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おらんくの組合（高知県テント・シート工業組合）
令和４年度通常総会並びに表彰式を開催
青年部機関誌「雄飛」通常総会を開催
設備投資に係る補助金（拡充・新設）のご案内
組合で行う市場開拓やホームページ作成等の費用を
助成します
ものづくり担い手育成事業研修のご案内　
インドセミナーのご案内
高知ベトナム経済・人材交流ミッションのご案内
組合いんふぉめーしょん　
地域おこし協力隊レポート《安芸市》
県内各業界別動向（2022 年 5月）
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本組合は県内でテント・シート（帆布製品）

の製造販売及びレンタルを行う事業者１０社

で構成される工業組合です。テント・シートと

いうとアウトドアなどで使われるテントやレ

ジャーシート、またスポーツ大会やイベント

等で使用される日よけ・雨よけ用の仮設テン

トなどを思い浮かべる方も多いと思います

が、それ以外にも様々な用途・分野で使用さ

れています。例えばトラックなどの車両用幌

や船舶用の屋根シート、店舗・工場・倉庫など

の業務用のほか、子供向けのキッズテントや

ふわふわドームなどにも使用されています

し、防災分野でも避難所などでの間仕切りや

簡易個室テントなどに使用されています。ま

た近年ではコロナ禍における医療用の陰圧

テントなどにも使用されています。

テント・シートがいつ頃から使用され始

めたかは定かではありませんが、人類の歴

史を遡るとその早い段階から採集・狩猟を

しながらの移住生活を送っていたとされ、

日々の生活の中で木の枝や草などを組み

合わせたテント状のものを使用していたと

考えられています。やがて材料は動物の毛

皮や布織物など様々なものが使用されるよ

うになり、古くは旧約聖書の中にも天幕と

しての使用が記述されているそうです。

先ほども述べたとおり、テント・シートは過

去から現在に至るまでその用途がどんどん

広がってきており、イベント用や業務用、災

害用など様々な場面で使用されています。皆

様の身近にある商品としてより広く認知され

るよう、もっとＰＲしていかなければと考えて

います。

代表理事　刈谷 雅臣 氏
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て

“組合の社会貢献活動”
大規模災害発生時には大型テントやパイプテントを提供します

皆様の生活を支える身近な商品として
知っていただきたい、
それがテント・シートです

高知県テント・シート工業組合

＜組合プロフィール＞
所在地 :高知市南金田３番４８-７号
ＴＥＬ:０８８-８８２-３７３４
設立:昭和５２年４月
組合員数 :１０名
主な事業
共同受注事業、共同購買事業

高知県テント・シート
工業組合

今月の組合
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　本文中でも触れましたが、本組合では県内複数の市町村と防災協定を締結しています。

　南海トラフ地震等の大規模災害の発生時において、市町村からの要請を受けた場合に「大型テント」や「パイ

プテント」などを提供し、救援物資の一時保管や緊急避難などに使用されることとなっています。

　組合ではこうした社会貢献活動を通じてより良い地域社会づくりに向けたお手伝いも行いながら、より皆様

に身近な存在として感じていただけるよう、引き続き活動を行っていきます。

組合等活性化情報誌 Vol.255情報組合等活性化情報誌 Vol.255情報

テント・シートは意外と身近に、そして幅広く使用されています

共同受注や防災協定など、
事業活動について

本組合の主な共同事業としては、官公庁

や各種団体が実施するイベントの会場設営

に係るテント施工の共同受注があります。こ

れは高知県内で発生するテント施工のう

ち、組合員各社が単独で受注するには困難

な仕事の確保を目的に組合設立当初から

行っています。これまでにも天皇皇后両陛

下がご臨席された植樹祭、高知国体や日本

スポーツマスターズなどのスポーツイベン

ト、その他民間イベントのテント施工につい

て受注しており、組合員の仕事量確保のた

めにも引き続き受注の確保に向けて取り組

んでいければと考えています。なお、官公需

については近年は一般競争入札が増えてき

ておりますが、地元で発生した仕事は地元

企業が受注しなければその発展は無いと考

えています。このため指名業者としての資

格を有し、かつ県内唯一の業界団体である

本組合がより多くの案件を受注し、地域や

組合員企業の持続的な発展に繋がるよう、

官公庁に対してはこれまでの受注実績も示

しながら要望活動を行っていかなければと

考えています。

その他の事業としては共同購買事業を

行っており、主にロープやハトメなどの資材

や、防炎性能を備えた製品に表示する防炎

ラベル等を取り扱っています。また、近年頻

発する自然災害や南海トラフ地震に備える

べく、県内各地の市町村との間で防災協定

も順次締結しています。これは自然災害発

生時に市町村からの要請に応じて大型テン

ト等を供給するもので、避難所での生活環

境改善や災害からの早期復旧に繋がればと

思っています。

ウィズコロナ、アフター
コロナでの組合の役割

新型コロナウイルス感染症が広がり始

めて以降、事業者を取り巻く環境は大きく

変化し、私どもの業界も大きな影響を受け

ました。特にイベント関連の仕事がメインと

なる事業所では、各種イベントの延期や中

止が相次ぎ非常に厳しい状況が続くことと

なりました。

ただ、最近ではコロナワクチンの接種が

進んだことで感染拡大の防止と社会経済

活動の両立に向けた動きが見られるように

なり、“まん延防止等重点措置”が終了した

今年３月以降は受注に回復の動きが見ら

れるとの声が一部組合員からも聞かれるよ

うになっています。

今後の動向については見通しにくい面

もありますが、我々中小企業者が生き残っ

ていくためにはこれまで以上に仕事量を確

保する必要があり、社会経済活動が再開さ

れる中でより多くの仕事を確保していくた

めにはいかに情報を早くキャッチするかが

重要となります。そのためには個々の企業

が独自にアンテナを張っても限界があり、

業界団体である組合の果たすべき大きな

役割だと考えています。組合員が高知県内

で発生する仕事をより多く受注できるよ

う、組合としてこれまで以上に頑張ってい

かなければと考えています。

高知県テント・シート工業組合

大型ドームテント

室内神事設営 店舗テント設置 工場間仕切りシート
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会 長
久松朋水

