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商工会における施策活用事例
中国・四国ブロック
商工会女性部交流会報告
育児・介護休業法改正について
商工貯蓄共済満期更新のお知らせ
各関係機関よりお知らせ

山 荘しらさ 山カフェ（いの町商工会会員）
石鎚山と瓶が森の中ほどにある山荘しらさ内にある山カフェ。2021年春にリニューアルオープンしたツーリングやドライ
ブ客が立ち寄りにぎわう景色抜群のカフェです。看板メニューは山小屋で食べるスパイスの効いたチキンと野菜のスー
プカレー。
そのほかにもＵＦＯラインをイメージしたＵＦＯライスや食後はフレンチプレスで淹れた山荘しらさオリジナルブレ
ンドコーヒーと共にスイーツもいただけます。
住所/高知県吾川郡いの町寺川175

電話/090-2235-1400

営業時間/11:00〜16:00

定休日/水曜日

HP

Instagram

商工会における 施策活用事例
喜ら功

土佐ヒーリングセンター

TEL：0887-33-4110

お店の外観・店内の様子

TEL：090-7787-3936

カウンセリング室

食材ロスの減少と安心安全な商品の提供

オンライン講座開講のためのカウンセリング室改修

コロナ禍においてお弁当需要が高まる中、補助金を活用してブラ

補助金を活用し、内装工事を行うことで施術場所、事務所を広
い１つのスペースに改修。清潔感が増し、リラックス出来る事
で顧客による口コミ効果やカウンセラーの職場環境が改善さ
れ、より質の高いサービスの提供が可能になり、顧客の取込に
繋がりました。

ストチラー＆フリーザーを導入し、調理工程の短縮に取り組みま
した。食材ロスの減少と安心安全な商品提供、商品提供時間の短
縮にも繋がり、お客様から好評を得ています。
活 用 施 策：小規模事業者持続化補助金

活 用 施 策：小規模事業者持続化補助金

支援商工会：芸西商工会

フォトスタジオたけひら

有限会社

支援商工会：いの町商工会

TEL：0887-53-3641

ガーデンスタジオでの撮影例

有限会社

明神ハイヤー

TEL：088-892-1179

IP無線機（本社・車両）

ガーデンスタジオ整備による新規顧客開拓

IP無線機による営業地域と通信エリア拡大

土佐山田町で54年続く写真館です。近年需要が増加している

補助金を活用してIP無線機を導入し、通信エリアを拡大するこ
とで、お客様からのご要望に迅速に応えることができるように
なりました。また広域通信による詳細なグーグルストリート
ビューで玄関口を確認し、ご高齢のお客様のお迎えがスムーズ
になりました。

「自然派志向」に対応するため補助金を活用してガーデンスタ
ジオを整備しました。緑溢れるスタジオでの撮影はお客様に高
評価をいただいており、販路開拓に繋がりました。
活 用 施 策：小規模事業者持続化補助金
支援商工会：香美市商工会

活 用 施 策：小規模事業者持続化補助金
支援商工会：いの町商工会

2

商工会における 施策活用事例
Dog and Sea

左：
トリミング室

TEL：088-894-5125

右上：
ドッグラン 右下：店舗外観

トリミング室改装によるコロナ感染防止対策
トリミング・ドッグラン・ペット用品の販売を行っており、わ
んちゃんの手作りご飯が人気のお店です。商工会の支援を受け
補助金を活用し、トリミング室の改装を実施しました。密だっ
た作業スペースが拡張され空気清浄も可能になり従業員が安心
して働けるようになりました。
活 用 施 策：高知県中小企業新型コロナウイルス
感染症対策事業費補助金

支援商工会：春野商工会

岡田モータース

TEL：0880-52-1108

左上：土佐ジロー卵

TEL：0880-44-1618

左下：土佐ジロー鶏

右：液卵の冷凍保存

冷凍液卵保管及び機械導入による生産性向上事業
補助金を活用し、卵の賞味期限切れや規格外のロスをなくすた
めに真空包装機と冷凍庫を導入しました。卵を液卵にし冷凍保
存する事で大量生産と長期保存が可能になりました。液卵で納
品が出来るようになったことで販売先が広がり、販路拡大に繋
がりました。
活 用 施 策：小規模事業者持続化補助金
支援商工会：黒潮町商工会

