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　新年明けましておめでとうございます。令和5年の新春を迎えるに当たり、皆様方に謹んで新年の
ご挨拶を申し上げます。
　さて、昨年は、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響に加え、ウクライナ情勢の緊迫化等に起因
するエネルギー価格や原材料価格高騰による生産コストの上昇など、一段と厳しさを増す一年となり
ました。
　本県においても、個人消費を中心に持ち直しの動きはあるものの、繰り返し訪れるコロナ感染症拡大の
波や物価の高騰が、再起に向けた取り組みへの大きな足かせとなっております。
　そのため高知県では、各産業の足腰をより強くすべく、「第４期高知県産業振興計画ver.3」の一環
として、デジタル化・グリーン化・グローバル化の観点を踏まえた、生産性の向上や付加価値創出に向けた
取り組みを強力に進めていくための各種施策が講じられています。
　本会におきましても、県内中小企業等のデジタル化やＤＸの推進に関する相談対応や、インボイス
制度に対応したデジタル化への支援を強化するとともに、昨年に引き続き、「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
再建や再構築へ前向きに取り組む事業者の方々の伴走支援に積極的に取り組んでまいります。
　また、海外展開や女性活躍など、本会独自の取り組みにも引き続き注力して行きます。
　「地産外商・海外展開支援事業」では、昨年ベトナムやインドとの人材・経済交流の促進を目的に、高知
県と共同でミッション団を結成して視察を実施してまいりました。本年は、東ティモールやインドネシアへの
訪問等を予定しており、今後も海外との連携を強化し、本県で働く外国人材の満足度を高めることで
「選ばれる高知県」となるよう、充実した支援に努める所存です。
　さらに、「女性商業者等活躍推進事業」では、６年間に亘り女性活躍の場の拡大に向けて事業を進め
ており、本年は県内各地の女性団体同士が機能的に連携できる仕組み作りの集大成に取り組むことと
しております。
　県内中小企業者の皆様方におかれましては、依然として厳しい状況が続いていることと存じますが、
春からは連続テレビ小説『らんまん』の放映に加え、高知県観光博覧会も予定されるなど、本県の注目度
を高める絶好の機会となりそうです。これを好機と捉え、経済効果が幅広く行き渡るよう、観光産業を始め
とする各業界の皆様方の取り組みを積極的に支援して行く所存です。
　引き続き本会といたしましては、組織化や共同事業等の手法を活用し、必要とされる組織として、役職
員一同、県内中小企業の活性化や地域課題の解決に鋭意取り組んでまいりますので、ご支援とご協力を
賜りますようお願い申し上げます。
　本年が、皆様方にとりまして、「新しい景色」が広がる飛躍の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。

年頭挨拶

　　会　長　　久松　朋水
高知県中小企業団体中央会
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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、ご多幸と事業の繁栄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に加え、エネルギー価格や物価高騰
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。

　私が知事に就任させていただいてからはや三年がたちました。この間、県民の皆さんに寄り添い、共に
歩む「共感と前進」を県政運営の基本姿勢として全力で努めてまいりました。昨年の県経済は、個人消費
の回復の動きから景気が緩やかに持ち直しつつある一方で、物価高騰が私たちの暮らしに影響を与え
た一年でした。そうした中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の両立を着実に
進めるとともに、エネルギー価格や物価高騰対策に力を注いでまいりました。今後も、新型コロナウイルス
感染症に加え、物価高騰が県経済に与える影響の長期化が見込まれます。引き続き、感染拡大防止対
策の充実と強化に努め、社会経済活動との両立をしっかりと進めてまいります。また、物価高騰について
は、新分野への事業展開や生産性を向上させるデジタル技術の導入の支援など事業者の構造転換を
図る施策を強化するとともに、県民の皆さんの暮らしを守るために適時必要な対策を迅速かつ機動的に
講じてまいります。
　加えまして、社会や経済の情勢が変化する中においても、元気な県づくりへの歩みを止めることなく
対応していく必要があります。このため、新たな時代の成長の原動力であるデジタル化、グリーン化、
グローバル化という３つの潮流を先取りして施策を進めてまいりました。１つ目は生活、産業、行政などあら
ゆる面で県民の皆さまの利便性や生産性向上を実現するためのデジタル化。２つ目は本県の強みである
豊かな自然を生かしたグリーン化。３つ目は県産品の輸出拡大などのグローバル化。これら３つの潮流を
先取りする施策をさらに進化させ、県勢浮揚に向けて挑戦してまいります。また、関西圏との経済連携の
強化については、2025年大阪・関西万博の開催を見据え、商談会の開催や私自らのトップセールスなど、
精力的に取り組んでまいりました。こうした施策を一層レベルアップさせ、コロナ禍からの県経済復活の
起爆剤にしたいと考えています。
　本年は、徹底して成果にこだわりながら、第４期産業振興計画や日本一の健康長寿県構想などの取り
組みをしっかり仕上げていくとともに、未来への弾みとなる節目の一年にしたいと考えています。
　県勢浮揚を目指して、県民の皆さんと共に、より豊かで元気な高知県づくりに一層邁進してまいります。
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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　明けましておめでとうございます。令和５年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　昨年は、コロナの感染収束が見えない中、ロシアのウクライナ侵略等によるエネルギー価格や食料品等の高

騰、急激な円安、豪雨・台風等の自然災害による断水･停電等の被害、デジタル分野をはじめ深刻化する人材

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、危機的な状況が続きました。特に、

原材料価格の上昇を取引価格に十分に転嫁できないため、事業収益面で重大な悪影響を被っています。

　一方、ウィズコロナに向けた社会経済活動の正常化が着実に進みつつありますが、今冬は新型コロナ

感染症とインフルエンザの同時流行が懸念されています。令和４年度補正予算で措置された「物価高

克服・経済再生実現のための総合経済対策」の早期かつ着実な実行に大きな期待を寄せているところ

であり、本会では施策の広報と迅速な執行に努めて参ります。

　この難局を乗り越えるためには、個社ごとの対応はもちろん、中小・小規模事業者のインフラ、プラット

フォームとしての役割を担っている中小企業組合や企業間の連携ネットワークを活かした戦略的な取

組みが重要になります。

　昨年１１月１０日に長崎県の出島メッセ長崎にて開催した第７４回中小企業団体全国大会では、全国各地

から中小企業団体の関係者約２，０００名が参集し、関係省庁・関係機関をはじめ多数のご来賓をお迎え

し、中小・小規模事業者等に対する、①経営強靱化・成長促進支援等の拡充、②実態を踏まえた労働・

雇用・社会保険料対策の推進、③積極的な事業活動を支える環境整備の実現に向けて、組合関係者の

皆様と共に取り組んでいくことを決議しました。

　新型コロナウイルス感染拡大防止と経済活動の両立、デジタル化の実装とグリーン化への積極的な

取組み、ものづくり補助金を活用した生産性向上と事業再構築への対応、災害対策、事業承継、事業

再生、スタートアップ、円安を活用した海外展開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、取り組んでいきます。

　経営者が本質的な経営課題に自ら気付き、自己変革力を促進していくため、経営力再構築のための

伴走支援が行われています。４８の中央会が一丸となってこの伴走型支援を展開し、組合の組織力の

強化と組合員の経営改善に向けて尽力して参ります。

　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、安心して事業活動を行う

環境が整い、卯の年らしく新たな時代に跳ね上がる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。

年頭に当たって

　　会　長　　　森　　洋
全国中小企業団体中央会
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　新年あけましておめでとうございます。令和5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よる行動制限の影響が徐々に和らぐ一方で、急激に

進行した円安やウクライナ紛争等に伴う原材料価格の高騰等、国内外の経済の先行きに不透明感が大

きく高まりました。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きて

います。

　このように社会情勢や中小企業の経営課題が大きく変化する中、私ども商工中金は新たな時代に

相応しい組織風土・企業文化を形成し、改めて商工中金の存在意義や大切にすべき考え方を共有する

ために、全役職員が参画のうえ、昨年新たな企業理念（パーパス）「企業の未来を支えていく。日本を変化

につよくする。」を制定いたしました。そして、このパーパスの実現に向け、中長期的に中小企業が直面

する経営課題を踏まえ、2022年度から2024年度までの3年間を計画期間とする中期経営計画を策定

いたしました。商工中金経営改革プログラムで築いたビジネスモデルを強化し、より踏み込んだ企業支援

に取り組んでまいります。

　具体的には、新たな中期経営計画の主要戦略として「サービスのシフト」、「差別化分野の確立」、

「企業変革」を設定し、課題解決に向けて取り組むお客さまに対して様々な経営リソースを提供すること

を通じて、総合的な課題解決力を発揮し、変化につよい企業経営をお客さまとともに実現してまいります。

　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、貴会及び会員の皆様と連携し

ながら具体的施策に取り組んでまいります。

　「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、本年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ご挨拶といたします。