副会長
藤本正孝

副会長
廣末幸彦

副会長
橋本順子

副会長
吉村保利

副会長
金谷光人

副会長
北岡幸一
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　本会では、去る6月10日(金)高知市鷹匠町「三翠園」に於いて、令和4年度通常総会並びに表彰式を開催しました。
　当日は、本会会員332名（本人出席７７名、委任状出席２５５名）が出席。久松会長が議長となり議案審議が行われ、
第1号議案から第6号議案まで原案どおり承認可決されました。また第7号議案会長、理事及び監事任期満了による
改選の件では新役員が選任されるとともに、久松朋水氏が会長に再任されました。また、同日開催の理事会においては、
副会長及び常任理事が選任されました。総会での決議議案並びに本年度の重点取り組み事項は次のとおりです。

　令和４年度は、新型コロナウイルス感染症やウクライナ紛争等による需要の減少並びに供給の制約により大きな影響を
受けている高知県内の中小企業並びに中小企業組合の方々が少しでも影響を軽減し、事業を維持・継続できること、また
コロナ等の収束後の新しい環境の中で事業を継続・発展できるように、以下の重点的取り組み事項を掲げます。
　実施にあたっては、本会の重要な役割である組織化や共同事業の活性化といった手法を活用し、事務局職員の支援能
力や情報発信力の向上を図りながら、本県の中小企業の活性化、地域課題の解決を目指します。

　議事終了後には、引き続き表彰式を開催し、はじめに高知県知事表彰として５優良組合、５組合功労者、１組合青年部
（次頁参照）の表彰を行い、高知県商工労働部　濱田副部長より表彰状と記念品が授与されました。続いて高知県中小
企業団体中央会会長表彰として１６優良組合、１２組合功労者、１組合青年部、１５優良職員の表彰を行い、久松会長より
表彰状と記念品が授与されました。
　その後、受賞者を代表して高知県素材生産業協同組合連合会　本山理事長より謝辞が述べられました。
　表彰式終了後には、来賓を代表して高知県知事（代読 高知県商工労働部 濱田副部長）を含む2名の方 よ々り祝辞を
賜り、皆様から日頃の中小企業組合の活動等について激励のお言葉をいただきました。
　総会並びに表彰式終了後に開かれた祝賀会では、株式会社商工組合中央金庫高知支店　岡支店長の乾杯のご発
声を皮切りに、和やかな雰囲気のもと参加者一同懇談・交流が活発に行われ、午後７時３０分に閉会となりました。

令和4年度通常総会並びに表彰式を開催!!
―久松会長を再任―

―全議案原案どおり可決承認される―

令和4年度通常総会並びに表彰式を開催!!
―久松会長を再任―

―全議案原案どおり可決承認される―

【令和４年度重点取り組み事項】

新 役 員 （順不同・敬称略）

【略称】 （協）:協同組合　（協連）:協同組合連合会　（企）：企業組合　（商）:商業組合　（工）:工業組合
　　　 （生同）:生活衛生同業組合　（振連）:振興組合連合会　（一社）：一般社団法人

正副会長紹介 （順不同・敬称略）

表彰式（知事表彰） 受賞者集合写真表彰式（会長表彰）
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令和４年度　高知県中小企業青年中央会通常総会を開催！！
－ 安宅新会長を選任 －

　去る、５月２３日（月）、高知市上町「城西館」において、令和４年度高知県中小企業青年中央会通常総会を開催しました。定刻午後５
時より始まった会では、島田会長挨拶の後、会長を議長に選出し、第１号議案「令和３年度事業報告、収支決算並びに剰余金処分案承
認の件」、第２号議案「令和４年度事業計画並びに収支予算案決定の件」が審議され、それぞれ原案どおり承認されました。
　引き続き第３号議案「役員改選の件」においては、指名推選による新役員の選出が
行われ、選出された全役員は満場一致で承認されました。さらに、別室で開かれた理事
会において、正副会長の選任を行い、安宅弘明氏が新会長に選任されました。小休
後、総会において選任の報告が行われた後、安宅新会長より就任の挨拶がありました。
　また、午後６時３０分からは感染対策を行いながら懇親会を開催し、出席者一同、和や
かな雰囲気のもと親睦・交流を深め午後８時３０分に閉会となりました。なお、新役員は
下記のとおりです。

〒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/

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。
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で
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う
ご
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い
ま
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〜
表
彰
受
賞
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の
ご
紹
介
〜

（順不同、敬称略）

（順不同、敬称略）

― 本年度の事業実施につきまして、
なお、一層のご協力を
お願い申し上げます。―
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組合で行う市場開拓・新製品等の調査や 
チラシやホームページ作成等の費用を助成します

２次
募集中

構成員の４分の3以上が小企業者（常時使用する従業員の数が５人（商業又はサービス業を主た
る事業とする事業者については、2人）以下の会社及び個人）である組合及び企業組合等

小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業

対象組合

・ 国内外の展示会等への出展による実現可能性調査
・ 利用者・消費者等へのアンケートによる実現可能性調査
・ 新商品のテストマーケティングによる実現可能性調査

活用例

補助金額・補助率【補助金額】３0万円以内　　【補助率】１０分の６以内

構成員の２分の１以上が小規模事業者（常時使用する従業員の数が２０人（商業又はサービス業
を主たる事業とする事業者については、５人）以下の会社及び個人）である組合及び企業組合等

取引力強化推進事業

公募期間

対象組合

・共同事業の活性化… 共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・
 事業紹介など行う組合ホームページやチラシなどの作成
・受注の促進………… 共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシなどの作成
・ブランドの構築……… 連携によるブランド構築を目指し、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、
 ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージなど作成

活用例

補助金額・補助率【補助金額】５0万円以内　　【補助率】3分の2以内

令和４年７月１日（金）～７月２９日（金）

お問い合わせ先
高知県中小企業団体中央会（担当：高瀬　　 ）　TEL：088-845-8870　Ｅ-ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｋｂｉｚ.ｏｒ.ｊｐ