4 + よんぷら

TEL：0880-22-1771

３名のチャレンジャーと店のロゴ
（上）
カレーとタルト
（下）

車輌故障診断機および
特殊工具の導入による顧客開拓

創業チャレンジ中のシェアカフェ

補助事業を活用し車輌故障診断機および特殊整備工具を導入し

四万十町商工会チャレンジショップにて、地域おこし協力隊３

たことで整備作業時間の大幅な短縮に繋がり、これまで外注に

名で創業チャレンジ中です。補助金による家賃1年分の支援等

頼っていた車輌付属品（カーナビや電装品等）の取付け工事な

を受け、チャレンジ期間終了後の創業を目指しています。日替

ど新たな受注に繋げることができました。

わりでカレーやスイーツを提供し、テイクアウトもあります｡

活 用 施 策：小規模事業者持続化補助金

支援商工会：四万十市西土佐商工会
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活 用 施 策：四万十町商店街等振興計画
推進事業費補助金
支援商工会：四万十町商工会

商工会における 施策活用事例
山里

TEL：0889-62-3339

店舗外観
（左上）
、
チーズクッペ
（左下）
、
様々なパンを販売しています
（右）

ふれあいの宿 海遊里

マグロ丼

TEL：0880-76-0331

ふれあいの宿

海遊里

大型オーブン導入による新メニューの開発・販売

テイクアウトで柏島のグルメを満喫しよう

津野町「道の駅布施ヶ坂」の隣で営業しています。補助金を活用し

柏島産の本マグロを使った『マグロ丼』を販売するため、補助

て大型オーブンを導入し、黒豆のバケットやチーズクッペなど新メ

金を活用して−６０℃の冷凍庫と冷蔵オープンケースを導入し

ニューの開発を行い、商品数が増え、売上増加に繋がりました。移

ました。また、宿泊の各部屋に空気清浄機付きエアコンを設置

動販売もしており、新メニュー商品が好評を得ています。

し、お客様が安心して宿泊できる宿になりました。

活 用 施 策：津野町チャレンジ応援事業費補助金
支援商工会：津野町商工会

パンとおやつ ぶどうのたね

山の宝満載のパンとおやつを提供しています

活 用 施 策：小規模事業者持続化補助金
支援商工会：大月町商工会

小川製塩所

TEL：0889-52-3661

太陽光のみで2ヶ月かけて製塩

設備導入によるメニュー強化・販路拡大

土佐久礼太陽塩の通信販売サイト開設

国産小麦・自家製酵母・地元野菜をふんだんに使った「パンとおや

中土佐町から日本一の天日塩を作り出したいとの想いの元、火
力を一切使わず、太陽光で2ケ月かけ製塩しています。ミネラ
ルを多く含み、苦味、甘み、旨味の調和がとれたマイルドさが
特徴。補助金を活用して通信販売サイトを開設し、販路開拓に
取り組んでいます。

つ」のお店。補助金を活用して高速ガスオーブン導入、店舗の改
修、パーテーション・エアコンの設置に取り組んだことで、メ
ニューが豊富になり、コロナ対策も万全にして営業しています。
活 用 施 策：小規模事業者持続化補助金
支援商工会：梼原町商工会

活 用 施 策：小規模事業者持続化補助金
支援商工会：中土佐町商工会
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商工会における 施策活用事例
ふくちゃん青果

TEL：0887-38-8318

店舗外観

さめうらフーズ

TEL：0887-76-2148

上：
トップページ 下：商品ラインナップ

品質維持を図る為の店舗環境整備

自社ホームページリニューアルによる販路拡大

奈半利町で青果店を営んでいます。熱風や冷気等の影響による

補助金を活用して自社ホームページ兼自社ネットショップのリ

品質低下が課題でしたが、補助金を活用し、扉の設置、冷房設

ニューアルを行いました。自社の素材へのこだわりを画像や動

備の導入を行い、店舗環境を整備することで品質維持が実現で

画を通してお客様に伝えることができ、新規顧客、閲覧者数の

き、課題解決に繋がりました。

増加、そして売上の増加に繋がりました。

活 用 施 策：小規模事業者持続化補助金

支援商工会：中芸地区商工会

畑の食堂コパン

TEL：088-819-1272

全国１位を獲得した
地元産の野菜を使った商品をご自宅へ
あけぼの街道沿いにある地元産の野菜をふんだんに使った
ビュッフェランチが人気のお店。コロナを機に補助金を活用し
真空包装機等を導入し、店舗で提供している人気のディップ
ソースやパスタなどがオンラインにて販売可能になりました。
活 用 施 策：小規模事業者持続化補助金