年頭所感

高知支店長　　岡　　利幸
株式会社　商工組合中央金庫
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経営支援部　部長　松井 大治

連携推進部　部長代理　古谷 時彦

事務局長　森田 健嗣

事務局次長　高井 謙一

連携推進部　部長　

経営支援部　部長代理　古木 健雄

連携推進部　副部長　山本 雄司

総務企画部　課長　曽我部 匡史　

経営支援部　係長　小澤 武史

連携推進部　主事　松村 美咲

副参事　田所 敏明

事務局次長　山本 倫久

総務企画部　課長補佐　横田 典枝

総務企画部　課長補佐　久保 竜夫

経営支援部　主事　髙瀨 星太

職員　柗永 白弓

うさぎが跳ねるように、希望が芽吹きそうな卯年のスタート！

ん気（運気）が上がり

い気（才気）を発揮し

ゅっと商機を掴む

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

今年は入局して30年の節目を迎えます。あらためて日頃お世
話になっている皆様への感謝の心を忘れず、心身ともに健康
で、困難にも前向きに取り組んでまいりたいと思います。
今年もよろしくお願い申し上げます。

「Ｚ世代」と呼ばれる人達は脚が長くてスタイルが良いですね。
「てまえどり」した「ヤ○○ト1000」を飲み、「スマホショルダー」
を装着、「村神様」に願をかけて「きつねダンス」を踊るとあんな
風になれるらしいです。知らんけど。閑話休題、今年はウサギの
ように勢いよく暗闇から跳躍して脱出する年にしたいものです。

そんな一年に
したいものです。
皆さま、今年もよろしく
お願いします。

新年あけましておめでとうございます。
私は、本年３月末をもって中央会を退職いたします。24歳で
入職、若輩者の私を育てていただいた会員の皆様、職場の皆
様に謹んで感謝申し上げます。
新たな人生のスタート、兎のように飛躍できるよう頑張ります。

新年あけましておめでとうございます。
毎年この時期に１年の早さを実感します。健康第一に、人との
“縁”を大切に、チャレンジ精神をもって本年もがんばります！

ウィズコロナの日々にも少しずつ馴れてきて、商店街にも少
しずつ活気が戻りつつあります。個人的にも、そろそろ以前の
ような、超弾丸クレイジージャーニーな生活が垣間見えてき
ました。なので、次のワクチンを打つ日が待ち遠しくてしか
たない毎日です。

毎年、今年の漢字に関心を持っているのですが、昨年は「戦」
になりました。一昨年の「金」が平和の祭典・オリンピックを想
起させることを思うと、昨年は変化のある一年でした。今年が
素晴らしい一年となりますよう、皆様とともに頑張りたいと思
いますのでよろしくお願いいたします。

新年あけましておめでとうございます。
今年は卯年ですので、目標は1歩より2歩先へ、うさぎのよう
にぴょんっと飛んで目標へたどりつけるようにがんばります！
本年もよろしくお願いいたします。

新年あけましておめでとうございます。
昨年は県庁への１年間の出向が終わり、４月より中央会に復帰し
まして、ブランクを取り戻しつつ新しい取り組みにも関わらせてい
ただき、充実した一年となりました。本年もチャレンジ精神を持ち
続けて頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

昨年は、いくつかの組合や企業の新しいプロジェクトに関わる
機会を得ることができました。「楽観的に構想し、悲観的に計画
し、楽観的に実行する」、これを肝に銘じ、成功のゴールを目指し
て、ガンバリます。稲盛さんのようには無理か～
本年も引き続き、よろしくお願いいたします。

昨年は、どうやら年男が逆？に働いたようで、公私ともに大き
な変化や思ってもみないような試練に遭遇した年でした。
「癸卯（みずのとう）」にあたる今年は、様々なことの区切りが
つき、次へと向かっていけるらしい…。兎に角、跳ねなくとも一
歩ずつ頑張りますので、よろしくお願いします。

新年、あけましておめでとうございます。
昨年は、ベトナムやインドへ海外ミッションができましたが、視察
の最中、コロナ太りした自身の体の重さに苦しめられた年でした。
今年は年男！一層円滑な組合支援をするために7㎏のダイ
エットを目指します。

昨年も断捨離の決意表明をしましたが、ほとんど何もできぬ
まま。いやあ１年って本当にあっという間ですね。でも、そろそ
ろ老後についても真剣に考えなければいけない年齢、限りあ
る時間を有効に使うため、モノ以外の断捨離も少しずつやっ
ていきたいです。

新年あけましておめでとうございます。
昨年は様々な企業様と出会い、事業をご一緒させていただく
ことができ、大変実りの多い年となりました。
３回目の年男を迎える本年は、一層飛躍の年となるよう頑張り
ます。本年もよろしくお願いいたします。

昨年4月にご縁があり、事務局臨時職員としてお世話になっています。なま
えの読みが難しいので、初対面の方には説明から入る、「まつなが さゆみ」で
す。『二兎を追うものは一兎をも得ず』同時に二つの事を得ようとすると、ど
ちらも成し遂げられなくなってしまうので、このことわざを教訓にがん
ばっていきますので、よろしくお願いします！

昨年は、週2回のサウナ（サ活）と、毎朝の「ラジオ英会話」（ラ
活）が新しい習慣となりました。体は整いましたが、英語は・・・
今年もラ活を継続して、英語も「ととのった～！」といえるよう
に頑張りたいと思います。
本年もよろしくお願いいたします。
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 組合運営管理セミナー【 オンライン総会編 】

高知県中小企業団体中央会　経営支援部 （担当：小澤　　  ・松村　  　）
 TEL：088-845-8870　FAX：088-845-2434　E-mail：ozawa@kbiz.or.jp

【日　　時】　令和５年１月２４日（火）１４：００～１６：３０
【場　　所】　香南市野市町西野1595-1「高知職業能力開発短期大学校307教室」
【講　  師】　中央会指導員

【内　　容】　★オンライン会議（ホスト側）に必要な知識や運営のポイント
　　  　　★ビデオ会議システムを活用した総会・理事会開催に関するノウハウ
【対　　象】　会員組合の役員及び職員
【募集人員】　2０名

【申込期間】　令和５年１月13日（金）（ＦＡＸまたはメールにてお申し込みください）
【Ｈ　　 Ｐ】 https://www.kbiz.or.jp/r4_unei_online

参加費
無料

　本会では、会員組合の皆様の適正な組合運営管理に役立てていただくため、  

ビデオ会議システム（Zoom等）を活用した総会及び理事会開催に関する制度
概要や適切な運営方法、Zoomの基本的な操作手順などについてのセミナーを開催
いたします。
　総会及び理事会において、Zoomなどのビデオ会議システムを活用している又は活用を検討している組合役
職員の皆さまは、奮ってご参加ください。

お申込み・お問い合わせ

　

●宛 先：info@kbiz.or.jp　　
●件 名：メールマガジン配信希望
●必須記入事項：
　　①所属（組合名・事業所名）　
　　②担当者名　
　　③配信希望メールアドレス

中央会メルマガにご登 録ください！

　本会では中央会情報をはじめ、中小企業組合及び中小企業向けの施策や補助
事業などの情報を掲載したメールマガジンを毎月配信しています。
　登録は無料！組合や組合員企業はもちろん、個人事業主や学生の皆様等、
どなたでもご購読いただけます。
　中央会支援事業やセミナーのご案内、各種補助金等に関する情報について
も、いち早くお知らせしておりますので、ご希望の方は、本会ホームページ上から
または右記メールアドレスに、配信希望メールを送信してください。
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令和5年度中小企業組合等 課題対応 支援事業令和5年度中小企業組合等 課題対応 支援事業
新たな活路の開拓、単独では困難な問題の解決などさまざまな  取組みを支援!

1. 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、将来ビジョンの策定、
試作品の開発など、さまざまな取組みに対して支援します。 新しい

取組みなどを
包括的に支援!