設備投資に係る補助金（拡充・新設）のご案内

新事業チャレンジ支援事業費補助金 [高知県 工業振興課]

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

拡充
内容

　原油価格・物価高騰等の影響を受けている中小企業等の構造転換などを支援するため、設備投資を伴う新たな取組へのチャ
レンジや事業再構築、省エネに資する設備投資への補助が強化されます。
　本会では、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、お気軽にお問合せください。

新事業チャレンジへの補助

事業再構築への補助

省エネ設備への補助 

　厳しい状況にある中小企業等が行う、設備投資を伴う新製品・新サービスの開発や新市場への進出などの取組を幅広く支援
　　　＜補助先＞ 新たな取組にチャレンジする中小企業等
　　　＜補助率＞ ①再構築枠　中小企業2/3以内、中堅企業1/2以内（上限3,000万円）
　　　　　　　　 ②一般枠　　1/2以内（上限1,500万円）
　　　＜2次公募期間＞ 6月28日（火）～7月下旬（予定）

○「新事業チャレンジ支援事業費補助金」の対象事業者に、原油価格・物価高騰等の影響を受けた事業者を追加
（※）2022年1月以降の連続する6ヶ月間の売上のうち、任意の3ヶ月と原油・物価高騰等以前の同3ヶ月を比較し、売上高が
5%以上、又は付加価値が7.5%以上減少

事業再構築補助金 [中小企業庁 技術・経営革新課]

拡充
内容

　新型コロナの影響を受けつつ、加えてウクライナ情勢の緊迫化等による原油価格・物価高騰等により業況が厳しい中小企業等が
　行う、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した、危機に強い事業への事業再構築の取組に対し重点的支援
　　　＜補助先＞ 思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等
　　　＜補助率＞ 通常枠：中小企業2/3以内、中堅企業1/2以内（従業員規模に応じ、上限2,000万円～8,000万円）

○原油価格・物価高騰等緊急対策枠（緊急対策枠）の創設
＜補助率＞ 中小企業3/4以内、中堅企業2/3以内 （従業員規模に応じ、上限1,000万円～4,000万円）
(※)足元で原油価格・物価高騰等により、2022年1月以降の売上高（又は付加価値額）が、2019～2021年同月と比較して10％（付加価値額の場合15％）以上減少

原油高騰緊急対策設備投資支援事業費補助金 [高知県 工業振興課]

要件

　原油価格高騰に対する緊急的な支援として、製造業を営む中小企業が行う、省エネ及び生産性の向上を図るための設備投資を支援
　　　＜補助先＞ 県内に事業所を有する製造業を営む中小企業
　　　＜補助率＞ 1/2以内（上限750万円）
　　　＜公募期間＞ 7月上旬～8月上旬（予定）

以下の要件を満たす製造業を営む中小企業者が対象
　　①売上高が5%（又は付加価値額が7.5%）以上減少
　　②導入前後で設備（加工設備、工作機械など）のエネルギー使用量を10%以上削減
　　③事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加

拡充

拡充

新設
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＜補助率＞ 中小企業3/4以内、中堅企業2/3以内 （従業員規模に応じ、上限1,000万円～4,000万円）
(※)足元で原油価格・物価高騰等により、2022年1月以降の売上高（又は付加価値額）が、2019～2021年同月と比較して10％（付加価値額の場合15％）以上減少

原油高騰緊急対策設備投資支援事業費補助金 [高知県 工業振興課]

要件

　原油価格高騰に対する緊急的な支援として、製造業を営む中小企業が行う、省エネ及び生産性の向上を図るための設備投資を支援
　　　＜補助先＞ 県内に事業所を有する製造業を営む中小企業
　　　＜補助率＞ 1/2以内（上限750万円）
　　　＜公募期間＞ 7月上旬～8月上旬（予定）

以下の要件を満たす製造業を営む中小企業者が対象
　　①売上高が5%（又は付加価値額が7.5%）以上減少
　　②導入前後で設備（加工設備、工作機械など）のエネルギー使用量を10%以上削減
　　③事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加

拡充

拡充

新設
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ものづくりの基盤技術強化を図る研修会のご案内
－令和４年度ものづくり担い手育成事業－

■ □ 開 催 案 内 ■ □

▼製図の見方・読図能力向上研修

お問い合わせ先
高知県中小企業団体中央会　経営支援部（担当：小澤 　　 ）　TEL：088-845-8870

参加者
募集！
無料

●開催日時 令和４年７月２６日（火）・２７日（水）　両日とも午前９時００分～午後５時００分
●開催場所 高知県工業技術センター ２F研修室（高知市布師田3992-3）
【研修概要】 本研修では、製図に関する基本的な技術及び知識の習得を図るとともに、機械加工従事者が加工効率の視点から
 設計者へ提案できる力の養成を目指し、基本となる知識や事例等を交えて研修を行います。
【講　  師】 機械・プラント製図１級技能士　浜田昌宏　氏
【募集人員】 ３０名（※先着順）
【申込締切】 令和４年７月１１日（月）
【申込方法】 下記のURL又は右の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
【申込サイト】 URL：https://forms.gle/pvphoBfCjmfLQi8j9

▼３ＤＣＡＤ技術研修
●開催日時 令和４年８月18日（木）・19日（金）　両日とも午前９時００分～午後４時００分
●開催場所 高知職業能力開発短期大学校（香南市野市町西野１５９５－１）
【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、３ＤＣＡＤ技術に関する基本的な知識及び技術の習得を目指し、
 ３ＤＣＡＤソフトでの演習を交えて講義します。
【講　  師】 高知職業能力開発短期大学校　生産技術科　本田健司　氏
【募集人員】 ２０名（※先着順）
【申込締切】 令和４年8月1日（月）
【申込方法】 下記のURL又は右の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
【申込サイト】　URL：https://forms.gle/H8DrWa1MLnns3pu5A

