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須崎のがんばる企業を応援します！

・新須崎商工会館建設のお知らせ
　建設協力金のお願い
・新型コロナウイルス感染症関連
　新たな協力金・給付金の申請受付が開始されました
・インタビュー 有限会社 Ueta LABO
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商工すさき　i・susaki　2022年3月10日
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商工すさき

早いものでもう三月です。新年度に向けて、いかが
お過ごしでしょうか。
さて、私事で大変恐縮ではございますが、第一子が

昨年９月に誕生いたしました。
「子供の写真や動画を撮るようになるから、スマホ

の容量は大きくしとけ」という両親の助言を産前に頂
いていたのですが、普段写真をあまり撮らない自分に
は無縁の事だと突っぱねておりました。ところが実際
一緒にいると、何気ない日常でも写真をパシャパシャ
撮ってしまい、ついにはデータの整理を余儀なくされ
る状態にまで陥りました（笑）
親の言う事はちゃんと聞くものだなと思いつつ、子

供の成長の著しさを日々感じている今日この頃であり
ます。

広報委員　楠岡

編集後記

①2022.02.28  ④03.03　hy

　令和４年１月２９日（土）に須崎市立市民文化会館にて、令和
４年度四国ブロック役員予定者会を開催いたしました。
今回の会は令和３年度最後の四国ブロック役員会と同日開催
で、両会とも新型コロナウィルスの感染状況を鑑み、少人数での
参加、およびZOOMを用いたオンライン配信を用いたハイブリッ
ド開催とさせていただきました。
　令和４年度四国ブロック会長予定者として横山高幸君（㈱丸
昇農材）が、専務理事予定者には瀧口英寛君（㈱インフィニ
ファーマ/たきぐち薬局）が、理事予定者に川北徹君（司法書士法
人川北事務所）を承認いただきました。また、横山会長予定者が
所信を読み上げ、YEG四国ブロックに対する思いを語りました。

　令和４年10月28、29
日に四国ブロック大会
須崎大会が24年ぶりに
須崎の地で開催される
こととなり、須崎の魅
力をPRしていく機会が
より一層増すと思いま
す。皆さまのご協力よろ
しくお願いいたします。

令和４年度
四国ブロック役員予定者会

を開催しました！

令和４年度
四国ブロック役員予定者会

を開催しました！

令和４年度
四国ブロック役員予定者会

を開催しました！

YEG通信

※コロナ対策とし、入場者の抗原検査、消毒、発言時以外のマスク着用等を徹底いたしました

三角屋根が印象的な新社屋が完成した有限会社 Ueta  LABO
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新須崎商工会館建設のお知らせ
および建設協力金のお願い

新須崎商工会館建設のお知らせ
および建設協力金のお願い

会頭　　　　　　　　　竹内　健造
副会頭（会館建設委員長）　田部　義弘
副会頭　　　　　　　　松田　光正
専務理事　　　　　　　坂井　正輝

須崎商工会議所

須崎商工会議所は、昭和 30 年に設立され、昭和49年より現在地（須崎市西糺町）に移転し、須崎市
唯一の総合経済団体として地域経済の振興に貢献してまいりました。
現在の商工会館は須崎工業高校（現在の須崎総合高校）の校舎跡であり、築 57 年が経過している
為、建物等の老朽化が激しく、会館利用者様および会員事業者様に対してもご迷惑をお掛けしつつ利
用していただいている状態でした。また、耐震化もされておらず、近年起こることが想定されている南海
トラフ地震への対策も大きな懸念材料となっていました。
折しも、令和５年からの市の図書館等複合施設建設の為、現在地を立ち退く運びとなりました。当初、
市の施設への入居または借上げ等を検討してまいりましたが、時間的なことからも商工会議所として自
ら建設するしかないとの判断に至りました。このことを契機に、令和４年４月に須崎市多ノ郷甲（佐川急
便須崎営業所西隣）約 950㎡の用地取得を目指し、長年の懸案であった商工会館移転新築計画をス
タートする予定です。現在のところ新商工会館は令和 4 年 12 月竣工予定としております。
新商工会館は個人情報保護に考慮した相談コーナーの設置、お客様がくつろぎながら相談できるス
ペースの確保等、事業所様および職員が快適に安心して使用できる商工会議所を目指して建設を進め
てまいりたいと考えています。

新商工会館建設により、これまで以上に須崎市の商工業発展に貢献することはもとより、地域におけ
る様々な課題に率先して取り組んで参る所存でございます。コロナ禍等により、経済情勢が大変厳しい
なかではございますが、皆様のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
皆様の寄付金は全額新商工会館建設のための建設費に充当いたします。
何卒、趣旨をご理解下さり新商工会館建設の為のご支援をお願い申し上げます。 