事業を
実施した団体の

99.2%
が効果を実感

「活路開拓事業」では、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
共有する取組みを補助します。

活路開拓事業

「展示会等出展・開催」は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）。

展示会等出展・開催

◆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1,200万円を超え事業終了後３年以内に売上高が10％以上増加
　 　することが見込まれるもの、または、コストが10％以上削減されることが見込まれるものに限ります。

◆通常型
 【補助金額】上限1,200万円　下限100万円

補助率上限

6
10

 【補助金額】上限1,200万円　下限なし

補助率上限

6
10

効率的、効果的な販売促
進が可能となり、チラシ
コストが３０％以上削減

新製品、新工法を開発し
た結果、111社まで落ち
込んだ組合員数が146社
に増加

ブランド確立のため展示会
に出展し、年５件程度だっ
た新規取引先が8倍の40
件に増加

効果実感の声

※本事業は、令和5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3年度全国中央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。

全国中央会ホームページで、
本事業を確認できます

https://www.chuokai.or.jp/
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令和5年度中小企業組合等 課題対応 支援事業令和5年度中小企業組合等 課題対応 支援事業
新たな活路の開拓、単独では困難な問題の解決などさまざまな  取組みを支援!

中小企業組合等課題対応支援事業は中小企業によって構成される組合など
連携組織のみなさまが行う、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組みを支援します。

IT活用に
よる経営革新
などを支援!

2.
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。

事業を
実施した団体の

95.8%
が効果を実感

外部から専門家を招聘してシステム設計の検討を行ったり、専門業者に
対してシステム開発を外注したりする経費等を補助します。

●システムを構築する場合には組合等の業務分析や計画が立案されているなど、事前に準備活動が必要です。
●既存のシステムの機能追加・拡張も対象となりますが、単純なリプレース、更新等は対象となりません。

◆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1,200万円を超え事業終了後３年以内に売上高が10％以上増加
　 　することが見込まれるもの、または、コストが10％以上削減されることが見込まれるものに限ります。

◆通常型
 【補助金額】上限1,200万円　下限100万円

補助率上限

6
10

受発注システムを開発、シ
ステム利用により発生して
いた誤発注が96％減少

開発した受注支援ツールに
よって売上高が6,323万円
から1億1,744万円に増加

顧客情報を掴めるようにな
り販売機会ロスが減少、売
上高が前年度比40％増加

効果実感の声

組合等情報ネットワークシステム等開発事業

高知県中小企業団体中央会　
880 ： LET ー845ー8870  E-mail info@kbiz.or.jp

◆新システム導入による効率化で保安調査の実施体制強化を図る
　（協同組合高知県ＬＰガス保安調査センター）

高知県での活用事例

お問い合わせ先

《組合等情報ネットワークシステム等開発事業》

保安調査の結果登録及び管理に使用するシステムの課題解消を図るため、新たなシステムを開発導入しました。
導入効果として、システムのオペレーション所要時間の短縮化を実現し、事業全般の効率化を図りました。また、
中期的には業務効率化による余剰を活かして、保安調査先の新規開拓に取り組むことで、調査件数維持による
収入確保を図り、組合の安定経営を目指すこととしています。

［テーマ］

［内　容］
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高知県新事業チャレンジ支援事業費補助金のご案内
　新型コロナウイルス感染拡大や原油価格・物価高騰等の影響を受けている県内事業者の皆様が、業績の回復やアフターコロナを見
据えて実施する、新製品の開発や新サービスの提供、新市場への進出など、設備投資を伴う新たな取り組みへのチャレンジを応援する
「新事業チャレンジ支援事業費補助金」が内容を拡充（※賃上げ加算：補助金額を最大500万円引上げ等）して募集が開始されます。
　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。

原油価格・物価高騰等の影響によって売上
高が５％以上又は付加価値額が7.5％以
上減少
（令和4年1月以降の連続する６か月のうち、任意の３
か月と原油価格・物価高騰等以前の同３か月を比較）

新型コロナウイルス感染症の影響によっ
て売上高が10％以上又は付加価値額が
15％以上減少
（令和２年4月以降の連続する６か月のうち、任意の
３か月とコロナ以前の同３か月を比較）

県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業及び中堅企業（個人事業主含む）で
以下のいずれかに該当する者。

拡充内容　 賃上げを行う事業者には「賃上げ加算」により補助率等を加算
メニュー 補助金額補助率事業の要件

再構築枠

一般枠

従業員50人以下
100～2,000万円
従業員51人以上
100～3,000万円

従業員50人以下
100～2,500万円
従業員51人以上
100～3,500万円

50万円
～1,500万円

50万円
～2,000万円

中小：
2/3以内
中堅：
1/2以内

中小：
3/4以内
中堅：
2/3以内

1/2以内

2/3以内

①「事業再構築枠」の定義に該当する事業であること 
②事業計画を策定していること
③補助事業終了後3～5年で付加価値額（又は1人当
　たり付加価値額）を年率平均3％以上増加すること

 賃上げ加算
上記に加え、R5年度中に賃上げし、従業員への給与
支給総額を賃上げ前決算比で＋2.0％以上とすること

①新たな取り組み（以下のいずれか）を行う事業であること
　・新製品の開発又は新サービスの提供
　・新市場への進出
　・製品、サービスの製造方法又は提供方法の変更
②事業計画を策定していること

 賃上げ加算
上記に加え、R5年度中に賃上げし、従業員への給与支給
総額を賃上げ前決算比で＋2.0％以上とすること

対
象
者

対
象
事
業

〒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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新たな取り組みに必要となる設備投資費とそれに伴う関連経費
(賃上げ加算の場合さらに、賃上げに伴って行う人材確保や体制整備に係るソフト経費 )

申請受付
期間（予定）

令和５年１月10日（火）～２月16日（木）
（３月下旬頃に交付決定予定）

補助対象
期間（予定）

交付決定日から令和６年１月３１日

　お問い合わせ先及び申請書提出先　　公益財産法人高知県産業振興センター　新事業チャレンジ支援事業事務局
〒781-5101 高知市布師田3992-2　TEL：088-845-6620（9:00～17:00、土日祝除く）
HP（申請フォーム）：https://joho-kochi.or.jp/new_challenge/
E-mail：challenge@joho-kochi.or.jp

　本会のお問い合わせ先　　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４Ｆ
ＴＥＬ：０８８-８４５-８８７０　　E-mail：info@kbiz.or.jp

建物費

機械装置・
システム構築費

技術導入費

専門家経費

運搬費

クラウドサービス利用費

外注費

知的財産権等関連経費

広告宣伝・販売促進費

研修費

・建物の建設・改修に要する経費　　　・建物の撤去に要する経費
・賃貸物件等の原状回復に要する経費　・一時的に移転する際に要する経費

・機械装置、工具・器具（測定工具・検査工具等）の購入、製作、借用に要する経費
・専門ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
・上記と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

・知的財産権等の導入に要する経費

・専門家に支払われる経費

・運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

・クラウドサービスの利用に関する経費

・加工や設計（デザイン）・検査等の一部を外注（請負、委託等）する場合の経費

・弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など
　知的財産権等取得に関連する経費

・広告の作成及び媒体掲載、展示会出展、セミナー開催、市場調査等に係る経費

・教育訓練や講座受講等に係る経費

申請要件や申請に必要な書類などの詳細は、下記の高知県産業振興センターＨＰをご確認下さい。
https://joho-kochi.or.jp/new_challenge/

対
象
経
費
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●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/

　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１２次締切につきましては、令和４年８月１８日（木）から１０月２４日（月）
までの期間において公募を行いましたところ、全国で３，２００事業者より応募がありました。
　審査の結果、全国で１，８８５事業者が採択され、高知県では以下の１１事業者が採択されました。

　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、令和４年度第２
次補正予算が令和４年１２月２日に成立したことにより、１３次公募（締切：令和４年１２月２２日）後も継続的に公募が行われる
予定です。
　概要につきましては、「ものづくり補助金総合サイト（https://portal.monodukuri-hojo.jp/）」の「【令和４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の概要】」をご覧ください。

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（１２次締切）について

（順不同）

令和元年度補正・令和二年度補正・令和三年度補正

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金  継続実施予定

お問い合わせ先 高知県地域事務局 高知県中小企業団体中央会
〒７８１-５１０１ 高知市布師田３９９２-２ 高知県中小企業会館 ものづくり補助金事業推進室
ＴＥＬ：０８８-８４５-６２２２／０８８-８４５-８８７０

