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よさこい四万十 2018よさこい四万十 2018グラフグラフ

9月16日、「よさこい四万十2018」が開催されました。今年は不破八幡宮前の会場も増え、
32チーム、約1,300人の踊り子が最高気温33.3度の中村の街に、「熱い元気」を届けてくれ
ました。中村商工会議所は、当イベントを全面的にサポートし、中村の活性化に尽力して
おります。

中村商工会議所会報　四万十川　特別号02



中村商工会議所は商工業と

住みよいまちづくりを応援しています

提言・要望・活動

◆会員さんの「声」を実現するため意見・
要望活動をしています。

▲四国銀行の跡地の有効活用について（商店街振興組合連合会と）

◆創業希望者・新規事業をお考えの方を
対象に、マインドマップと呼ばれる思考
法を学び、事業を発展させるために最も
大切なことであるアイデア発想力を高
めるセミナーを実施します。皆様ぜひご
参加ください。

1,091事業所（平成30年9月30日現在）

中村商工会議所では、会員を募集しています！
ご興味のある方は、当会議所までお気軽にお問合せください。

日時　平成30年11月19日（月）、20日（火）

　　　18：00～21：00

場所　中村商工会館　３階　大会議室

講師　株式会社　ＭａｔｓｕＫａｔｓｕ

　　　代表取締役　松岡　克政　氏

◆相談会や展示会、各種セミナー、金利情報など、経営に関する情報は当会議所ホームページ又は、
お電話にてお問い合わせください。

◆平成30年10月5日より、最低賃金が改定さ
れました。産業や業種にかかわりなく、高知県
内の事業場で働く全ての労働者（臨時、パー
ト、アルバイト含む）と、労働者を1人でも使用
している全ての使用者に適用されます。

737円→762円
(変更前) (変更後)

◆毎年1月5日に新ロイヤルホテルにて行われ
ています。全会員にご案内しており、それ以外
にも各関係団体からも多数ご出席いただいて
おります。異業種交流ができると評判です！

新年互礼会創業セミナーを開催します

高知県最低賃金が改定されました！

情報提供をご希望の方へ

中村商工会議所会報　四万十川　特別号 03



中村商工会議所会報　四万十川　特別号04

経営指導員から
～指導を振り返って～

　私がまだ新入職員と呼ばれて

いた当時、先代の櫻内作平さんか

ら多くの叱咤激励を受け、地域の

古い話や若い時のエピソードを

たくさん聞かせて頂きました。

　作平さんが亡くなったと聞い

た時、喪失感がありましたが、美

佐さんに支援要請を頂いた時、強

い責任感とともにピーポの再出

発を支援できることに喜びを感

じていました。

　改革は道半ばですが、計画の予

実管理を行いながら目標達成ま

で伴走支援していきたいと思い

ます。

　当店は高知県西部で唯一残っているおも
ちゃ専門店です。
　当店がオープンしたのは昭和4７年5月。
　この頃、高度成長の中、子供の数は増え続
け、中間層と呼ばれるサラリーマン家庭もど
んどん豊かになっていく、そんな時代だった
と聞いています。
　そんな折、当時学校の先生だった父櫻内作
平が、おもちゃの知育的役割と市場の広がり
に可能性を感じて、商店街の一角に小さなお
もちゃ屋を開きました。これが当店の歴史の
始まりです。
　その後、おもちゃは時代の流れに乗り、小
さかった当店も徐々に拡大して、今では親子
3代にわたってのお得意様もいる老舗おも
ちゃ屋さんへと成長することができました。
　当店に転機が訪れたのは3年前のことでし
た。それまでお店を切り盛りしていた父が急
死し、突然私がお店を継ぐこととなったので
す。
　私は数年前から経理などを手伝っていた
ものの、店舗経営について経験はなく、すべ
てが手探りでした。
　また、父が開業した当時と今とでは社会情
勢が大きく異なり、長引く不景気に加え、当
地域での急速な少子化は当店存続にとって
大きな不安要素であり、なかなか将来が見通
せずにいました。
　その時、一緒に悩み、今後の方向性をどう
すれば良いか一緒に考えてくれたのが中村
商工会議所当店担当の溝渕さんです。