※協力金の詳細に関しましては、後日書面にてお知らせいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  令和4年 ３月吉日

①2022.02.28　hy

須崎商工会議所  LINE公式アカウント

LINEを使用していない方は、須崎商工会議所メールアドレス 「 susaki@cciweb.or.jp 」 に事業所名と代表者名を
入力し、送信してください。メールにて情報配信致します。

ご不明な点につきましては、須崎商工会議所 　  0889-42-2575　までご連絡ください。

友だち募集中！ 旬な情報をいち早くお届けします。
トークで個別相談ができます。

友だち登録方法

または
QRコード※3を押して
右のQRコードを読み取って
追加してください。

ホーム画面※１から
『友だち追加』 ※２を
押してください。

※2

※1

※3

『友だち追加』※２からID検索
　　　　　　　　　で登録＠763fnqoh

QRコードで登録

友だち登録後にトークで 事業所名と代表者名を送信 してください。

セミナーご案内

2022年6月１7日（金） 14：00～16：30（仮）
須崎商工会議所
ＮＢＣグループ ／ 専務取締役  紅本亘 氏

日　時
場　所
講　師

　岸田首相が提唱する「新しい資本主義」は、企業に賃金の引き上げを求めるものであり、賃上げを行っ
た企業の法人税を減税する制度の控除率引き上げや、適用要件の見直しなどが検討されています。し
かしながら、そもそも企業の６０％以上は法人税を納税していない欠損法人であり、法人税減税を提
示したところで、社員の賃上げには全く役立ちません。つまり、納税している黒字企業で働く社員の給
与はますます上がり、納税していない赤字企業で働く社員の給与は上昇など望めない状態となるでし
ょう。企業の格差問題、さらには労働者の給与格差問題を広げる政策になりかねない現実があります。
賃上げできない企業は、社員に離職され採用することもできず「労務倒産」に陥ります。
　一方、賃上げできる企業は、ますます人を集め成長していきます。
　縮小の時代において賃上げできる経営状況を作り出さなければ、そもそも企業は存続できません。

　ではどのようにして賃上げできる経営状況を作り出せばよいでしょうか？ この続きは６月１７日(金)セミナーにてご紹介
します。無料でご参加いただけるセミナーです。この機会をお見逃しなく、ぜひご参加ください。

お申込み・お問い合わせ 須崎商工会議所  TEL0889－42-2575（担当：楠岡）

賃金を上げること！ それが経営の目的。「新しい資本主義」に対応する中小企業の『成長』と『分配』の法則
～中小企業だから低賃金、なんてウソです！～
大企業＝高賃金 の通説を打ち破る上位１２％中小企業が実践する、高賃金・低分配率経営とは？

セミナー内容

「あなたの会社は…賃上げできますか？」 「あなたの会社は…賃上げできますか？」 
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新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金
全国的なまん延防止等重点措置の適用や県内の感染急拡大に伴い、経済的影響を受けた事業者に対して県独自の協力金
を支給。

営業時間短縮要請協力金

対象施設を運営する事業所で、営業時間の短縮
要請に応じた事業者に対して協力金を支給

雇用維持臨時給付金
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者に対し、事業規模と影響度合いに応じた給付金を支給。
令和4年1月～3月を対象期間とし、そのうち最も影響を受けた1か月分の社会保険料事業主負担分を対象に支援

事業復活支援金
コロナの影響を受けた事業者の事業の継続・回復を支援するため事業規模に応じた給付金を支給。

県給付金と国の支援金を合わせた上限額は75万円

A：給付上限額(1日の売上高×0.3×10：最大75万円)  
　 と売上減少額とのいずれか低い金額
B：国の事業復活支援金支給相当額（1カ月分相当額）
　 ※個人最大10万円、法人最大50万円

県給付額  ＝  A ー B

給付額対象者

対象期間

高知県新型コロナウイルス感染症対策
臨時給付金申請手続相談窓口
TEL 088-803-6620

お問合せ

県内の感染症急拡大により直接的・間接的な影響を受け
た全事業種の中小企業等、個人事業者で、令和4年1月～
3月のうち1か月の売上高が平成31年、令和2年、令和3年
の同期比で▲30％以上減少した事業者  