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

四国スッピル工業有限会社

ウッドテクノス株式会社

有限会社高知発条製作所

株式会社タケナカダンボール

株式会社エッグメール

村戸歯科診療所

株式会社マッドラボ

株式会社安芸水産

あけぼの街道佐々木歯科医院

有限会社市村動物病院

有限会社ベル企画

特殊治具と高剛性旋盤を活用した大型精密加工の生産体制構築による新分野拡大

県産材の利用拡大に資するプレカット部門のＤＸ推進事業

鉄筋加工工程のハンドリング部分の自動化による生産性向上化計画

高付加価値企業へ成長するための新事業戦略

鋭端鈍端汚卵検査装置及びラベラーの導入による製品ブランド向上

歯科治療を高品質、短時間、衛生的に！デジタル治療機器導入事業

インターネット配信スタジオ運営

充てん工程の機械化による「高鮮度生シラス」の生産性向上計画

歯科用ＣＴ導入による一貫した顎関節治療体制の構築

院内完結型の治療を提供し、現代の地方獣医療を改革するプロジェクト

先端設備導入による、患者様に信頼され、選ばれる薬局の構築
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の花図鑑～街なか植物採集～
イベントを開催します！

　壱番街商店街振興組合（早川賢治理事
長）及び帯屋町二丁目商店街振興組合（森
山剛理事長）では、1月13日（金）から25日
（水）までの間、「街の花図鑑～街なか植物
採集～」と題したイベントを開催します。
　この催しは、令和5年4月から、植物博士・
牧野富太郎先生を題材にしたNHK連続テレ
ビ小説『らんまん』が放送されることから企画
されたものであり、高知市中心商店街の東
側である「壱番街」と西側に位置する「帯屋
町二丁目」を舞台としたイベントです。
　期間中は、「街の牧野富太郎ミュージア

ム」として、牧野博士に関する年表や、ゆかり
の地を描いたＭＡＰのパネルが設置されるほ
か、アーケードの柱等に貼られた草花のポス
ターにあるＱＲコードをスマホで読み取る
「街中植物採集デジタルスタンプラリー」が
行われます。
　なお、当イベントに合わせ両商店街のお店
では、牧野博士に関する書籍やグッズの販
売、草花をイメージした期間限定メニューの
提供等も予定されていますので、ご都合の良
い時間帯に中心商店街までお出かけいただ
き、ぜひ楽しいひとときをお過ごしください。

街

タンプラリー＆
軽トラマルシェを開催します！

　安芸本町商店街振興組合（佐藤正理事長）では、
「スタンプラリー＆軽トラマルシェ」を開催します。
　期間中、対象の店舗で100円以上お買い物
をしていただくとスタンプ1個がもらえ、3店舗
分を1口として抽選に参加できます。
　また、抽選会場では軽トラマルシェも同時開催。
農・林・商・福連携型のマルシェとして、さまざ

まなジャンルの商
品が販売されるほ
か、キッチンカーの出店も予定されています。
　なお、スタンプラリーの景品には、総額30万
円相当の地元特産品が用意されています。
　ぜひこの機会に、多くのお店でのお買い物
のほか、軽トラマルシェもお楽しみください。

ス

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

ろ
2
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【期　　間】　令和５年1月13日（金）～25日（水）
【場　　所】　壱番街商店街、帯屋町二丁目商店街、高知大丸

  ◆スタンプラリーについて
・両商店街のアーケードの柱に、草花の絵とＱＲコードが描かれたポスターが貼られています。
　（一箇所は高知大丸内に設置されています）
・ポスターのＱＲコードにスマホをかざすと、描かれた植物の解説が表示されます。
・解説を読み終わりボタンを押すとスタンプが押されます。
・スタンプ20個を集めた方には、抽選で高知県の各種特産品がプレゼントされます。
・抽選の方法等、詳細については下記にお問い合わせください。

令和5年1月10日（火）～1月29日（日）
商店街の対象店舗
令和5年1月29日（日） 11時～15時 ※軽トラマルシェの会場にて抽選
1等「海鮮セット」をはじめ、「内原野焼」のほか多数の景品を予定

令和5年1月29日（日） 11時～15時
多機能型事業所TEAMあき駐車場（安芸市本町3丁目10－35）

お問い合わせ／安芸本町商店街振興組合　TEL:0887-34-3033

お問い合わせ／壱番街商店街振興組合　TEL:088-824-8830

※上記イベントについては、新型コロナウイルス感染症の影響により、変更や中止等が生じる場合があります。予めご了承ください。

【実施期間】
【場　所】
【抽選日】
【景　品】

【開催日時】
【場　所】軽トラマルシェ

スタンプラリー
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　機械の使い方が分からない、アイデアはあるけど形にできない、今までもの
づくりをやったことがない…。そんな不安をお持ちの方も、ぜひ一度お気軽にご
相談ください。発明ラボは、あなたの「つくりたい」をサポートします。

〒789-1201 高知県高岡郡佐川町甲2436　
JR 佐川駅徒歩10分 ＊お車での来館の際は、向かい側の
佐川町役場駐車場をご利用ください。
営業時間 金・土10:00-17:00　電話：0889-20-9366　
メール：sakawa.hatsumei.lab@gmail.com

さかわ発明ラボ

地域おこし協力隊レポート⑬
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！
移住したきっかけ
デザイナーをめざして職業訓練校に通いつつ転職先を探していたころ、さかわ発明ラボを

知りました。ものを作る仕事をするなら、自分がおもしろいと思う素材を見つけて、それを生か
して何かを作る仕事がしたい。そう感じていた私は、自然豊かな高知でデジタルを活用したも
のづくりができるこの施設に惹かれました。佐川町の植物で草木染めを、デジタルと組み合
わせたら何かおもしろいことができるかもしれない。楽しい想像が膨らんでいき、３年前の春、
牧野富太郎博士が生まれたこの町にやってきました。

協力隊の活動
佐川町では町産木材やジビエレザーなど、都会にいると簡単には手に入らない素材が身

近にあり、草木染めの材料も豊富です。
私が草木染めをするときは町内で剪定・伐採された植物、給食センターの野菜くずなど廃

棄されるものを使うことが多いですが、藍や日本茜を自分で育てて使うこともあります。
協力隊１年目のときに、レーザーカッターと草木染めを組み合わせたワークショップを開催しま

した。レーザーカッターでヒノキの箱に小さい穴を開け、草木染めした糸で刺繍するという内容で
した。初めて染める植物で思いがけない色がいくつも染まり、自分でもやっていて楽しい仕事でし
た。最近では中学校の授業や地域のイベントでも草木染め講師をさせていただいたり、作品販
売の機会が増え、「草木染めで何か作りゆう人」と言ってもらえるようになってきました。最近取り
組んでいるのは、町産ヒノキの間伐材の樹皮で染めたテキスタイルです。自伐型林業をしている
知り合いから提供してもらった新鮮な樹皮を使うと、布や糸が優しいピンク色に染めあがります。
これをプロダクト化すると同時に、林業の現場で取りたての樹皮で染め体験ができるワーク
ショップを開発しています。協力隊卒業後は、自分の染織工房を立ち上げて作品販売やワーク
ショップを続けていきたいです。

さかわ発明ラボについて
私が所属する町営のものづくり施設「さかわ発明ラボ」の協力隊員は現在7名。ラボには

レーザーカッターや3Dプリンター、UVプリンター、デジタルミシンといったデジタル工作機器が
備わっており、木材をはじめ紙、布、革、アクリル板、UVレジンなど様々な素材を加工すること
ができます。私たちスタッフは、一般利用者様への機材貸出と利用のサポート、町内の小中
学生に向けた「放課後発明クラブ」などの各種ものづくりワークショップの企画・運営や、もの
づくりに関する相談窓口をしています。「自分で考えたものが目の前で形になる」という楽しさ
を味わえるのが、当施設の醍醐味です。
加工の終わった作品を、機械から取り出す時に利用者様が嬉しそうだと、お手伝いができ

てよかったなと感じます。最近では子どもたちの中にも、常連さんが増えてきました。学校が休
みの土曜日になるとラボに来て、タブレットやPCで絵を描きレーザーカッターでキーホルダーに
したり、機械を使わない時はプログラミングのできるスタッフに教わりながらタブレットでゲームを
作ってみたり。子どもから大人まで、様々な方の作品が生まれていくのを日々目にすることがで
きるので、働いていて飽きません。スタッフもみんな個性的で、ものづくりのほか教育、アート、パ
フォーマンスなどそれぞれの得意分野を活かしてワークショップや展覧会、個人での作品販売
を行っています。仲間のこういった活動が、私自身のものづくりへの刺激にもなっています。

