑色でなんだか暗い、
少し近寄りにくい場所だと思って
いました。
しかし、実際に湖の中で漕いでみると、
お水はとても澄んできれいだし、周りは緑の木々に包まれ、大きな自然の優しさに包
まれているような感覚になれる場所です。SUPやカナディアンカヌーのツアーに参加していただいたお客様は、
口々に
「思っていたよ
り水が綺麗」
「こんないい場所があったなんて」
「最高！」
などと仰って下さいます。
何事もやってみなけりゃ分からない。
しみじみと感じています。高知県の方にも、四国にお住まいの方にも、
それ以外の方にも、土
佐町にこんないい場所があると是非体験していただきたいです。
ツアーでは湖面カフェを開きます。
より湖を満喫していただけるよう、
私たちが考えたメニューです。私たち、
せーちゃんとえいみーがお迎えします！是非お越しください。

とえ
こじゃん

ー

せ

た
で見つけ
土佐町
いところ！

◆堀井 恵美
（えいみー）
広島でヨガインストラクターとして勤務。その傍ら趣味で漕い
でいたSUPの縁で、2020年に土佐町に移住。現在の地域
おこし協力隊となる。初めての山の暮らしで、焚火や自然を
使った(木のバターナイフやスプーンなどの)木工作りに夢中。

ー

アウトドアガイド せーちゃんとえいみーのプロフィール

◆西原 聖子
（せーちゃん）
香川県の田舎生まれ田舎育ち。瀬戸内海と小さな川の河口
と小さな山が遊び場。香川で就職１０数年サービス業につい
ていたが自然の中で過ごしたくて高知に移住。
そらみるののむ
さんに会って今に至る。川！海！プール！水が好き！

み
ちゃ
ん＆え い

湖の駅さめうらレイクタウン

さめうら荘レイクサイドホテル
全室レイクビューとなっており、
広大な湖面を望むこ

とができます。屋外テラス付きのガラス張りレストラン
では土佐町が誇る土佐あかうしのステーキをはじめと
する地元食材を使用したメニューをご用意しています。

【所在地】
土佐郡土佐町田井146-1
【TEL】
0887-82-1020
【レストラン利用時間】
昼食11：00-14：00
（ラストオーダー13：30）
夕食17：00-20：00
（ラストオーダー19：30） さめうら荘（土佐さめうら企業組合）
【定休日】
月曜日
【交通アクセス】高知自動車道大豊ICから車で約25分、最寄りのスーパー・コンビニ車で約5分

さめうらカヌーテラス

さめうらテントパーク

さめうら湖でのカヌーやSUPなど湖

さめうら湖の雄大な景色が一望できるキャ

面のアクティビティを核とした体験プロ

ンプ場。森と湖を一度に楽しめることができま

グラムを提供する自然体験型観光拠

す。AC電源付きサイトで、
トイレ、
シャワー室、

点。
カフェを併設しておりさめうら湖が展

炊事場を備えておりアウトドア初心者でも気

望できるテラスで、
地元素材を活かした

軽に楽しめます。満天の星空のもと静寂な

ドリンクやスイーツなどが堪能できます。
【TEL】
0887-72-9919 【利用時間】
10：00-17：00 【定休日】
年末年始

キャンプの夜をお楽しみください。
【TEL】
0887-72-9919 【定休日】
なし

組合等活性化情報誌

今春
ン
オープ
情報

12

情報連絡員報告を
中心とした

県内各業界別の動向

20

20
売 上 高

-10

-10

-20

-20

-30

-30

-40

-40

-50

-50

-60

-60

-70

-70
2月

3

4

5

…好転

0

業界の景況

R2年

業界の状況

10

収益の状況

0

(前年同月比)

情報連 絡員 報告

DI
（景気動向指数）

10

2022年2月

6

7

8

9

10

11

12 R3年1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 R4年1

▲13.3

▲43.3
▲56.7

…やや好転
…不変
…やや悪化
…悪化

2

なし

旅館・ホテル
木製品素材生産
製材

13

新型コロナ第6波により、
スポーツ関連の大会・合宿等の中止延期もあり伸びなかった。
まん延防止解除後に期
待したい。
スギ・ヒノキともに量、
価格とも横ばいの状況であるが、
具体的に先が見通せない不安がある。
原木等の原材料については不足傾向にある。

製紙（家庭紙）

新型コロナの影響を受け、
厳しい状況下、
原材料・燃料・資材・薬品等の大幅値上げが断行され、
価格転嫁を余
儀なくされている。
大手家庭紙メーカーの値上げに期待するが……。

生コンクリート製造

セメントをはじめとする原材料費大幅なアップ、
軽油の値上げによる輸送コストのアップに対処するため、
4月から
生コン価格を改定する準備をしている。
地区によって改定幅は異なる。

コンクリート製品

出荷数量は、
前年同月比112％。
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4年2月分は増加に転じた。

機械団地

新型コロナ感染の第6波が続く中、
原材料の高騰分を売価への転嫁で凌ぎ、
収益確保に努めている。
団地内の
業況は平年並みに戻りつつある。

刃物製造

コロナ禍の中、何とか前年をクリアできた。
しかし、小売販売はかなりの落ち込みである。
その落ち込みを海外向けの
商品が好調であり、
また値上げ前により卸商からの受注が増えているようである。
今後はコロナにより先行き不透明。

船舶製造

生産活動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少ない。

珊瑚装飾品製造

2月の取引額は前年同月比50％と、
依然として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。

中古自動車小売

昨年から高年式の販売台数が伸びてきているものの、
高年式車両の玉不足が相場全体の上昇となり、
注文車
両や展示車両の仕入れが一段と厳しい状況になっている。

一般土木建築工事

令和4年2月分の公共土木用生コン出荷量は、
前月比95.8％、
前年同月比109.1％。
令和3年4月〜令和4年2月累
計においては前年同月累計比112.7％の水準。
2月の公共工事請負金額は前年同月比で72.3％、
前年対比累計で
は107.9％。
令和4年2月末時点の発注者別前年対比累計では、
国：102.3％、
高知県：114.3％、
市町村99.0％となっ
ている。
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している。