▼マシニングセンタプログラム技術研修
●開催日時 令和４年８月１６日（火）・１７日（水）　両日とも午前９時３０分～午後４時３０分
●開催場所 高知職業能力開発短期大学校（香南市野市町西野１５９５－１）
【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、マシニングセンタプログラムの基本的な技術及び知識習得を目指します。
 研修では、プログラミングの課題実習も行います。
【講　  師】 高知職業能力開発短期大学校 生産技術科　松谷康平　氏
【募集人員】 20名（※先着順）
【申込締切】 令和４年７月２７日（水）
【申込方法】 下記のURL又は右の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
【申込サイト】 URL：https://forms.gle/AuCyj5ADEfZLEHSs7

▼ものづくり企業 IoT技術人材育成研修
●開催日時 令和４年８月２４日（水）、２５日（木）、３１日（水）、９月１日（木）　全日とも午前９時００分～午後４時００分
●開催場所 高知職業能力開発短期大学校（香南市野市町西野１５９５－１）
【研修概要】 本研修は、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、手軽に IoT導入が可能な
 「IoT 学習HAT」を活用して、IoT技術（Raspberry Pi）の基礎・活用技術の習得並びに IoTなどのシステム
 実現に不可欠なセンサ回路の設計・活用技術の習得を目指します。
【講　  師】 高知工業高等専門学校　客員教授　今井一雅 氏
 高知職業能力開発短期大学校　外部講師　森山　博 氏　等
【募集人員】 １０名
【申込締切】 令和４年８月８日（月）
【申込方法】 下記のURL又は右の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
【申込サイト】　URL：https://forms.gle/wCZ8kTiiztFx9NAq9

インドセミナー～人材確保・ビジネス展開～のご案内

お問い合わせ先
高知県中小企業団体中央会（担当 ： 古木　　   高瀬　　  ）　TEL：088-845-8870　E-mail：info@kbiz.or.jp

申し込み方法　本会ホームページ、もしくは右のQRコードから申込サイトよりお申し込みください。
　　　　　　　https://www.kbiz.or.jp/india_seminar/

最後の超大国ともいわれるインドは、拡大市場を背景に海外進出国として有望であり、「人材の確保」という点でも
注目を集めています。本セミナーでは、事業者の皆さまに、インドへの関心を高めていただけるよう、
インド人やインド社会の魅力をたっぷりとお伝えします！　皆さまのご来場を心よりお待ちしております !!

高知ベトナム経済・人材交流ミッション（ベトナム・6日間）のご案内
本会では、ベトナム・ラムドン省との友好交流に基づいた人材確保を目的として、ものづくり分野（溶接、プレス、塗装、
自動車整備など）や農業、宿泊業などの人材・留学生候補等を視察するミッション団を高知県と合同で派遣すること
といたしました。ベトナムに関心がある幅広い業種の皆さまに、奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。

本セミナーは、
10月に実施予定のインド
現地視察とリンクしています。

インドセミナー
・インド人材の特色を知る
・インド海外展開のメリットを知る

後援：在大阪・神戸インド総領事館

インド現地視察
インド・デリーやチェンナイを視察して
人材やビジネス環境を知る

ステップ１＜７月14日＞ ステップ２＜10月＞

（１）私のインド体験記  ～インド社会とインド人の特色～
　　　【講　師】高知大学 人文社会科学部 特任教授　橋本由紀子　氏
（２）海外展開企業への支援事業（高知県工業振興課）の紹介
（３）中央会のインド人材確保支援（実習生・高度人材・留学生）
（４）インド現地視察のご案内

プログラム

派遣時期
派遣場所
参加予定者
参加費用

令和4年8月2７日（土）～9月1日（木）≪4泊6日≫
ベトナム社会主義共和国（ホーチミン市、ラムドン省ダラット市） 
会員組合、県内事業者、県関係者他（約２５名程度を想定）
約２５万円 ※航空賃(エコノミー)、宿泊費、旅行取扱費・現地移動費・食事代が含まれます。

※参加者のニーズに合わせて変更する場合があります。

７月14日（木）　1４：00 ～ 1６：０0
セリーズ（高知市高須砂地155番地）

無料

主催：高知県中小企業団体中央会　共催：高知県

30名（先着順）　

※新型コロナウイルス感染症への対応として、セミナー及び視察の実施に当たっては感染防止対策を行うとともに、感染状況によっては、
　予定を変更する場合がございます。ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

高知龍馬空港　集合　→　羽田経由でホーチミンへ移動　　　ホーチミン泊

ベトナム・ラムドン省ダラット市へ移動
ダラット市の農産物市場・農場の現地視察　　　　　　　　　　　ダラット泊

ラムドン省人民委員会を表敬訪問・意見交換会
職業訓練学校（製造業・農業）の見学・意見交換
人民委員会関係者との交流会　　　　　　　　　　　　　　　　ダラット泊

国立ダラット大学　日本語学科　訪問
ホーチミンへ移動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ホーチミン泊

ホーチミン市内の送出機関・日本語学校　視察
在ホーチミン日本領事館　訪問
ホーチミン市内の工場等の視察　　　　　　　　　　　　　　　　　機内泊

帰国　→　高知到着　解散

日付　 予定

1日目 8/27（土）

2日目 8/28（日）

3日目 8/29（月）

4日目 8/30（火）

5日目 8/31（水）

6日目 9/1（木）

申込サイト

申込サイト

申込サイト

申込サイト

申込サイト
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ものづくりの基盤技術強化を図る研修会のご案内
－令和４年度ものづくり担い手育成事業－