佐川町
篠原 温子

佐川町で見つけたこじゃんとえいところ！佐川町で見つけたこじゃんとえいところ！佐川町で見つけたこじゃんとえいところ！佐川町で見つけたこじゃんとえいところ！

組合等活性化情報誌 Vol.261情報

篠原 温子
（しのはら  あつこ）

プロフィール佐川町協力隊３年目。
デザイナー、イラストレーター、染織作家。
染めと織りの工房atelier neuk の立ち上げ
に向けて準備中。
https://www.instagram.com/atelier_neuk/

InstagramHP

自伐型林業の現場でヒノキ染めワーク
ショップを開催

ヒノキ染めで作った雑貨

レーザーカッターを使って作ったヒノキの小
箱。草木染め糸で刺繍した
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令和5年  謹賀新年

理事長　橋本順子
高知市本町5丁目2番9号
TEL 088－822－1111

高知県中小企業振興協同組合

理事長　森　祥一
高知市上町1丁目1番1号
TEL 088－875－2472

高知県自転車二輪車商協同組合

理事長　内田荘一郎
高知市上町1丁目4番4号
TEL 088－823－5911

高知県塗料商業協同組合

理事長　筒井善樹
高知市与力町13番6号
TEL 088－802－8680

高知県印刷工業組合

支店長　西　幸浩
高知市本町4－1－16高知電気ビル6階

TEL 088－823－1535

東京海上日動火災保険㈱高知支店

理事長　湯山眞理
高知市本町3丁目4番5号
TEL 090－5148－8938

天神橋通商店街振興組合

理事長　岡林秀享
高知市本町1丁目5番16号－303

TEL 088－873－2424

高知市中の橋商店街協同組合

理事長　安藤浩二
高知市はりまや町1丁目3番15号

TEL 088－825－0787

京町・新京橋商店街振興組合

理事長　小谷一雄
高知市はりまや町1-5-14
TEL 088－882－4174

はりまや橋商店街振興組合

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

中心街事業協同組合

理事長　 末幸彦

理事長　國藤浩史
高知市本町4丁目2番15号
TEL 088－872－8962

高知県建設業協同組合

理事長　植田正準
高知市本町3丁目2番15号
TEL 088－825－4025

高知新聞販売所協同組合

理事長　藤本正孝

高知市升形5－34　三好ビル2F
TEL 088－823－5941

高知県旅館ホテル生活衛生同業組合

理事長　古谷　博
高知市旅館ホテル協同組合

TEL 088－822－0131
お客様係＆代表取締役　 中澤清一

株式会社  三翠園

理事長　松井将司
高知市はりまや町一丁目7番7号

TEL 088－802－7782

コンフォート・ワーキング協同組合

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

こうち企業支援センター

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

高知支店長　和田喜勝
高知市本町2－1－6
TEL 088－822－6205

支社長　古山昭文
高知市本町4-1-8　高知フコク生命ビル内

TEL 088－875－7177

共栄火災海上保険株式会社
四国支店高知支社
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理事長　竹村昭彦
高知市廿代町15の1

TEL 088－823－3558　FAX 088－823－3559

高知県酒造組合

理事長　早川賢治
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

理事長　文野達朗
高知市帯屋町2丁目1番33号

TEL 088－824－8830　FAX 088－873－6641

帯屋町一丁目商店街振興組合

國 井 史 朗
石 川 　 巖

営業 支 社 長
　 　 　 課 長

理事長　 末幸彦
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

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

大樹生命保険株式会社 高知営業支社

代表理事　西村悦一
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

こうちＩＴ事業者協同組合 

理事長　小野大典
高知市愛宕町2丁目19番14号

TEL 088－875－3522

愛宕商店街振興組合

弁護士　矢野公士
高知市小津町４番１号

TEL 088－820－8288　FAX 088－820－8289

矢野公士法律事務所

理事長　大西みちる
高知市帯屋町2丁目1の3 木山ビル2Ｆ

TEL 088－871－6527

おびさんロード商店街振興組合

理事長　森山　剛
高知市帯屋町2丁目1番33号

TEL 088－871－0668　FAX 088－873－6641

帯屋町二丁目商店街振興組合

理事長　安藤一臣
高知市帯屋町2丁目1番33号

TEL 088－873－1366　FAX 088－873－6641

大橋通り商店街振興組合

理事長　 末幸彦

高知市商店街振興組合連合会

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

支社長 蒲池正明
高知市駅前町4－15西山ビル

TEL 088－824－5795

三井住友海上火災保険㈱
四国西支店 高知支社

理事長　川上　曜
高知市相模町6の15
TEL 088－822－4523

土佐電設事業協同組合

理事長　安岡茂幸
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

官公需適格組合
高知ビルメンテナンス協同組合

代表理事　下司冨士夫
高知市大川筋1－3－39土佐建材ビル2F

TEL 088－802－3733

高知県製パン協同組合

理事長　刈谷雅臣
高知市南金田3番48－7号
TEL 088－882－3734

高知県テント・シート工業組合

令和5年  謹賀新年

代表理事　 曽志崎雅也
高知市北本町１丁目7番26号

TEL 088－821－2995

八潮協同組合
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理事長　川上和孝
高知市新本町2丁目20－26

TEL 088－881－6349　FAX 088－881－6350

高知県砕石工業組合

代表理事　北村正一郎
高知市小倉町2番8号

TEL 088－883－8810　FAX 088－884－1697

協同組合  ドライウッド土佐会

代表理事　小川康夫
高知市小倉町2番8号

TEL 088－883－6721　FAX 088－884－1697

高知県木材産業協同組合連合会

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

奴田原税理士事務所
「新 高知県で儲かる会社を創る本」著

所長　奴田原惇郎
ぬ　　た　　はら　  あつ　 お

代表取締役　川村　卓
高知市桟橋通2丁目7－5

TEL 088－831－4582　FAX 088－831－2324

有限会社  川村印刷

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

理事長　沖野東陽

高知県板金工業組合

理事長　木村浩二
高知市百石町1丁目16の1
TEL 088－831－1327

高知県クリーニング生活衛生同業組合

理事長　寺田晋弘
高知市萩町2丁目1番95号
TEL 088－831－9682

高知県海砂利採取協業組合

高知県柔道整復師協同組合

理事長　髙橋俊光
高知市塩屋崎町2丁目1番27号

TEL 088－832－1411　FAX 088－832－1011

理事長　中橋達明
高知市新田町18番18号
TEL 088－833－4545

赤帽高知県軽自動車運送協同組合

理事長　久保浩二
高知市南宝永町10番3号
TEL 088－885－1611

高知県室内装飾事業協同組合

代表理事　武田義憲
高知市萩町２丁目１番９５号

TEL 088－831－4140　FAX 088－831－4066

土佐海砂利協同組合

代表理事　岡﨑恒之
高知市六泉寺町93番15
TEL 088－832－2851

高知市管工事設備業協同組合

理事長　秋　太海
高知県遊技業協同組合

高知市桟橋通3丁目25－20
TEL 088－833－6388

パチンコ・パチスロ ～身近で気軽な大衆娯楽～

ゆずまくん

代表理事　本山博文
高知市小倉町2番8号

TEL 088－883－8504　FAX 088－884－5868

高知県素材生産業協同組合連合会

代表理事　池　龍曻
高知市小倉町2番8号

TEL 088－882－0298　FAX 088－884－1697

高知県木製品工業連合協同組合
木のこころを伝える

代表理事　樋口剛志
高知市城見町４番３２号
TEL 090－2860－0038

高知ブライダル写真協同組合

令和5年  謹賀新年

株式
会社

代表取締役社長　堅田正剛
〒781-8121 高知市葛島一丁目10－70
TEL 088-882-5521  FAX 088-882-5522
URL http://www.kochi-insatu.co.jp/
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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