令和4年1月～3月
そのうち最も影響を受けた1カ月分の売上減少額を対象に支援

申請締切
 5月31日（消印有効）

（※１）  a  2018年11月～2019年３月
　　    b  2019年11月～2020年３月
　　    c  2020年11月～2021年３月

給付上限額申請期間
令和4年1月31日～5月31日

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月～2022年3月のいずれかの月(対象月)の売
上高が、2018年11月～2021年3月の間の任意の同じ月
(基準月)の売上高と比較して50％以上または30％以上
50％未満減少した事業者

須崎商工会議所では、各種支援金・給付金の申請
支援を完全予約制で行っています。
ご希望の方は須崎商工会議所までご連絡ください。

TEL0889-42-2575

給付額
※1  基準期間の売上高―対象月の売上高 × 5か月分

支給額

要請期間
2月12日～3月6日 (対象地域：県内全域)

対象施設
午後8時を超えて営業している①～③の施設
①飲食店  ②旅館・ホテル（施設内の宴会場など飲食提供の場
に限る）  ③カラオケボックス、ライブハウス

申請締切
5月2日（消印有効）

高知県営業時間短縮要請協力金
申請手続相談窓口
TEL 088-821-6670

お問合せ

給付金算定方法対象者
①②すべての要件を満たす中小事業者等 （社会保険料事業主負担―既に受給した給付金×0.8）×

　　　　　　売上高減少幅（30％～75％/50％）×2/3補助率

申請締切
5月31日

①令和3年1月～12月(または直近1年間)の売上高が平成30
年、平成31年また令和2年のいずれかの同期比▲15％以上
減少
②申請対象月（令和4年1月～3月のいずれか1カ月）の売上高
合計が平成31年、令和2年または令和3年の同期比▲30％
以上減少

雇用維持臨時給付金相談窓口
TEL 088-821-7566

お問合せ

WEB申請WEB申請

対象者
①と②を満たす中小法人・個人事業主(全業種対象)

中小法人等  上限最大250万円　  個人事業主  上限最大50万円

のいずれかの期間
（基準月を含む期間であること）

事業復活支援金相談窓口 TEL 0120-789-140
お問合せ

区分
営業時間

酒類提供

協力金
（1店舗あたり）

A
午後9時まで

午後8時まで

2.5～7.5万円/日

高知家あんしん会食推進の店認証店舗 非認証店舗

午後8時まで
酒類提供は終日停止
(店内持ち込みを含む）

3～10万円/日

B C

※認証店は区分A・Bを選択可　※要請期間中は同一区分での全日協力必須。

売上高
減少率

▲50％以上

▲30％以上
50％未満

個人

50万円

30万円

年間売上高※２
１億円以下

100万円

60万円

年間売上高※２
５億円超

250万円

150万円

年間売上高※２
１億円超～５億円以下

150万円

90万円

法人

（※２）基準月を含む事業年度の年間売上高

※営業時間短縮要請（2/12～3/6）の対象事業者に
ついては、令和４年２月に限って申請を可能とします。
また、当該給付金の申請金額から２月分（2/12～
2/28）の協力金の受給額を控除します。

全事業者対象

全事業者対象

中小企業者等対象

飲食店、カラオケボックス等飲食提供施設対象

ホームページより給付額のシミレーションができます

　コロナ禍において、銀行からの借入を行う際、保証料を補助するお得な制度が令和４年１月からスタートしました。
銀行（四国銀行・高知銀行・高知信用金庫）からの融資の際に、保証協会を活用した借入時に使用できます。

アクサ生命保険株式会社
四国支社　高知営業所　
〒780-0870　高知市本町1-6-24　高知商工会館2F　 
TEL 088-875-3600

銀行での借入を検討されている事業者の皆様へ銀行での借入を検討されている事業者の皆様へ

申込窓口　   四国銀行・高知銀行・高知信用金庫

いずれも融資限度額は1,000万円（限度額に達するまでに複数回の利用が可能）
利率は年数や制度によりますが、商工会議所会員の皆様は0.20％差し引いた融資利率が
適用されます。

　 ●安心実現のための高知県緊急融資　●産業振興計画推進融資　●創業者等応援融資

ぜひご活用
ください

新型コロナウイルス感染症関連

県
新たな協力金・給付金の申請受付が開始されました新たな協力金・給付金の申請受付が開始されました

活用できる制度は以下の通りです。



06 07

i ♥ SUSAKI

　我が家の柑橘は、横浪半島の穏やかな海に面した日当たり
抜群の環境で、眼下に広がる浦ノ内湾の水面の反射光を浴び、
愛情込めて育てています。
　海の町ならではの海のエキス、にがり等秘密の製法で、上品
な自然の甘み、さわやかな香り、見た目も美しく仕上がります。
美味しさの秘訣は、秘伝の製法と黒潮の風、そして手間をか
けること。