■ □ 開 催 案 内 ■ □

▼製図の見方・読図能力向上研修

お問い合わせ先
高知県中小企業団体中央会　経営支援部（担当：小澤 　　 ）　TEL：088-845-8870

参加者
募集！
無料

●開催日時 令和４年７月２６日（火）・２７日（水）　両日とも午前９時００分～午後５時００分
●開催場所 高知県工業技術センター ２F研修室（高知市布師田3992-3）
【研修概要】 本研修では、製図に関する基本的な技術及び知識の習得を図るとともに、機械加工従事者が加工効率の視点から
 設計者へ提案できる力の養成を目指し、基本となる知識や事例等を交えて研修を行います。
【講　  師】 機械・プラント製図１級技能士　浜田昌宏　氏
【募集人員】 ３０名（※先着順）
【申込締切】 令和４年７月１１日（月）
【申込方法】 下記のURL又は右の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
【申込サイト】 URL：https://forms.gle/pvphoBfCjmfLQi8j9

▼３ＤＣＡＤ技術研修
●開催日時 令和４年８月18日（木）・19日（金）　両日とも午前９時００分～午後４時００分
●開催場所 高知職業能力開発短期大学校（香南市野市町西野１５９５－１）
【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、３ＤＣＡＤ技術に関する基本的な知識及び技術の習得を目指し、
 ３ＤＣＡＤソフトでの演習を交えて講義します。
【講　  師】 高知職業能力開発短期大学校　生産技術科　本田健司　氏
【募集人員】 ２０名（※先着順）
【申込締切】 令和４年8月1日（月）
【申込方法】 下記のURL又は右の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
【申込サイト】　URL：https://forms.gle/H8DrWa1MLnns3pu5A

▼マシニングセンタプログラム技術研修
●開催日時 令和４年８月１６日（火）・１７日（水）　両日とも午前９時３０分～午後４時３０分
●開催場所 高知職業能力開発短期大学校（香南市野市町西野１５９５－１）
【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、マシニングセンタプログラムの基本的な技術及び知識習得を目指します。
 研修では、プログラミングの課題実習も行います。
【講　  師】 高知職業能力開発短期大学校 生産技術科　松谷康平　氏
【募集人員】 20名（※先着順）
【申込締切】 令和４年７月２７日（水）
【申込方法】 下記のURL又は右の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
【申込サイト】 URL：https://forms.gle/AuCyj5ADEfZLEHSs7

▼ものづくり企業 IoT技術人材育成研修
●開催日時 令和４年８月２４日（水）、２５日（木）、３１日（水）、９月１日（木）　全日とも午前９時００分～午後４時００分
●開催場所 高知職業能力開発短期大学校（香南市野市町西野１５９５－１）
【研修概要】 本研修は、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、手軽に IoT導入が可能な
 「IoT 学習HAT」を活用して、IoT技術（Raspberry Pi）の基礎・活用技術の習得並びに IoTなどのシステム
 実現に不可欠なセンサ回路の設計・活用技術の習得を目指します。
【講　  師】 高知工業高等専門学校　客員教授　今井一雅 氏
 高知職業能力開発短期大学校　外部講師　森山　博 氏　等
【募集人員】 １０名
【申込締切】 令和４年８月８日（月）
【申込方法】 下記のURL又は右の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
【申込サイト】　URL：https://forms.gle/wCZ8kTiiztFx9NAq9

インドセミナー～人材確保・ビジネス展開～のご案内

お問い合わせ先
高知県中小企業団体中央会（担当 ： 古木　　   高瀬　　  ）　TEL：088-845-8870　E-mail：info@kbiz.or.jp

申し込み方法　本会ホームページ、もしくは右のQRコードから申込サイトよりお申し込みください。
　　　　　　　https://www.kbiz.or.jp/india_seminar/

最後の超大国ともいわれるインドは、拡大市場を背景に海外進出国として有望であり、「人材の確保」という点でも
注目を集めています。本セミナーでは、事業者の皆さまに、インドへの関心を高めていただけるよう、
インド人やインド社会の魅力をたっぷりとお伝えします！　皆さまのご来場を心よりお待ちしております !!

高知ベトナム経済・人材交流ミッション（ベトナム・6日間）のご案内
本会では、ベトナム・ラムドン省との友好交流に基づいた人材確保を目的として、ものづくり分野（溶接、プレス、塗装、
自動車整備など）や農業、宿泊業などの人材・留学生候補等を視察するミッション団を高知県と合同で派遣すること
といたしました。ベトナムに関心がある幅広い業種の皆さまに、奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。

本セミナーは、
10月に実施予定のインド
現地視察とリンクしています。

インドセミナー
・インド人材の特色を知る
・インド海外展開のメリットを知る

後援：在大阪・神戸インド総領事館

インド現地視察
インド・デリーやチェンナイを視察して
人材やビジネス環境を知る

ステップ１＜７月14日＞ ステップ２＜10月＞

（１）私のインド体験記  ～インド社会とインド人の特色～
　　　【講　師】高知大学 人文社会科学部 特任教授　橋本由紀子　氏
（２）海外展開企業への支援事業（高知県工業振興課）の紹介
（３）中央会のインド人材確保支援（実習生・高度人材・留学生）
（４）インド現地視察のご案内

プログラム

派遣時期
派遣場所
参加予定者
参加費用

令和4年8月2７日（土）～9月1日（木）≪4泊6日≫
ベトナム社会主義共和国（ホーチミン市、ラムドン省ダラット市） 
会員組合、県内事業者、県関係者他（約２５名程度を想定）
約２５万円 ※航空賃(エコノミー)、宿泊費、旅行取扱費・現地移動費・食事代が含まれます。

※参加者のニーズに合わせて変更する場合があります。

７月14日（木）　1４：00 ～ 1６：０0
セリーズ（高知市高須砂地155番地）

無料

主催：高知県中小企業団体中央会　共催：高知県

30名（先着順）　

※新型コロナウイルス感染症への対応として、セミナー及び視察の実施に当たっては感染防止対策を行うとともに、感染状況によっては、
　予定を変更する場合がございます。ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