中谷社会保険労務士事務所
社会保険労務士

　中谷俊一中谷公一

支店長　海野雅敬
高知市知寄町2－3－2
TEL 088－884－7053

あいおいニッセイ同和損害保険㈱高知支店

理事長　髙橋佳久
高知市日の出町2番12号

TEL 088－821－9112　FAX 088－821－9116

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
高知県コンクリート製品工業組合

代表理事　岡村啓司
高知市弘化台12の12
TEL 088－882－5401

高知市中央卸売市場
　　青果仲卸業協同組合

理事長　池澤啓輔
高知市弘化台12の12
TEL 088－883－4725

高知中央市場鮮魚買受人協同組合

理事長　池  和明
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

高知県葬祭業協同組合

理事長　三宮豊辰
高知市中万 8々5番地の3

TEL 088－873－6954　FAX 088－825－3261

高知県美容生活衛生同業組合

理事長　田部博史
高知市若松町3の25
TEL 088－884－3111

丸十事業協同組合

理事長　仮谷征二郎
高知市朝倉戊773番地1
TEL 088－856－7780

高知県中央地区生コン協同組合

代表理事　北岡幸一
高知市知寄町3丁目303番地

TEL 088－855－7647　FAX 088－884－1687

協同組合  丸和林材

代表理事　楠瀬彰彦
高知市弘化台12の12
TEL 088－882－4929

高知中央青果買受人協同組合

理事長　山﨑浩司
高知市弘化台12の12
TEL 088－882－6769

高知青果商業協同組合

代表理事　岡﨑　勲
高知市稲荷町10－23スカイハイツ301号

TEL 088－885－3178

高知県屋外広告美術協同組合

万々商店街振興組合

理事長　丁野信二
高知市中万 1々－8　毛糸のパピー内

FAX 088－875－4157

理事長　東﨑幸男
バーバーくんマークのお店に来店下さい！

高知市中万 8々5番地3
TEL 088－875－6709　FAX 088－824－0053

高知県理容生活衛生同業組合

高知市石立町97番地1
TEL 088－831－7103

代表理事　刈谷喜明

高知県菓子工業組合

代表理事　福岡豊樹
高知市本宮町105番地25
TEL 088－821－7777

高知県央生コンクリート協同組合

令和5年  謹賀新年

理事長　吉村公政
高知市弥生町15番20号
TEL 088－821－8280

安芸郡酒類卸商業協同組合
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理事長　吉村保利
高知市大原町 87－8
TEL 088－832－7822

高知県電気工事業工業組合
（高知電気安全サービス）

理事長　 西　博
高知市南久保11番23号
TEL 088－882－8815

高知卸商センター協同組合

理事長　濱田隆宏
高知市一宮東町5丁目21番11号

TEL 088－846－5533
FAX 088－846－5534

高知個人タクシー協同組合

理事長　戸田　明
高知市南御座19番31号
TEL 088－884－1319

高知県環境整備事業協同組合

理事長　植野陽雄
他役職員一同

高知市布師田3992の2　TEL 088－845－2221

高知県火災共済協同組合

理事長　久松朋水
高知市布師田3961
TEL 088－846－1171

協同組合  高知機械工業団地

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

高知県建具協同組合

理事長　平山雅邦

理事長　船井　守
高知市城山町207番地6

TEL 088－833－1241　FAX 088－833－6066

高知医師協同組合

理事長　山中　伯
高知市城山町183番地5

TEL 088－833－3110　FAX 088－833－3242

「生命を守るコンクリート」
高知県生コンクリート工業組合

所長　川越宏一
高知市針木本町2番6号

TEL 088－844－5055　FAX 088－844－5150

川越税理士事務所

理事長　篠原裕一
高知市南御座10番13号
TEL 088－861－6660

協同組合
　　高知県介護福祉支援センター

所長　前中博雄
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

前中社労士事務所
人材育成をサポートし、継栄に貢献する

理事長　尾﨑詳司
高知市一宮南町一丁目8番37号

TEL 088－845－1825

高知工作センター協同組合

代表理事　久松朋水
高知市布師田3950番地

TEL 088－846－1230　FAX 088－846－2704

太陽特殊鍛造協同組合

会長　坂本重法
高知市布師田3992－2　中央会内

TEL 088－845－8870　FAX 088－845－2434

高知県外国人技能実習生
受入組合連絡協議会

令和5年  謹賀新年

高知市大原町80－2石油会館
TEL 088－831－0439　FAX 088－833－9988

理事長　武井勝一

高知県石油業協同組合

　代表理事　小 野昌男
高知市南川添17番18号
TEL 088－884－1474

協同組合高知県LPガス保安調査センター
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代表理事　田村　紘
高知市布師田3992の2
TEL 088－846－2333

全高知珊瑚協同組合連合会

理事長　武村賢司
高知市長浜5033番地21
TEL 088－842－1020

高知県臨海工業団地協同組合

理事長　美馬義一
高知市高須東町3番3号

TEL 088－883－2532　FAX 088－883－2532

高知県スポーツ用品小売商協同組合

代表理事　西澤窈子
高知市大津乙1786番地1
TEL 088－866－5613

高知市再生資源処理協同組合

理事長　吉野和守
高知市大津乙1910
TEL 088－866－3111

高知県食品工業団地事業協同組合

理事長　掛水伸一
高知市大津乙1793の1
TEL 088－866－7300

高知県自動車車体整備協同組合

理事長　大原和雄
高知市介良乙1060番9
TEL 088－860－6655

高知県電機商業組合

高知県中小企業青年中央会

会長　安宅弘明
他役員一同

高知市布師田3992の2　TEL 088－845－8870

理事長　大石善保
高知市大津乙1793の1
TEL 088－866－7300

高知県自動車整備商工組合

理事長　明石健市
高知市大津乙1879の9
TEL 088－866－0520

高知市ハイヤー協同組合

理事長　小松　豪
高知市大津乙2126の1
TEL 088－866－8400

高知県中古自動車販売商工組合

理事長　大原繁次郎
高知市介良乙3675番地
TEL 088－860－6300

高知県墓地環境整備協同組合

株式会社高知丸高

代表取締役　会長　高野広茂
高知市薊野南町12番31号

TEL 088－845－1510　FAX 088－846－2641

理事長　松本　勉
高知市高須新町2丁目6の14

TEL 088－882－0010

高知県左官タイル業協同組合

高知海砂利採取販売協同組合

代表理事　西森明彦
高知市五台山北タナスカ5022-1

TEL 088－882－0888　FAX 088－882－0888

代表理事　今村義男
高知市介良乙3675番地
TEL 088－856－7772

人材支援協同組合

令和5年  謹賀新年

理事長　 末幸彦
高知市布師田3992の2
TEL 088－845－8870

高知県商店街振興組合連合会 高知県食品外販協同組合

代表理事　町田直明
）F5館会業企小中県知高（2－2993田師布市知高

TEL 088－845－6860　FAX 088－845－6861
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理事長　山本佳和
高知市仁井田4509番地
TEL 088－847－2332