　まず改革の一歩は現状を見つめ直す事か
ら始まりました。
　その中でも特に衝撃だったのは、現在四万
十市に住んでいる子供たち約2300人は10年
後1700人余りまで減少してしまうことでし
た。
　このような状況の中、どのような道を進む
べきか何度も検討していきました。
　そして当店は昭和40年代のおもちゃ屋さ
んをコンセプトに「大人が童心に帰り子供と
一緒におもちゃを楽しめる体験」を提供する
店を目指す事に決めたのです。しかし、この
構想には不安な部分もありました。それは昭
和40年代のおもちゃ屋さんをどのように再
現するのか？お金はどうするのか？何から
着手していいのか全く分からなかったから
です。

　そんな時、溝渕さんから提案されたのが事
業計画の策定でした。
　この事業計画は、なぜこのような構想を考
えたのか、何にお金がいくらかかるのか、い
つまでに何をするのか、などについて溝渕さ
んと話し合いながらまとめたもので、完成し
た時ようやく実現までの道のりが見えた気
がしました。
　そしてこの事業計画は、後日思わぬ力と
なって事業を後押ししてくれることとなり
ます。
　事業計画を策定したことで、構想を実現す
るにはどうしても不足しているものがある
事に気づきました。それはコンセプトを実現
する店舗デザインと資金です。
　まず店舗デザインを決めようと溝渕さん
より提案をうけ、補助制度を活用し、店舗デ
ザインに経験豊富な専門家を招聘してコン
セプトを実現する店舗デザインの作成を依
頼しました。
　事業計画を見た専門家は計画に深い感銘
を受けたとの事で、依頼した店舗デザイン以
外にも集客に必要な様々な手法をご教示頂
き、構想実現に向けて大きく前進することが
できました。
　また、もう一つの課題である資金確保のた
め、この計画を小規模事業者のための販路開
拓の補助金（小規模事業者持続化補助金）に
応募しました。結果は見事合格！店舗改装費
50万円の補助が決定しました。
　くしくも、自分自身を整理するために作っ
た事業計画が専門家の心に響き、心強い協力
者になるとともに、国に評価され事業資金の
支援が得られることになったのです。

中村商工会議所

溝渕 聡

老舗おもちゃ屋さんを承継し
　　　　商工会議所と一緒に経営革新を実現

　事業計画の策定

　ミラサポ　専門家派遣事業

　小規模事業者持続化補助金

企業
支援

創業支援を始め、経営計画作成、販路拡大やさまざまな情報提供など、事業経
営に関する事なら何でもご相談ください。当会議所の経営支援の実績より、
事例（会員事業所）をご紹介します。

［事業所名］

［代表者］

［所在地］

［ 創 業 ］

おもちゃのピーポ

櫻内 美佐

四万十市中村東下町19

昭和47年5月
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　私は今回のことで商工会議所は事
業者にとって心強い味方であること
を再認識させてもらいました。　こ
の体験を私と同じように経営に悩む
事業者に知ってもらいたいと、私の
身内のカフェ経営者に当店の商工会
議所担当者溝渕さんを紹介させてい
ただきました。
　商工会議所のみなさんにはもっと
多くの事業所とかかわり、経営に悩
む経営者の方々を一人でも多く救っ
ていただけたらと思います。