高知龍馬空港　集合　→　羽田経由でホーチミンへ移動　　　ホーチミン泊

ベトナム・ラムドン省ダラット市へ移動
ダラット市の農産物市場・農場の現地視察　　　　　　　　　　　ダラット泊

ラムドン省人民委員会を表敬訪問・意見交換会
職業訓練学校（製造業・農業）の見学・意見交換
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　安芸市を国道55号線沿いに少し東へ進んだところに伊尾木洞はあ
ります。幹線道路沿いにある駐車場からわずか数分でたどり着ける自然
の奇跡は、まるで数万年前の時代にタイムスリップしたかのような風景。
観光バスで来られるお客様の他、手軽に行くことのできるフォトスポット
としてSNSを中心に若い世代の方々にも人気が広がっています。
　この洞窟は周辺が海だった頃、波の浸食により出来た天然の海食
洞で、高さは約５ｍ、幅は約３ｍで全長は約４０ｍほど。その奥は渓谷に
なっており、最奥にはビュースポットの滝が流れています。
　またそこからは安芸市の管理する自然公園“東山森林公園”の登山道
に続いていて、半日で楽しめる初級登山コースとしてじわじわと登山者の
利用が増えています。伊尾木洞だけでも満足感が高いですが、日本でも
珍しい洞窟から始まる登山道でありコース中盤以降から続く、真っ青な水
平線を望む風景は格別です、登山未経験の方から、トレイルランを趣味と
される方など幅広い層に体験していただきたいですね。

伊尾木洞ー東山森林公園

地域おこし協力隊レポート⑦

安芸市で
見つけた

こじゃんと
えいところ！安芸市で

見つけた

こじゃんと
えいところ！

小松 八月（コマツヤツキ）
出身地：安芸市　着任：2020年９月　担当：観光振興

土佐のこじ
ゃんと

えいところ！
土佐のこじ

ゃんと

えいところ！

組合等活性化情報誌 Vol.255情報組合等活性化情報誌 Vol.255情報

住所：安芸市伊尾木117
電話： 0887-34-8344（安芸観光情報センター）
見学所要時間：20分～40分（入場無料）
アクセス：ごめん・なはり線伊尾木駅より徒歩7分、
　　　　高知駅より車で約60分

応募したきっかけ
数年前、同じ高知県の須崎市で暮らしていたことがあり、そこで市の活

性化のための様々な取り組みに参加させて頂いていた事がありました。出
会った方 と々共に次 と々新しいプロジェクトを進め、地域全体がどんどんと
面白く活気づいていくあの様は今思い出すだけでも、自身のモチベーション
を高めてくれます。そういったことを経験する中で、あるとき故郷でもいつか町
おこしに関わる仕事ができればと思うようになりました。当時出会った協力
隊の方からのすすめもあり、近い将来に故郷の協力隊になろうと決心し今
に至ります。

協力隊の活動内容
募集内容は観光振興・観光情報発信で、協力隊としての任期が始まり

ましたが、コロナ禍の収束が見えない時期であったため、観光振興に加え
ふるさと納税業務にも関わらせていただけるようになりました。
以前よりDTPデザインや映像制作、商材撮影なども経験していたこと

から、ふるさと納税ポータルサイトへ掲載する返礼品や提供事業者さんへ
の取材・撮影、またPR冊子や安芸市公式ポスター等の製作に携わり、当
初から目標の１つとしていた、安芸市に関わるデザイン物のアップデートを
したいといった想いが少しずつですが叶っています。
カメラマン業務は当初予定では無かったので、思いもよらないスキルが

身につき嬉しい誤算です。最近ではもっぱら空撮の勉強中でドローン撮影
の奥深さと操作の難しさに四苦八苦しています。この夏は安芸市を流れる
自然豊かな川で水中撮影にもチャレンジしてPRに役立てたいと計画して
います。安芸市はとても水質が良く鮎やアメゴもたくさんいて、釣りにも水
遊びにも適した場所が多いのですが、まだ知名度が低く市外の方にはあ
まり認知度は高くありません、皆さんにぜひ知っていただく機会を作ってい
ければと思います。
役場外の活動としては、先輩協力隊が代表者として運営する、指定管

理施設“こまどり温泉”の役員をさせていただいています。山間部で営業す
る老朽化の進む小さな温泉ですが、その不利を克服していかに集客につ
なげていくか、スタッフ皆で考えアプローチしていく過程がとても楽しいです
ね。新たな試みとして敷地内に焚き火のできるテントサイトを整備し７月より
開業予定です。

安芸市
小松八月

組合いんふぉめーしょん
KUMIAI information

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！！

掲 載
無 料い・ろ・は・に・ほ・へ・とi

KUMIAI
information

い
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市
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　高知市中心商店街では、７月２日（土）～７月３０日（土）の毎週
土曜日、県内最大の夜市である「土曜夜市」を開催します。
　当日は、金魚すくいやヨーヨーなどの楽しい企画や、焼きそばや
かき氷などの美味しいモノがいっぱい！その他、『豆電球』ミニコン
サートや青年中央会によるゲームブース、物販ブース等、週替わり
のイベントも予定しています。
　ぜひ皆様足をお運びください！

土 曜夜市を開催します！

●開 催 日：7月2日～ 30日の毎週土曜日（１５時～２０時）
　　　　　　※新京橋商店街のみ７月２日～２３日
●開催場所：高知市中心商店街アーケード内、中央公園前
●お問合わせ先：土曜夜市実行委員会（088-824-8830）

KUMIAI
information

ろ
2

高
知
県
酒
造
組
合

　高知県酒造組合（竹村昭彦理事長）では、去る６月２１日（火）に濵田省司知事を表敬訪問
し、今年の全国新酒鑑評会で本県の清酒が全国１位の金賞受賞率を獲得したこと、「宇宙深海
酒」が完成したことを報告しました。
　全国新酒鑑評会については、本県から出品した１２点のうち８点が金賞、金賞を含め１０点が
入賞し、金賞受賞率６６．７％、入賞率８３．
３％で、ともに全国１位となりました。また、宇宙
深海酒については、宇宙を旅した県産酵母が
深海約６，２００ｍの海底でも耐え抜き、今
シーズンから県内の蔵元で商品化されました。
　濵田知事からは「本県の輸出においても土
佐酒は稼ぎ頭となっており、引き続き、支援し
ていきたい」とのお言葉をいただきました。