食品団地

2月度は、
コロナ感染者の増加と全国的なまん延防止の影響で商況は縮小、
悪化動向となり、
電気・ガス・ガソリ
ン類、
食品原材料及び副資材等全ての値上げが急ピッチで進んでいる。
収益の悪化が懸念される状況下となり、
今後に不安を感じる。
現状は観光関係及び飲食店向けの食品、
食材の売上が低下、
今後は予測しずらいが先行
きが不安。

酒類製造

県内のコロナまん延防止等重点措置による影響が顕著。
歓送迎会、
花見と需要期への影響を懸念。
現在も外
食、
宴会、
イベントの自粛などの影響はある。

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。
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。

印刷

オミクロンの拡大感染の影響もあり全体に低調。
県外需要もイベント中止等で一部悪化。
昨対ではほぼ同等の
数字だが一昨年対比では大幅ダウン。
３月期の需要期に期待したい。

卸団地

1.景気悪化にコロナ禍が重なり、
景気回復は全く感じられない。
2.外食・観光業は完全にストップしており、
通常
でも低調な2月だが今年の2月は特に動きが悪かった。

青果卸売

新型コロナ感染の煽りを受けギフトの分担が不調である。
また、
業務、
外食は全くダメである。

生鮮魚介卸売

マグロの入荷は少ないが、
高値なので需要の方も少ない。
カツオは値段の上がり下がりはあったが、
順調に入荷
していた。
ブリの入荷量が増えていた。
新型コロナのまん延防止があり、
仲卸としては売上に影響している。

各種小売（土佐市）

コロナ感染者も増えてまん延防止になり、
夜は人もおらず、
静かで寂しい感じ。
昼間もあまり動きはなく、
商店も
先行き不安で心配している。

ガソリンスタンド

全国販売価格平均が170円を超え、
燃料油価格激変緩和事業が発動されたが、
3週で上限の5円に到達し、
それ
以上の値上げに対しての補助はない。
値上げを抑える目的であったが、
2月中には元売りの値上げは8円に達し、
補助金額の5円を差し引いても3円の転嫁不足となっている。
ウクライナとロシアの問題によりまだまだ原油高騰
の予想となっている。
全国的にオミクロンの感染拡大が収まらず、
ガソリン価格の高騰もあり販売数量は減るば
かりで政府の補助金額見直しを待つばかり。

電気機械器具小売

全商品平均で前年比97％。
昨年度は助成金があり好調だった。
エアコン前年比102％、
カラーテレビ87％、
白物
家電94％。

商店街（安芸市）

阪神タイガースの2軍キャンプが始まり、
県外から人の流れが安芸市へきている様子であったが、
まん延防止措
置が発令されたこともあってか、
例年より来場者が少ないように感じた。
また、
例年のことながら、
球場〜商店街
へ回遊する人は少なく、
工夫が必要。
県内にまん延防止措置が発令され、
飲食店や酒屋へのダメージが大いに
あった。
まん延防止措置が解除されても、
しばらくは影響があると思われる。

商店街（四万十市）

予定が増えはじめていた各種会合やイベントはドタンバで再度キャンセルの連続となり、担当者達のモチベー
ションもとぎれそうだ。
飲食店は全体の半分ほどが閉めていたが、
県の要請が出ると夜の街はしずまりかえった。

飲食店

既にコロナ禍の前年同月と比べると売上は同程度だが、
コロナ禍以前の同月と比較すると6〜7割程度。集客、売
上の低下が影響している。
食料品、
包材、
燃料代の値上がりが、
減少した利益をさらに圧迫し業界の景況は悪化。

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51.4％となった。
ほぼ県下全域で減少した。
新型コロ
ナの影響は、
前月と同様、
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。

一般貨物自動車運送

燃料価格はずっと高値が続いていており政府補助金を反映しても大幅な値上げとなった。
月末ロシアがウクライ
ナへ軍事侵攻をしたこともあり3月も更に高騰することが予想され、
組合員事業者の経営を圧迫するとみられて
いる。
組合事業も前年微減となり、
売上低下や経費増などコロナの影響が出てきている。

商店街（高知市）

中央公園地下駐車場利用状況
売上：前年比68.7％ 台数：前年比74.3％。
まん延防止措置の発令以降、
アーケー
ド内は閑散とした状況が続いているが3月25日には高知大丸のリニューアルオープンが控えており、期待したいところ。

旅行業

組合クーポン前年同月対比133％、
全旅クーポンを合わせた売上対比は157％で、
前年度総売り上げは若干上
回ることができたが、
2019年2月売上と比較した場合はわずか15％足らずの売り上げで、
組合員は大変厳しい経
営状況が続いており、
状況は改善されていない。

タクシー

実働1日1車当りの前年同月比営業収入：129.7％、
輸送回数：120.3％、
実働率は50.5％。
2月に入り22日から新型
コロナによるまん延防止等重点措置が実施され、
業界にとってますます厳しい状況となった。
それに加え、
燃料
価格の高騰により最悪となっている。
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制作発行

人を継ぎ、組織を育む

高知県中小企業団体中央会

〒781-5101 高知市布師田3992-2 中小企業会館４階
TEL 088-845-8870 FAX 088-845-2434
URL https://www.kbiz.or.jp E-mail info@kbiz.or.jp

※組合等活性化情報誌「へんしも」は、環境に配慮した再生紙と植物性インキを使用しております。