中村商工会議所では、中小企業の経営安定をお手伝いしています。

個人事業主の方には退職金がありません。ご自分の退職金

を積み立てしませんか？

積み立てながら掛金は全額所得控除できるので、節税効果

もあります。

節税しながら事業主の退職金積立ができます！節税しながら事業主の退職金積立ができます！

＜小規模企業共済制度（経営者の退職金積立）＞

掛金は全額所得控除 掛金を自由に設定

確定申告時に所得控除でき

るため、節税ができます。

掛金月額を1,000円～70,000

円の間（500円刻み）で自由に

設定できます。

加入のメリ
ット

加入

◆消費税の増税や税法の改正などにより、
確定申告作業も複雑になってきています。

◆決算書や確定申告書の作成や年末調整、
記帳指導などの税務支援も行っています。

◆国・県を中心に、さまざまな補助金・助成
金の制度があります。

◆話の内容により、活用できそうな制度を
紹介し、受給に向けて支援致します。

◆創業、販路開拓、経営革新、事業承継な
ど、経営に関するお手伝いをさせて頂いて
います。

◆相談内容によっては、無料で専門家の派
遣を受けることができます。

中村商工会議所には、中小企業診断士やそれに準ずる知識を習得している経営指導員

が4名在籍しています。事業計画の策定支援や販路開拓支援など、多岐にわたって経営

をサポートします。
※中小企業診断士（国家資格）…中小企業の経営課題に対応するための診断、助言を行う専門家。

経営に関する相談をお受けしています。経営に関する相談をお受けしています。

詳しくは、中村商工会議所（経営指導課）まで、お問い合わせ下さい。

※

◆平成31年10月1日より、消費税が8%から
10%へ増税されることとなっています。今
からできる備えをしっかりやっておきま
しょう。

◆国・県の制度を中心に、事業資金（融資）に関
する相談を随時受け付けています。

◆日本政策金融公庫と協力し、その日、その場
で融資が決まる「一日公庫」を開催します。

　　　　　　　　　　  ※申込期日　11月22日

日にち ：平成30年11月29日（木）

場　所 ：中村商工会議所

中村商工会議所会報　四万十川　特別号 05



中村商工会議所では、中小企業の経営安定をお手伝いしています。

個人事業主の方には退職金がありません。ご自分の退職金

を積み立てしませんか？

積み立てながら掛金は全額所得控除できるので、節税効果

もあります。

節税しながら事業主の退職金積立ができます！節税しながら事業主の退職金積立ができます！

＜小規模企業共済制度（経営者の退職金積立）＞

掛金は全額所得控除 掛金を自由に設定

確定申告時に所得控除でき

るため、節税ができます。

掛金月額を1,000円～70,000

円の間（500円刻み）で自由に

設定できます。

加入のメリ
ット

加入

◆消費税の増税や税法の改正などにより、
確定申告作業も複雑になってきています。

◆決算書や確定申告書の作成や年末調整、
記帳指導などの税務支援も行っています。

◆国・県を中心に、さまざまな補助金・助成
金の制度があります。

◆話の内容により、活用できそうな制度を
紹介し、受給に向けて支援致します。

◆創業、販路開拓、経営革新、事業承継な
ど、経営に関するお手伝いをさせて頂いて
います。

◆相談内容によっては、無料で専門家の派
遣を受けることができます。

中村商工会議所には、中小企業診断士やそれに準ずる知識を習得している経営指導員

が4名在籍しています。事業計画の策定支援や販路開拓支援など、多岐にわたって経営

をサポートします。
※中小企業診断士（国家資格）…中小企業の経営課題に対応するための診断、助言を行う専門家。

経営に関する相談をお受けしています。経営に関する相談をお受けしています。

詳しくは、中村商工会議所（経営指導課）まで、お問い合わせ下さい。

※

◆平成31年10月1日より、消費税が8%から
10%へ増税されることとなっています。今
からできる備えをしっかりやっておきま
しょう。

◆国・県の制度を中心に、事業資金（融資）に関
する相談を随時受け付けています。

◆日本政策金融公庫と協力し、その日、その場
で融資が決まる「一日公庫」を開催します。

　　　　　　　　　　  ※申込期日　11月22日

日にち ：平成30年11月29日（木）

場　所 ：中村商工会議所

中村商工会議所会報　四万十川　特別号 05



青年部・女性会と6部会も活動しています

　中村商工会議所青年部（通称：中村YEG）は、会員事業所の若手経営者・後継者等で構成

された組織で、将来、地域経済をリードするリーダーとなるため、活動の中で日々研鑽

に努めております。主な活動としては、外部講師を招き自社や地域の発展のための知識

を学ぶ研修会の実施、「一條大祭御神火奉納提灯行列」や、地域イベントでの物販事業な

どによる地域活性化事業など様々な活動をしております。

私たちと共に活動してみたい！という方は、当所事務局までご連絡下さい。中
村
商
工
会
議

所
　　
　　　青

年
部
だ
よ
り

様々な研修会の開催

　中村商工会議所女性会は、会員事業所においてその事業経営に直接または間接に参

画する女性をもって組織する。となっており、様々な活動を行っています。活動内容に

ついては、以下の通りです。

　●地元料理研究事業（地元食材で地元料理を伝承することを目的としています）

　●８８事業（四国八十八箇所を世界遺産に。を目標に頑張っています）

　●ボランティア清掃（地域の清掃活動に参加しています）

　●おもてなし活動（お祭りなどでおもてなし活動をしています）

　●各地域イベントへの参加（街の活性化を目的としています）

　●研修会への参加（様々な研修会に参加しています）　等

　

中
村
商
工
会
議
所

　　
　　　　