新 酒金賞率１位および宇宙深海酒完成を報告
濵田知事を表敬訪問

東山森林公園登山道

こまどり温泉

伊尾木洞
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情報連絡員報告を
中心とした

2022年5月
(前年同月比)県内各業界別の動向

宿泊人数はGW以降増加。インターハイ、よさこい祭り実施も見込まれるため、好転基調が続く。宴会部門は戻らず、コ
ロナ禍の影響を受けたまま会食を省いた会議のみの実施が散見される。

5月度は、観光客の動きがみられ、物販は昨年に比べ好調であった。飲食関係の動きも活発に見受けられた。経営的に
は値上げも少しずつ進んでいる様相。収益面では諸物価（仕入れ、経費）上昇の悪材料が多すぎて見通し先行不安が
ある。新型コロナウイルスの影響に関しては、まだ本来の回復にはない商況。コロナ感染者の減少が進み、経済活動を
見極める必要がある。

徐々に市場の動きに活発化が感じられる。5月GWは県内外共にやや復調の兆しか。新型コロナウイルスの影響で今
後は飲酒の習慣性に変化が予想される。

コロナ禍ではあるが、各種イベント開催がされるようになり、イベント関連主力の事業所も活気が戻りつつある。6月出
荷分より、店舗用装飾テント材料代値上げ（15～20％）が決定。イベント関連事業も少しずつ回復基調になりつつある
が、まだまだ、厳しい状況。

セメントをはじめとする原材料費のアップ、燃料のアップによる輸送コストアップが経営を圧迫している。価格転嫁につ
いて購入者と協議中。

売上高はほぼ前年と同じ。業務も前年と同じくらいに回復してきたが、まだ予断は許されない模様である。

マグロ、カツオ、小物等順調に入荷。前年度と比べても売上高は上向きの傾向にある。新型コロナウイルスに関しては
感染者数も減少傾向にあり、活気が戻りつつある。

中央公園地下駐車場　売上前年比121.0％、利用台数前年比118.3％。中央公園でのイベント開催が多くなり、若者
を中心に人出も戻りつつある。恒例の土曜夜市も７月の毎週土曜日に開催する予定。

GWは連日県外客でにぎわった。飲食店はもちろん、久しぶりにレンタル自転車で行き交う観光客も増えた。今年も「藤
祭り」は中止したので、お土産等を求める人々はサン・リバーに集中したようだ。6月から市内のホテルに泊まるともら
えるクーポン券が出る。前回は好評だったので、また商店街で活用してもらい、いい流れにつなげたい。

先月と同じく、前年度比110～120％を売り上げやや回復基調だが例年（コロナ禍以前）との比較は８割程度、光熱費
や仕入れ価格の高騰はさらに拡大、収益を圧迫し依然厳しい状況。新型コロナウイルスの影響で集客減、売り上げの
低下がみられ、今後は、業界の規模が縮小すると思われる。

ホームクリーニングは需要が回復しつつあるが、コロナ前ほどではない。燃料・原材料の高騰を受けて価格値上げが一段と浸透
している。ホテルリネンも回復しているが、宴会需要は少ない。病院リネンは順調。新型コロナウイルスの影響でリモートワーク
の定着によるワイシャツなどの減少。今後もリモートワークは定着してきており、ワイシャツなどの需要回復は見込めない。

ヒノキ価格の高騰で搬出量が増加して少しダブついており価格も減少。杉はしばらく高値が続くと思われる。6月に入
り虫が入りだしてきているが、価格には影響なさそうである。新型コロナウイルスの影響も落ち着いてきており、木材
価格には影響が少なくなってきている。

輸入材、国産材ともに高値圏で推移している。

パルプ、エネルギー、副資材類、運賃、薬品、等々の大幅値上げに伴い、取引先に価格転嫁を要請しているが、難航。
現状では、出荷すればするほど赤字となる為、家庭紙メーカーは厳しい状況が続いている。
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新型コロナウイルス感染症の規制が緩和されてきており、少しずつ人の流れが増えてきているように感じるが、円安
等による原材料の高騰がまだまだ続いており、動きも鈍く今後、収益にも影響が予想される。（人の流れは少しずつ
戻ってきているが、動きは鈍く、不安材料ばかり。終息の見込みが未定なので、コロナウイルスと今後どのように付き合
うのか？）

コロナ禍や原油高等の影響により、資材の高騰や納期の遅れなどが続いている。団地内の業況は業種等によるバラツ
キがあるものの、概ね横ばいで推移している。新型コロナウイルスの影響で、外注先のクラスター感染で生産低下が生
じた。また、部品や製品の納期の遅れと価格上昇。今後は部材関連の納期の長期化と値上げへの影響が予想される。

生産状況は引き続き高水準で推移している。新型コロナウイルスの影響は少ない。

5月の取引額は前年同月比180％となった。しかし、令和元年同月と比べると71％であり、コロナ禍前の水準までは
戻っていない。新型コロナウイルスの影響に関しては、消費者の購買力が依然低調。

1.規制なしのGWによる観光、外食の売上増はあったが、大きく好転した状況ではない。また、全体的なコスト増もあ
り、厳しい状況は続いている。2.仕入れ価格が上がってきている。6月7月と値上げのメーカーが増えている。

予想通り、GWのひとの動きによってコロナ感染者の数も増えて、土佐市でも小中学校や保育園等で感染者が確認さ
れたり、職種に関係なく人が外に出なくなり、厳しい月となった。

組合クーポン売上前年同月対比約6倍、全旅クーポンを合算した前年同月対比14倍。売上が倍増しているが、先行き
は不透明であることに変わりはない。

先月からの変化は特に感じられない。補助金関係については引き続き問合せもあり、間接的にコロナの影響があると
思われる。新型コロナウイルスの影響では、IT導入補助金も始まっており、問合せは増加傾向にある。今後もIT導入補
助金活用もあり、パッケージ導入、サービス活用がさらに進展するのではないかと思われる。