会員紹介

北川果樹園
取扱商品
 所在地
TEL

柑橘／ぽんかん・文旦
須崎市浦ノ内西分1284-15
090-3989-0748

須崎市ふるさと納税2021須崎市ふるさと納税2021

35.8％

43.7％

6.9％

2.5％
0.6％

10.5％

　　　0円以上10,000円未満　35.8％

10,000円以上20,000円未満　43.7％

20,000円以上30,000円未満　  6.9％

30,000円以上40,000円未満　  2.5％

40,000円以上50,000円未満 　 0.6％

50,000円以上　　　　　　 　10.5％

寄附価格帯別 件数構成比

1
2
3
4

5

6

7
8
9
10

藁焼きカツオのたたき
職人吉岡の家庭用カラスミ 100ｇ
藁焼きかつおタタキ 1.8kg
小島水産がお届け！ 美味しいお刺身６回コース
漁師直送  朝獲れ！高級魚入り！
船上神経締め鮮魚ボックス
宮進商店謹製 本からすみ 100g以上【高級珍味】
四万十ひのき極め 一枚板まな板
毎月の野菜便り『高知の野菜１２回お届け定期便』♪♪
【南国高知からの贈り物】土佐文旦 訳あり 3.5kg
小島水産がお届け！ 美味しいお刺身６回コース

￥  5,000
￥  8,000
￥  8,000
￥75,000

￥10,000

￥10,000

￥10,000
￥60,000
￥  5,000
￥75,000

㈱小島水産
伊勢海老とカラスミの吉岡
野見漁業協同組合
㈱小島水産

九石大敷組合

宮進商店㈱

㈱土佐龍
㈱ひなた
㈱ひなた
㈱小島水産

順位 お礼の品 寄附金額 事業所名

お礼の品ランキングTOP10

2021年1月～12月までの寄付金額の累計額は約19億円（前年比6％減）でした。
今年は、お礼の品ランキングTOP10の中に「定期便」が3つもランクインしています。
「定期便」とは、年数回品物をお届けするお礼の品で近年申込が増加しており、

リピーターも続出するなど人気のお礼の品となっています。

(全体：約10万件)

①2022.02.28  ②03.02  ③03.03　hy

■平成3年4月11日　第3種郵便物承認

当社ではGS（げんすけ）菌という独自開発した微生物を使い、水質浄化・土壌
改善を目的とした洗剤や肥料等の商品を製造・販売しています。GS菌は「源助
（げんすけ）」という名前からきており、「何事も悪い状態であっても源（みなもと）
を助けることでより良い方向へ進んでほしい」という想いが込められています。排
水や生ごみ等に混ぜるだけで、水をキレイにし、生ごみを分解することができるの
で、魚の住みやすい水や有機肥料として再利用することができます。
また、当社は「故郷の海を綺麗にしたい」という思いから1984年から創業し、

「save the earh」を合言葉に、GS菌を使って環境に配慮した事業展開をしてきま
した。その中で当社の商品を通して、地域の排水や生ごみ等を有機肥料等の新た
な資源として再利用する「地域循環型資源」という考え方を多くの方に知ってもら
いたいと考え、情報発信力のある若い世代の方々にも知ってもらえるよう、事業者
向けだけでなく一般消費者向けの商品も製造・販売をしてきました。

有限会社 Ueta LABO
住 所 〒785-0059 高知県須崎市桐間西93

8：00～17：00（土・日・祝日休み）
0889-42-4620
0889-42-5515

営業時間
TEL
FAX

インタビュー
i n t e r v i e w

令和3年4月に代表取締役社長に就任し、同年11月に新しい社屋へ移転した
有限会社 Ueta LABO 代表取締役社長 上田知毅さんにインタビューしました。
令和3年4月に代表取締役社長に就任し、同年11月に新しい社屋へ移転した
有限会社 Ueta LABO 代表取締役社長 上田知毅さんにインタビューしました。

インタビュー
i n t e r v i e w

～「地球の循環に寄り添う」～～「地球の循環に寄り添う」～

もともと新しい社屋を建てるという計画があったのですが、いくつかの建築会社さんに設計やデザイン等のお話を持って
いった時に、ある建築会社さんが当社の企業理念に賛同してくださって「環境に配慮したCLT木材を使って、ぜひ新しい社屋
を建てたさせて欲しい」と仰ってくださいました。それで「この建築会社さんになら、ぜひお任せしたい」と思ったので、たくさ
ん設計やデザイン変更の話し合いをして大変でしたが、今のデザインの社屋が完成しました。新社屋では当社の商品を用い
たガーデニングが学べるワークショップなど「循環」をテーマにした取り組みを行い、少しでも関心の輪が広げられたらいいな
と思っています。