高知県木材協同組合

理事長　山村一正
高知市仁井田4509番地
TEL 088－847－4156

高知県木協建材協同組合

理事長　北岡守男
香南市野市町西野1892番地

TEL 0887－56－2461　FAX 0887－56－2452

高知県生コンクリート東部協同組合

理事長　西内　正
香南市赤岡町1365
TEL 0887－55－2175

赤岡青果商業協同組合

理事長　山﨑洋介
香美市土佐山田町上改田109

TEL 0887－52－0467

協同組合土佐刃物流通センタ－

理事長　山中　伯
長岡郡大豊町川口2050番33

TEL 0887－72－1217

嶺北生コンクリート協同組合

理事長　清岡哲也
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

馬路林材加工協同組合

理事長　山本佳和
高知市仁井田4509番地
TEL 088－847－7222

高知県木材商業協同組合

代表理事　仁井田誠
高知市春野町弘岡中1402番地

TEL 088－894－6363

土佐山ファクトリー協同組合

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

協同組合  やすらぎ市

代表理事　小笠原功治
長岡郡大豊町黒石343番地1

TEL 0887－73－1818

－本場の本物－
大豊町碁石茶協同組合

理事長　穂岐山信介
香美市土佐山田町上改田113－1

TEL 0887－53－9530

高知県土佐刃物連合協同組合
　－鍛冶屋創生塾－

代表理事　西森憲明
香美市土佐山田町神母ノ木字鹿落159番地1

TEL 0887－53－4161

緑化と苗木のことなら
高知県種苗緑化協同組合

理事長　五百蔵純太
香美市香北町美良布1211番地

TEL 0887－59－3156　FAX 0887－59－3159

生産者の真心をそえて届ける産直の店
協同組合  韮生の里

代表理事　中村義仁
香南市赤岡町1377番地1

TEL 0887－55－1926　FAX 0887－55－1943

高知県青果物出荷商業協同組合

理事長　山下龍造
安芸郡東洋町大字河内1102番地7

マルチワーカー派遣で地域産業を活性化！
東洋町特定地域づくり事業
バツグン協同組合

理事長　山﨑　出　
高知県安芸郡馬路村大字馬路3564-1

URL https://umaji-work.com

馬路村地域づくり事業協同組合

令和5年  謹賀新年

高知市仁井田字新築4502
TEL 088－847－0161

代表理事　北岡幸一

協同組合  高知県木材工業団地連盟



22組合等活性化情報誌 Vol.261情報

理事長　野村哲志
長岡郡本山町吉野305番地

TEL 0887－70－1388　FAX 0887－70－1378

レイホク木材工業協同組合

代表理事　髙橋豊明
高知県土佐郡土佐町田井146－1

TEL 0887－82－1020

土佐さめうら企業組合
  さめうら荘レイクサイドホテル

理事長　坂本正興
南国市明見889番地18
TEL 088－864－0100

協同組合  テクノ高知

南国市双葉台5番地2
TEL 088－862－2424

理事長　三谷範之

高知物流ネットワーク協同組合

理事長　 川和良
南国市稲生938番地8
TEL 088－882－1158

土佐石灰工業協同組合

理事長　北岡邦夫
南国市小篭808番地1
TEL 088－863－7722

事業協同組合
　　高知総合輸送センター

代表理事　坂本重法
土佐市高岡町乙61番地10
TEL 088－854－1005

土佐ふれあい協同組合

理事長　中村義仁
土佐市高岡町丙52－1
TEL 088－852－0597

土佐市青果商業協同組合

南国市物部272－1
TEL 088－864－5800　FAX 088－864－4594

四国地区中小乳業協同組合

理事長　吉澤文治郎

代表理事　三木康弘
南国市双葉台19

TEL 088－862－1050　FAX 088－880－8160

高知県中央木材工業団地協同組合

代表理事　菅　章哲
南国市比江２６５番地２６

南予木材企業組合 

代表理事　 川和良
南国市稲生1328

TEL 088－865－1776

土佐石灰化工協業組合

理事長　今田　尚

南国市土曜市協同組合

南国市大埇甲1788番地

理事長　小松秀則
南国市小篭808番地1
TEL 088－863－0018

高知県トラック団地事業協同組合

理事長　横山英生
土佐市高岡町甲2137の1
TEL 088－852－1211

土佐信用組合

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

企業組合ごめんシャモ研究会
理事長　立花智幸

理事長　藤川豊文
長岡郡本山町助藤1372
TEL 0887－76－3355

吉野川リビング協同組合

理事長　佐古田洋市
長岡郡本山町本山526－1
TEL 0887－76－2230

郷土のために
嶺北建設業協同組合

令和5年  謹賀新年
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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

土佐文旦産直協同組合

理事長　森澤正博
吾川郡いの町波川287－4
TEL 088－892－3955

一般社団法人高知県製紙工業会

理事長　山中直樹
高岡郡越知町鎌井田桑薮454番地

TEL 0889－20－6466　FAX 0889－20－6477

越知町仁淀川山椒企業組合

代表理事　谷脇良枝
高知県高岡郡津野町船戸1321

TEL 0889－43－9025

企業組合せいらん

代表理事　田邊　聖
高岡郡四万十町江師613番地1

TEL 0880－27－0775

大正建設業協同組合

代表理事　山本周児
吾川郡いの町葛原231番地4

TEL 088－869－2333

本川手箱きじ生産企業組合

理事長　嶋﨑勝昭
須崎市南古市町6番6号
TEL 0889－42－0033

高知県中部生コンクリート協同組合

理事長　吉川　翠
須崎市押岡458番地
TEL 0889－42－0104

くろしお農業振興協同組合

理事長　矢野博正
高岡郡檮原町上折渡98番地

TEL 0889－62－2922

山に遊び林に愉しむ　林家と未来を考える
梼原林産企業組合 －ゆうりん－

代表理事　伊藤訓新
高岡郡四万十町東大奈路５０５番地

TEL 0880－22－1241　FAX 0880－22－2544

協同組合高幡木材センター
梼原町商工振興協同組合
管理・運営：

高岡郡梼原町梼原1196-1
Te l .0889-65-1288

高岡郡梼原町太郎川3785
Te l .0889-65-1126

代表理事長山和幸

代表理事　片岡博一
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

仁淀川林産協同組合

理事長　大勝敬文
吾川郡いの町波川287－4

TEL 088－892－4170　FAX 088－892－4168

高知県手すき和紙協同組合

代表理事　𠮷村宗展
須崎市港町76

TEL 0889－42－1001

協同組合  須崎木材工業団地

理事長　田邊　聖
高岡郡四万十町口神ノ川696－2

TEL 0880－22－3049

高幡生コンクリート協同組合

理事長　鍋島次郎
須崎市南古市町6－6
TEL 0889－42－2429

高陵建設業協同組合 

代表理事　德弘伸一
高岡郡四万十町興津1930番地2

TEL 0880－29－5811

四万十マヒマヒ丸企業組合

大正町市場 http://www.dokuremon.com/
高岡郡中土佐町久礼6530番地

TEL 0889－52－3822　FAX 0889－52－3823

企画・ど久礼もん企業組合

雲の上の温泉・プール

令和5年  謹賀新年
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高岡郡四万十町茂串町1－14
TEL 0880－22－0465

理事長　國澤隆英

しばてんカード協同組合

理事長　八木敏伸
高岡郡四万十町久保川169番地5

TEL 0880－29－1066　FAX 0880－29－1066

とおわ守人企業組合

代表理事　田邊　聖
高岡郡四万十町大正230番地8

TEL 0880－27－0231　FAX 0880－27－0188
E-mail : rinsan@shimanto.tv

しまんと林産企業組合

理事長　竹村真一　
宿毛市宿毛1748番地3
TEL 0880－63－4725

高知西南物流センター協同組合

理事長　友永幸雄
四万十市中村東下町5
TEL 0880－35－3446

高知県化粧品小売協同組合

代表理事　中野正高
四万十市三里垣ノ内1400番地

TEL 0880－38－2811　FAX 0880－38－2638

各種砕石製造販売
幡多砕石協同組合

四万十市右山五月町8の13
TEL 0880－34－7100

理事長　本田　園

四万十市商業協同組合

理事長　小橋一實
四万十市佐岡499の1
TEL 0880－34－1495

幡多公設地方卸売市場
　　青果部買受人協同組合

理事長　岡島喜三
四万十市下田1910番地15

TEL 0880－33－0003

下田海運協同組合

代表理事　森岡康人
幡多郡黒潮町入野2527番地3

TEL 0880－43－0710　FAX 0880－43－0711

協同組合  ウッディ四万十

理事長　名倉次朗
宿毛市和田1215

TEL 0880－63－3128

大洋蒲鉾協業組合

理事長　石﨑　順

理事長　國吉康夫
四万十市中村天神橋29番地

TEL 0880－31－0280

天神橋商店街振興組合

四万十市西土佐用井841
TEL 0880－31－6301

株式会社  シマント

代表取締役　浜田敦夫

理事長　金谷光人
四万十市右山元町3丁目3の26

TEL 0880－34－3100

中村地区建設協同組合

代表理事　山下勝秀
四万十市有岡岩井ノ前2146番地1

TEL 0880－37－0521　FAX 0880－37－0523

高知県西部自動車整備協業組合

理事長　増田博和
四万十市具同7388番地9

TEL 0880－37－0046　FAX 0880－37－0578

幡多生コンクリート協同組合

代表理事　北川廣志
四万十市中村一条通３丁目７番１号

TEL/FAX 0880－34－6060

≡いちじょこさん門前町≡
一条通商店街振興組合

令和5年  謹賀新年
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情報連絡員報告を
中心とした

2022年11月
(前年同月比)県内各業界別の動向

行政各所が実施するキャンペーンにより状況は好転。全国旅行支援が終了する12月20日までの期間において予約客数
がコロナ禍前を上回る施設も見られる。インバウンドも徐々に回復。宴会も3年ぶりに忘・新年会を実施する企業もあり、少
し状態は良くなった。「第8波の発生」、「各種キャンペーンの終了」等まだ不安定な日常が続く。

令和4年11月分は前年同月よりやや好転した。出荷量が増加する時期の影響と今後も期待したい。

一条大祭は縮小して開催。久しぶりの大きなイベントにたくさんの人で賑わった。飲食店から二次会への流れは未だに感
じられない。

前年同月比で景況は好転、例年と比較しても（コロナ禍以前）売り上げは８割程度まで回復したが、光熱費や仕入れ価格
が高騰しているため相殺されている感がある。やはり業態により売上に大きな差がある。新型コロナウイルスの影響とし
ては、集客減、売上の低下がみられ、今後、業界(県内事業主)の規模が縮小する可能性もある。