女
性
会
だ
よ
り

　中村商工会議所には、親かいとは別に様々な組織があります。青年部・
女性会はそれぞれそのうちの１つで、会議所の会員で構成されていま
す。以下にご紹介いたします。

　業種毎に6つの部会に分かれ、

事業の発展・改善を図るために

活動しています。

　会員の皆様はいずれかの部会

に所属しています。

《6部会》サービス部会 交通運輸部会 観光部会

小売商業部会 建設工業部会 金融・不動産部会

旅館・飲食・喫茶など 運輸・自動車など 観光関連

小売・卸売など 建設・建築・土木など 金融・保険・不動産など

一條大祭にて「御神火奉納提灯行列」の実施

公家行列への参加西土佐商工会女性部と合同で「地元料理研究事業」

中村商工会議所会報　四万十川　特別号06



史上例を見ない、超高齢化社会を迎え、「健康」には増々人々の関心が集まってます。
今回は「健康」をキーワードに、中村商工会議所の会員事業所さんをご紹介します。

中村商工会議所会報　四万十川　特別号 07

澳本 伊吹さん

【FITNESS Gym NATURE】

具同5390 ℡37-1515鍛える
■このジムは今年3月9日オープ

ンし、10月現在会員数は約450名

となりました。マシンは約50台

置いております。

■ 3年くらい前から始めた

Youtubeはフォロワーが4万人お

ります。Instagramは1万7千人に

なりました。SNSでの情報発信

は、やはり20～30代の方の反響

が大きいですね。

■以前リハビリテーションに携

わっていた時、「健康」は、やはり

継続的に運動することと、食事の大切さを感じま

した。そのことを常に念頭に置いております。

■今後の展望

は、リハビリの

施設を併設した

ジムを作ってみ

たいです。

井村 由美さん看まもる
【グリーンハーツ訪問看護ステーション四万十】

中村大橋通7丁目12-15 ℡34-8887

■平成26年3月にオー

プンしました。患者さ

んのご自宅に看護師が

お伺いし、健康を取り

戻す、そして維持する、

ことをお手伝いしてお

ります。

■国の施策として、病院から在宅医療への流れが

ありますが、高知県は県民所得が低い関係で、共働

き家庭が多く、自宅に人がいない状況があり、在宅

療養を行う環境が整っていないと言えます。

■当ステーションは、体が楽になり、気持ちがよく

なるような看護を実施しておりますが、ご希望が

あれば、24時間365日電話で応対しております。ま

た家に帰れるよう

に病院や他施設と

の連携をはかりな

がら、自宅への退院

を支援しておりま

す。

川村 祐子さん

【中村くらしを見直す会】

中村東町2-2-5 ℡35-3889育てる

こだわりの調味料を販売してます

■昭和58年に「中村

くらしを見直す会」

を設立し、今日まで

環境・健康について

考え、活動してきま

した。

■四万十市の給食

では「環境にやさしい農業のための研究会」を通じ

て、現在30％くらいが地元産の無農薬米が入るよう

になりました。これは、対外的に大いに誇れること

だと思います。四国内でも今治市くらいしかない取

組みで、四万十市は子供の食育については、かなり