セメント、骨材等原材料及び燃料・輸送費等引上げにより、生コン価格も引き上げやむを得ず、連合会主導で実施。県
下一円で、生コン価格の引き上げを4月より本格化。当組合は、今回の動きについて、4月に建設物価調査会、5月に経
済調査会からも、ヒアリングを受け、設計単価引き上げのための調査に協力していくもの。早ければ、物調は7月より積
算価格引き上げとなるかもの状況。共販での取扱量は、前年同期比で、▲4737.6㎥（86.7％）と減少。新型コロナウ
イルスの影響は感染者数の増加による工事への影響があり、今後も感染者数の増加によって、WITHコロナは仕方な
く、人手不足が一層深刻化すると思われる。

最近組合員の職人さんが高齢のためやめていく人が多い。若い職人さんはこの業界に入る人がほとんどいない。この
先大丈夫か心配になってくる。新型コロナウイルスの影響によって他人に家に来られるのは嫌なので、リフォーム等の
仕事も少ない。コロナがなくならない限りこの状況が続くのではないか。

昨対は同等。回復傾向も弱含みになりつつある。県外需要は業種によるがイベント関係が好調なのは明るい材料。しか
し原材料の高騰もあり、状況は芳しくなく価格転嫁の進展次第では非常に厳しい展開も予想される。

出荷数量は前年同月より減少。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5月分は前年同月より大幅に減少した。

4月からの価格改定があり、受注が停滞していたが、若干持ち直しの傾向となっている。まだ休暇下での受注残がある
ため、売上額はあまり変わっていない。新型コロナウイルスの状況により小売販売は低調。

5月は、全商品平均で前年比96.3％。テレビ前年比88％、エアコン前年比96％、クリーナー前年比100％。火災報知
器がよく売れている。前年比145％。

展示車両不足の因果関係は不明だが、来店客数が著しく減少している。展示車両不足は慢性的な相場高騰が一因で
あるが、問合せ件数も減少しているので、今後の消費者動向に注視しなければならない。業界全体のタマ不足による悪
循環に陥っている。

政府による燃料油価格激変緩和事業発動も何度となく上限に達し、ガソリンスタンドにとっては仕切り価格も乱高下が
激しく対応に困惑している。また、9月末でもしこの補助が終わればどうなるのか、一挙に35円ほどの値上があるの
か？不安である。オミクロンの感染は少し安定しているので経済の活性につながることを期待したい。（感染前ほどに
は回復していないが、全国的に新型コロナウイルスへの感染が落ち着きをみせており、これから経済が元に戻ること
を期待したい。）

5月4日（水）のゴールデンウィークに「キッチンカー＆ミニマルシェ」のイベントを開催。商店街や地元の方たちの出店
のほか、安芸桜ケ丘高校が『土佐ジローのラーメン』を販売。コロナ禍で高校生の販売活動ができていなかったので、
保護者や地元の方々から喜びの声があがっていた。また、商店街での久しぶりのイベント開催で、たくさんの方にご来
場いただき大いに賑わいました。6月26日（日）には、農林商福と連携し「軽トラマルシェ」を開催予定。新型コロナウイ
ルスの影響については、感染者数の増減によって、人の流れに変動がある。感染者数が多い地域と違って、地元で感
染者が一人でも出ると警戒する人が多い。

組合員の施工する電力引込線工事量は、前年同月比81.6％となった。高知中央地区が大幅に減少（約62％減）したこ
とが影響している。

5月に入り荷動きは更に鈍ってきた。燃料価格は政府補助金により若干の値下げとなったがまだ高値で推移しており、
売上低下もあり経営を圧迫している。新型コロナウイルスの影響で荷動きが悪く売り上げが伸びない。今後、荷動きが
戻らなければ収益が落ち、経営を圧迫すると思われる。

実働1日1車当たりの前年同月比営業収入：111.6％、輸送回数：108.1％、実働率は52.3％。運転者の高齢化と減少、
需要の減少、燃料費の高騰等により業界は大変である。
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(前年同月比)県内各業界別の動向
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価格には影響が少なくなってきている。

輸入材、国産材ともに高値圏で推移している。

パルプ、エネルギー、副資材類、運賃、薬品、等々の大幅値上げに伴い、取引先に価格転嫁を要請しているが、難航。
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のほか、安芸桜ケ丘高校が『土佐ジローのラーメン』を販売。コロナ禍で高校生の販売活動ができていなかったので、
保護者や地元の方々から喜びの声があがっていた。また、商店街での久しぶりのイベント開催で、たくさんの方にご来
場いただき大いに賑わいました。6月26日（日）には、農林商福と連携し「軽トラマルシェ」を開催予定。新型コロナウイ
ルスの影響については、感染者数の増減によって、人の流れに変動がある。感染者数が多い地域と違って、地元で感
染者が一人でも出ると警戒する人が多い。

組合員の施工する電力引込線工事量は、前年同月比81.6％となった。高知中央地区が大幅に減少（約62％減）したこ
とが影響している。

5月に入り荷動きは更に鈍ってきた。燃料価格は政府補助金により若干の値下げとなったがまだ高値で推移しており、
売上低下もあり経営を圧迫している。新型コロナウイルスの影響で荷動きが悪く売り上げが伸びない。今後、荷動きが
戻らなければ収益が落ち、経営を圧迫すると思われる。

実働1日1車当たりの前年同月比営業収入：111.6％、輸送回数：108.1％、実働率は52.3％。運転者の高齢化と減少、
需要の減少、燃料費の高騰等により業界は大変である。
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おらんくの組合（高知県テント・シート工業組合）
令和４年度通常総会並びに表彰式を開催
青年部機関誌「雄飛」通常総会を開催
設備投資に係る補助金（拡充・新設）のご案内
組合で行う市場開拓やホームページ作成等の費用を
助成します
ものづくり担い手育成事業研修のご案内　
インドセミナーのご案内
高知ベトナム経済・人材交流ミッションのご案内
組合いんふぉめーしょん　
地域おこし協力隊レポート《安芸市》
県内各業界別動向（2022 年 5月）
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