事業内容と力を入れていることについて教えてください。事業内容と力を入れていることについて教えてください。01

新しい社屋を建てられた理由を教えてください。新しい社屋を建てられた理由を教えてください。02

現在、高知県で製造・販売しておりますが、これからは県外でも「地域循環型資源」を広げるために、現地の原料を使っ
て同じ製造方法で生産する事業を考えています。「このような地域で資源が循環する仕組みがこれから始まって、ずっと広
がって続いていけばいいな」という想いを込めて「zutto」という事業名を名付け、県外展開を視野に入れ今年の３月末に
販売を開始します。
今後も当社の商品を通して、廃棄物を資源として利用する「地域循環型資源」という考え方を広めていき、社会全体で１

次産業を６次産業化する流れの中で発生する廃棄物を資源化することで循環する流れを作っていきたいです。また、現在
10名のスタッフで製造から営業、販売促進もすべて手掛けています。スタッフの為に健康で充実した職場環境を整え、み
んなのやる気を叶えることが会社の成長につながります。スタッフとともに成長し続ける会社でありたいと思っています。

今後の事業の展開を教えて下さい今後の事業の展開を教えて下さい03

HP

Facebook Instagram

有限会社 Ueta LABO
代表取締役社長 上田  知毅 さん
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須崎のがんばる企業を応援します！

・新須崎商工会館建設のお知らせ
　建設協力金のお願い
・新型コロナウイルス感染症関連
　新たな協力金・給付金の申請受付が開始されました
・インタビュー 有限会社 Ueta LABO
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須崎商工会議所

■平成3年4月11日　第3種郵便物承認　■発行日　奇数月10日　■2022年3月10日

アクサ生命保険株式会社
四国支社　高知営業所　
〒780-0870　高知市本町1-6-24　高知商工会館2F　 
TEL 088-875-3600

■平成3年4月11日　第3種郵便物承認　■商工すさき  i・susaki　■2022年3月10日

商工すさき　i・susaki　2022年3月10日
発行・編集◆須崎商工会議所　〒785-0012高知県須崎市西糺町4-18　電話：0889-42-2575　　　デザイン・印刷◆中央印刷株式会社　　　◆1部100円（会員は会費の中に含まれています）

商工すさき

早いものでもう三月です。新年度に向けて、いかが
お過ごしでしょうか。
さて、私事で大変恐縮ではございますが、第一子が

昨年９月に誕生いたしました。
「子供の写真や動画を撮るようになるから、スマホ

の容量は大きくしとけ」という両親の助言を産前に頂
いていたのですが、普段写真をあまり撮らない自分に
は無縁の事だと突っぱねておりました。ところが実際
一緒にいると、何気ない日常でも写真をパシャパシャ
撮ってしまい、ついにはデータの整理を余儀なくされ
る状態にまで陥りました（笑）
親の言う事はちゃんと聞くものだなと思いつつ、子

供の成長の著しさを日々感じている今日この頃であり
ます。

広報委員　楠岡

編集後記

①2022.02.28  ④03.03　hy

　令和４年１月２９日（土）に須崎市立市民文化会館にて、令和
４年度四国ブロック役員予定者会を開催いたしました。
今回の会は令和３年度最後の四国ブロック役員会と同日開催
で、両会とも新型コロナウィルスの感染状況を鑑み、少人数での
参加、およびZOOMを用いたオンライン配信を用いたハイブリッ
ド開催とさせていただきました。
　令和４年度四国ブロック会長予定者として横山高幸君（㈱丸
昇農材）が、専務理事予定者には瀧口英寛君（㈱インフィニ
ファーマ/たきぐち薬局）が、理事予定者に川北徹君（司法書士法
人川北事務所）を承認いただきました。また、横山会長予定者が
所信を読み上げ、YEG四国ブロックに対する思いを語りました。

　令和４年10月28、29
日に四国ブロック大会
須崎大会が24年ぶりに
須崎の地で開催される
こととなり、須崎の魅
力をPRしていく機会が
より一層増すと思いま
す。皆さまのご協力よろ
しくお願いいたします。

令和４年度
四国ブロック役員予定者会

を開催しました！

令和４年度
四国ブロック役員予定者会

を開催しました！

令和４年度
四国ブロック役員予定者会

を開催しました！

YEG通信

※コロナ対策とし、入場者の抗原検査、消毒、発言時以外のマスク着用等を徹底いたしました

三角屋根が印象的な新社屋が完成した有限会社 Ueta  LABO

7Pインタビュー記事
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