支援商工会：南国市商工会
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活 用 施 策：小規模事業者持続化補助金
支援商工会：本山町商工会

Aozo Light

店内の風景

室戸市の商店街に集いの空間が開業
チャレンジショップでギャラリー＆カフェを運営した３人で、
室戸市浮津の古戸商店街にカフェとピクルス加工場、ダンス教
室の複合店「Aozo Light」をオープンしました。店舗準備に補
助金を活用し、立ち寄った皆さんが一息つけ、交流できる空間
を目指しています。
活 用 施 策：室戸市創業・
事業承継支援事業費補助金
支援商工会：室戸市商工会

中国・四国ブロック商工会女性部交流会
（高知大会）
開催について
「絆に感謝」をテーマに、7月7日ザ・ミーニッ
ツ（南国市）において、令和3年度中国四国ブロッ
ク商工会女性部交流会高知大会を開催しました。
高知県の感染者数が減少しない状況を考慮し、各
県の主張発表者や来賓の方々が高知に集合する形

高知県女性連会長
白山 早苗 開会宣言

高知県代表
香南市商工会女性部
濱口 涼子 部長

式からウェブでの参加に切り替え、その様子を

全国商工会
女性部連合会
竹中 仁美 会長

YouTubeで配信しました。
交流会は高知県商工会女性部連合会

白山会長

の開会宣言ではじまり、中国四国ブロック女性部
連合会連絡協議会

青木会長（鳥取県）による主

催者挨拶、高知県商工会連合会
のあと、全国商工会連合会

武田会長の挨拶

基調講演 堀内佳 氏

宮本周司顧問をはじめ、四国経済産業局

松岡部長、全国商工会女性部連合会

優良賞 表彰の様子

岸本産業部長、高知県商工労働部

竹中会長よりご祝辞をいただきました。中四国各県9名の代表による

主張発表大会では、「女性部活動と地域振興・まちづくり」「女性部活動に参加して」のいずれかをテーマ
に、女性部活動の内容やその活動で得られた成果について発表が行われました。最優秀賞には、鳥取県代表
小椋すえみさんによる『女性部活動と地域振興・まちづくり〜YouTubeで世界へ発信!!できちゃいました
〜』が選ばれ、優秀賞には広島県代表

石中裕美さんの『女性部活動と地域振興・まちづくり〜ついておい

でよ♪黒瀬へご当地ソングでアクティブに〜』が選ばれました。
基調講演では、シンガーソングライターの堀内佳氏をお迎えし「いま、幸せに生きるために！」と題し、
自身の生い立ちや経験、それぞれの特徴を活かして働ける環境を作っていく事の重要性について語って頂き
ました。交流会の最後に、次年度の開催地である広島県のPR動画と広島県商工会女性部連合会

松井会長

からのご挨拶があり、盛会裏に終了しました。
ウェブ配信は初めての試みでしたが、女性部員が商工会へ集合して視聴したり、各事業所で視聴する等、
状況に応じた参加方法が取れる点が好評でした。当日視聴できない方に配慮し、交流会1週間後まで閲覧可
能とした結果、1,200名を超える女性部員の方に視聴頂きました。これまで交流会に参加したことがなかった
方にもご視聴頂き、各地の女性部活動の共有が図れた大会となりました。

育児・介護休業法が改正されました
出産・育児による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするた
め、令和３年６月に育児・介護休業法が改正されました。令和４年４月１日から段階的に施行されます。
＜改正の主なポイント＞

※詳細は厚生労働省HPをご覧ください。

①出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。
②育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
の措置が事業主の義務になります。
③育児休業を分割して取得できるようになります。
④育児休業取得状況の公表が義務付けられます。
⑤有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。
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「商工貯蓄共済」
の満期を迎える皆様へ