先進的と言えます。

■将来的には、アメリカの西海岸が環境問題につい

て先進的であるよう

に、この高知西南地

域、つまり四国の西

海岸も四万十市を中

心として、環境・健康

問題に先進的な地域

として発展したらい

いですね。

志治 誠則さん食べる
【まぁ坊豆腐】

中村大橋通6丁目6-25 ℡34-8202

豆腐丼セットと麻婆豆腐セット一押しです

人気の鉄板麻婆豆腐定食

■豆腐は、低カロ

リー、高タンパク

質で健康食品の代

名詞です。こだわ

りとしては、自分

がおいしいと思え

るものを豆腐で提

供しています。肉、

魚を入れると負けてしまうので、豆腐だけでおい

しい料理を工夫してます。

■一番人気は鉄板麻婆豆腐定食です。がっつり食

べられますよ。

■現在販売しているのは、寄せ豆腐と木綿豆腐の2

種類ですが、もっと種類を増やしていきたいと思

います。今はレス

トランもスイーツ

も豆腐も1店舗で

営業していますが、

将来的には、それ

ぞれの店舗を構え

てみたいですね。



　幡多地域の製造業者や生産者を「売り手」、飲食店や宿泊業者等を「買
い手」として、事業所同士のマッチングを図り、幡多地域内における販路
拡大を支援します。
　諸事情により、大手企業に対する売り込みが難しい小規模な事業所
等にスポットを当て、身近なところに販路を拡大する機会を創出する
取り組みです。　※即売会ではありません。

日時　11月14日（水）13：00～16：00
場所　新ロイヤルホテル四万十
　　　（四万十市中村小姓町26　TEL0880-35-1000）

日時　12月1日（土）10：00～14：00
場所　四万十市立東中筋中学校

日時　11月17日（土）
　　　9：00～（1時間程度）
場所　一條神社周辺

日時　11月22日（木）
　　　17：30スタート（予定）

　お馴染み間六口さんのバナナの叩き売り他、一條太鼓、マジック、パン
トマイム、歌謡ショー、アンデス音楽、キーボード演奏、そしてチンドン
など、多彩な演し物を披露します。たくさんの方のご来場をお待ちして
おります。詳しくは、11月中旬の新聞チラシ折込をご覧ください。

　「一條大祭を迎えるにあたり街をきれい
にしよう」と毎年開催しています。

　京都下鴨神社より頂いた御神火を、一條
大祭宵宮祭に奉納する行事です。

日時　11月23日（金・祝）9：00～15：00
場所　四国銀行中村支店跡地

　ツルの写真パネル展、野鳥の巣箱づくり体験、ツル食堂、一條太鼓の
演奏など楽しさいっぱいのイベントのほか、みかんプレゼント、餅・菓
子投げも用意しています。

　中村商工会議所の活動方針は、『中村をリードする商工会議所になる』というものです。そ
の中の1つに、地域活性のための活動があります。
　この四万十市の中村地域に住む人々が、生き生きとした生活を行い、またそれを持続させ
られるよう、日々頑張っております！下記は直近のイベントのご案内です。

※今年もツルの渡来時期になりました。ツルを見かけたら、近寄らないで

　静かに見守ってください。
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