人の移動が緩和され需要増につながり、クリーニング料金の改定が一段と進み、売上が増加。コロナ前の水準にはまだま
だ達していないが回復基調にある。新型コロナウイルスの影響としては、ワイシャツの大幅需要減。礼服、外出着需要微
増だが本格的ではない。今後、リモートが定着し、ワイシャツの需要回復は見込めない。

11月度高知県内は観光関連が好調となった。県外向け出荷も増加傾向となり売上高は上昇。エネルギーコストは依然とし
て高値状態が続いている。食品加工用原材料費のコストアップも続いている。

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。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。各種原材料の値上げが続いており、販売価格への転嫁が大変な
状況だ。

荷動きは鈍く、原木価格は下落傾向にあるとの見方が多い。

主原料であるPULP価格が、高止まりで推移している中、抄紙機稼働に欠かせないエネルギー（電気・重油）、特に電力料
金の大幅値上げが、発表される。厳しい状況が何時まで続くか？

未入荷の付属品も入り、前月発送予定の品が多く発送でき、昨年より売上は上がった。しかしながら、今後もこのように付
属品の入荷が遅れ、納品できない状況が出てくる可能性がありそうである。

生産状況は引き続き高水準。

昨年の11月同様に製品大会を開催したが、取引額の前年同月比は59％と、依然として低調である。

・仕入商品の値上げがあるものの、十分に転嫁できず、収益が厳しくなる見込み。・トクトククーポンのおかげで、週末の飲
食店の売上は大分戻ってきている様子。ただ、平日の宴会(公や仕事関係)が少ないため、コロナ前の状況とは言えない。
新型コロナウイルスの影響で、需要の停滞が続く。従業員の感染による人手不足が起こっている。今後、コロナ資金の借
入返済が始まると厳しくなるのでは。

当月は原価率が高く売上も伸び悩みで売上高も上下はあるものの、ほぼ前年対比で約100％とあまり芳しくはなかった。
新型コロナウイルスの影響ではクラスター等のコロナ感染者の増加により忘年会、クリスマス会ほかの宴会も少なく年末
にかけて心配である。

旅館・ホテル

コンクリート製品

商店街（四万十市）

飲食店

クリーニング

食品団地

テントシート

製材

製紙（家庭紙）

刃物製造

船舶製造

珊瑚装飾品製造

卸団地

青果卸売
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業界の状況

…好転
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新型コロナウイルスの感染者数は減って、連休には人の動きがみられたが、小売店にはあまり影響がなく、元気のない状
況が続いている。年末にかけて、また感染者数が増えるとどうなるのかと不安の声ばかりが聞こえる。

高年式のコンパクトカー、ミニバンの販売が目立って増えている。よって客単価は上昇傾向。タマ不足に加え相場高騰の中
の仕入れには苦戦を強いられるが、一定の販売台数は確保できている。

中央公園地下駐車場 売上前年比：100.7％、利用台数前年比：101.2％。今月末に中央公園のイルミネーションや歳末感
謝セールがスタートした。歳末商戦を盛り上げたいところだが、コロナの感染者が拡大しており気がかりな状況。

組合クーポン前年同月対比75％、全旅クーポンを加味して198％、11月迄総売り上げ前年対比300％。旅行支援開始
2か月が経過し、組合員は対応に多忙を極めている模様。各旅行会社で旅行支援割引分の立替金が膨らみ、資金繰りに厳
しい会員もいる様子である。旅行支援の事務作業が煩雑すぎて対応に苦慮している。

昨年問い合わせも多く増加していた案件がここ２～３ヶ月は落ち着いている。しかしながら需要と供給のバランスがよいと
は言えず、人材確保が難しい状況が続いている。今後は、新型コロナウイルスに限らず、補正予算を活用した問い合わせ
は増えるものと思われる。

値上げ前仮需の影響と、やはり宴会の自粛か。(景況はやや悪化)

丸太価格は全体的に値下がりが続いており、特にヒノキについては値下がりが大きい。また、長級(3ｍ材・4ｍ材)によって
需要に差があり、特にスギ丸太の採材は4ｍが主体となってきている。入荷量は、前月と変わりない状況であり販売量は確
保できているが、製材所では在庫ができている状況。新型コロナウイルスの影響は、増加傾向にあり、現状木材価格への
影響は少ないと思われるが、先行きはわからない。

公共工事、店舗関係の仕事が少ない。例年の12月より静か。組合員にも新型コロナウイルスの感染者が出ており、今後は
現場が止まるようになるかもしれない。

まだまだコロナ禍や原材料の高騰・円安に伴い、厳しい状況。一向に良くならない(売り上げの伸びが鈍い)状態が続いてい
る。新型コロナウイルス・原材料高騰・円安といつまで続くのか見当もつかない。

売上については微増、設備操業度は同等。県内需要及び県外需要とも需要業種によって好不調が見受けられる。コロナ前
との比較では操業度は若干であるが回復傾向も見られる。

11月単月の出荷数量は、対前年比74.9％、4月からの累計出荷量は80.7％で地区的には前月同様に高幡地区を除き全
県下で減少傾向が続いている。生コン価格は、原材料価格の再度の値上げ要請に伴い、令和5年1月1日以降の契約分よ
り価格改定を予定している。

団地内の業況は横ばいから下降ぎみの推移となっている。各社とも原材料費や燃料費の価格高騰が喫緊の課題となって
いる。

売上については前年度より上昇しているが、先行きが不安定。カツオ、マグロ類の入荷が少なくなった。新型コロナウイル
スの影響はこれからありそう。

11月は全商品平均で96.4％。エアコン高機能タイプ102.6％、大画面テレビ91.8％、白物家電94％。

ロシアのウクライナ侵攻も継続しているが、原油相場は中国の景気減速や円高傾向に向かっていることから下落をみせ
ているが、下落分を政府が補助金を縮小(11月末25.7円)することにより仕切り・市況価格への大きな変動はない。新型コ
ロナウイルスが再び感染拡大し始めておりガソリン販売数量の落ち込みが懸念される。

国の補助金事業「がんばろう商店街」へ申請。来年の1月に商店街でスタンプラリーと軽トラマルシェのイベントを計画中。

令和4年11月分の公共土木用生コン出荷量は、前月比108.3％、前年同月比74.9％。令和4年4月から令和4年11月累計に
おいては前年累計対比80.7％。11月の工事請負金額は前年当月比で145.4％、前年対比累計金額では87.7％。令和4年11
月末時点の前年対比累計請負金額は、国：83.9％、高知県：同累計73.2％、市町村：同累計98.2％となっている。生コン出荷
量、工事請負金額共に累計では落ち込んでいるが、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。生コンクリート単価については、引き続き値上げ交渉を行うことと共販率上昇に向けた取り組みを当組合とし
てもできることを行っていく。共販率の引き上げに苦慮している。来年早々予定(1月1日契約分以降)の生コンクリート価格引き
上げについては、高知市内はようやく足並みがそろった感がある。その他の地区については、引き上げに理解を得ている。

組合員の施工する電力引込線工事量は、前年同月比66.3％となった。高知中央地区39.2％減、香長地区が49.5％減と
大幅に減少した。

軽油価格は若干の下げとなったが、円安状態は解消されておらず、12月の繁忙期も不安定な状態が続くとみられている。
荷動きも昨年と比べても良くなっているとは言えず、経費髙により収益は悪化している。新型コロナウイルスの影響で荷
動きが悪く売上が伸びない。荷動きが戻らなければ収益が落ち、経営を圧迫する。

実働1日1車当りの前年同月比営業収入：111.8％、輸送回数：103.7％、実働率は52.3％。全国旅行支援の影響で観光客
等がかなり増加し、街中は賑わっているが、タクシーの需要はほとんど無いらしく、自家用車、レンタカーで移動している。
例え需要が増えたとしても運転者不足で稼働できない。新型コロナウイルスの影響では、高齢の運転者が多く、コロナを
恐れて長期休暇をとる者、辞める者があり、運転者不足を加速させている。

各種小売（土佐市）

中古自動車小売

商店街（高知市）

旅行業

ＩＴ事業

酒類製造

木製品素材生産

建具

製紙（手すき和紙）

印刷

生コンクリート製造

機械団地

生鮮魚介卸売

電気機械器具小売

ガソリンスタンド

商店街（安芸市）

一般土木建築工事

電気工事

一般貨物自動車運送

タクシー
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