ご加入者様だけの特典！

満期更新のご案内
商工貯蓄共済の満期（10年満期）を迎えられた時
同額の保険金までの範囲内の更新契約であれば

健康状態に関係なく保障を継続できます！
つまり、告知や診査が不要です！

満期を迎える方は是非、更新契約をご検討下さい
〜次の条件が満たした場合のみ「更新契約」ができます〜
１.被保険者は同一人物であること

２.満期の契約の保険金額の範囲内であること

３.更新時の年齢が加入年齢の範囲内であること
４.満期契約が特別条件付契約でないこと

※引受年齢制限を超えるご契約は残念ながら更新できません

詳しくは、ご加入の商工会へお問合せください

人材確保でお悩みの事業所の皆様へ

高年齢者の方の積極的なご活用を
！
高年齢者雇用のメリット

高年齢者は高い就業意欲を持っています。そのバイタリティが職場の活性化につながります。
高い経験・技術・知識・ノウハウを持った人材が多くいます。若年労働者への技術継承に重要な役割を
担っています。
勤務時間、休日等に柔軟な対応ができる方が多いのです。早朝の時間帯での勤務もいとわない方も多く
いらっしゃいます。
高年齢者の雇用により、国からの助成金制度を活用できる場合があります。

※助成金には支給要件があります。詳細はハローワーク窓口までご相談ください。

支援メニューご活用の具体例では…「企業合同説明会」の企業ブースにご参加、
「おしごとカフェ」
（ミニ企業説明会）にご参加 、
「職場見学」可能企業としてご登録＆見学の実施などがございます 。
なんでもご相談 ください！下記協議会の事務局までご連絡ください 。
〒780-0870 高知市本町4-1-16 高知電気ビル別館１階
電話088-879-1907 ファックス088-879-1908 メール⇨shogai5@ca.pikara.ne.jp
ホームページ⇨http:www.ca.pikara.be.jp/shogai（担当：高橋・芳川・谷脇）
高知県生涯現役促進地域連携協議会
（高知県商工労働部・社会福祉法人高知県社会福祉協議会・高知県経営者協会・高知県商工会議所連合会・
高知県商工会連合会・日本労働組合総連合会・株式会社四国銀行・株式会社高知銀行・公益社団法人高知県シルバー人材センター連合会）
では 、
55歳以上の就労に意欲のある高年齢者と企業ニーズをマッチングさせる 厚生労働省の就労支援事業を実施しています 。

現在、企業合同説明会でのブース参加希望の企業さまを募集しています
（毎回10社程度）
11月16 日
（火）
土佐市
「 つなーで 」 2022年2月2日
（水）
南国市
「 ザ ・ミーニッツ 」 ともに14:30〜16:30
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『無料合同労働相談会を開催します』
労働問題でお悩みの方を対象に弁護士、司法書士などの専門家が面談又は電話にて相談をお受けします。事業主の
方も相談できますのでお気軽にご相談ください。
相談日時 / 令和３年１０月２９日
（金） 午前10時〜午後５時
面談場所 / 高知県庁北庁舎
（高知市丸ノ内２−４−１）※受付は４階、高知県労働委員会事務局で行います。
予約申込み・お問い合わせ / TEL088-821-4645

相談ダイヤル（当日専用088-821-4661）

予約受付期間 / ９月１日
（水）
午前９時〜１０月２６日
（火）
午後５時

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、今後の状況により、中止等になる場合があります。
最新情報や詳細については、予約受付電話番号にお問い合わせください。

※県内では、南国市、宿毛市、香南市、安田町、
大豊町、土佐町、いの町、仁淀川町で実施
R4.3〜高知市、R4年度〜四万十市で実施予定

職場で簡単に！企業向け出張申請
職場で申請ができる！

市町村職員があなたの職場に
訪問し申請を受け付けます！

無料で写真撮影！

写真を用意しなくてもＯＫ！
その場で撮影します！

ご自宅でカードの受取可能！

当日、運転免許証等で本人確認ができればカードを自宅に送付！
市町村役場に行かなくてもカードを取得できます！
※出張申請には、人数、日時など条件がありますので、詳しくは市町村振興課までお問い合わせください。

企業向け出張申請・この記事についてのお問い合わせ

高知県 総務部 市町村振興課 行政担当
TEL：088-823-9313 E-mail：111701@ken.pref.kochi.lg.jp

発行所／高知県商工会連合会
〒781-5101
高知市布師田3992-2 中小企業会館3階
T E L：088-846-2111
FAX：088-846-2244
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