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・2023年 竹内会頭・年頭所感
・新須崎商工会館が建設されています！
・高知家のうまいもの大賞
　最優秀賞受賞 （株）アースエイド
・土佐の匠認定 （有）梅原晴雲堂
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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

編集後記

新年あけましておめでとうございます。
以前はお正月と言えば元旦に届く年賀状が楽しみ
で、自分が出す年賀状もせっせと力を入れて作成した
ものですが、この頃ではその作成も億劫になり、知り
合いも年賀状じまいをする方が増えてきました。年賀
状作業、どうしてそんなに進まないのか考えると、一
年でこの時しか使わないプリンター、インクを買い替
えることから始まるその作業と、処理速度が極端に
遅いパソコンへのストレス…私の場合はここに原因
があったようです。
今年はスマート年賀なるLINEサービスを利用し、
電子年賀状をさくさくっと作ってみました。これで完
璧！簡単！のはずが、ハガキで届く方にこれで返すの
は味気ないかな…と気が引ける…これは昭和生まれ
の性でしょう。そして、どうしてもハガキで返すべき相
手もいたりで…結局元日にはハガキでの返信作業と
なりました。
そして億劫に感じた作成作業は、新しいPCでやっ
てみるとそれほどのストレスもなく、これなら早くから
作成すればいいだけのことかな～と…確か去年も来
年こそは早く作成しようと思ってお正月を過ごしたな
…と成長 していない自分に気づいた年明けでした。

さて来年は、ハガキにするか電
子にするか…

　　　　　広報委員　瀬戸

高知県内加盟店
の店舗検索はこちら

使用期限

受付期間 令和5年1月25日（水）
　　　　～3月8日（水）17：00まで

令和5年1月25日（水）
　　　　～3月8日（水）17：00まで

受付期間を過ぎた場合、税理士チェック
が不可能となるため、会議所を通しての
確定申告書の提出ができず、決算・確定
申告指導もできかねますのでくれぐれも
ご注意ください。

適正な申告、税理士チェック体制の整備、申告期限の厳守のため、
須崎商工会議所での確定申告書類の受付については、下記の通りと
させていただきます。

～確定申告指導期間について～～確定申告指導期間について～
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須崎市に要望書を提出しました須崎市に要望書を提出しました
12月19日、高知県商工会議所連合会として取りまとめた要望書を楠瀬
須崎市長、西村須崎市議会議長に提出しました。

11月30日、須崎商工会議所大会議室において令和4年度優良従業員表彰式を開催しました。
須崎市および須崎商工会議所では会員事業所に永年にわたり勤め、地域経済の発展に寄与された従業員の皆様
の功績を称え、勤労意欲の高揚と商工業の振興発展を図る為、優良従業員表彰式を毎年開催しております。
本年度受賞者は以下の通りです。

2023年 竹内会頭・年頭所感
明けましておめでとうございます。
2023年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。

私は、昨年11月の役員改選において会頭として再任されました。思えば前期の
３年間は、会議所活動も自社の経営もコロナへの対応に明け暮れた３年間だっ
たように思います。
一昨年より、コロナ禍での市内事業者様への持続的な経営支援に全力で取り
組んでまいりましたが、本年も地域経済ならびにそれを支える事業者の皆様の
発展のため、引き続き全力を尽くしてまいります。
今年は事業所巡回をさらに推進していくことと併せて、当所の７部会を活性化し
ていく予定です。そうすることで、事業所の声を聞きとる機会を増やし、真の地
域ニーズを把握して行政機関への政策提言や地域事業者にとって有益な事業
を実施してまいります。
また、今年３月には長年の課題でありました新会館が竣工の予定でございま
す。会員事業所の皆様には寄付を含め、多大なるご支援ご協力をいただき誠に
ありがとうございました。３月には現在地である西糺町から新会館に移転するこ
とになりますが、今後とも須崎商工会議所を何卒宜しくお願い申し上げます。

最後に、昨年、日本商工会議所は100周年を迎えました。次の100年に向けて、
本年が、「地域再生・変革に挑む」ための力強い一歩を踏み出す年となるよう、
スピード感をもって実行していく組織、志を高く、新しい時代を切り拓いていく組
織を目指してまいります。皆さまの一層のご支援とご協力を心からお願い申し
上げ、私の年頭のあいさつとさせていただきます。

須崎商工会議所
会頭　竹内　健造

要望書概要

敷地面積 1158.41㎡ 建物形状 木造２階建て 床面積 354㎡ １階 須崎商工会議所事務室、相談室、会議室、トイレ等 ２階 貸事務所

防災対策・脱炭素対策
への要望

インフラ整備への要望

感染症対策と資材・エネルギー
高騰対策への要望１１
中小企業・小規模事業者振興へ
の要望22

44
55

観光振興への要望33

優良従業員表彰式令和4年度

三本敏弘　松田鉱産(株)  
中山昌子　(医)五月会　須崎くろしお病院 

森山裕之　(株)けんかま 
川上奈美　(医)五月会　須崎くろしお病院 
石元美幸　(医)五月会　須崎くろしお病院

武田　頼　よさこいケーブルネット(株)  
松浦修太　白石工業(株) 土佐工場  
和田　薫　(有)めいわ薬局

高知県商工会議所連合会会頭表彰高知県商工会議所連合会会頭表彰 （敬称略）

須崎市長表彰須崎市長表彰 （敬称略）

須崎商工会議所会頭表彰須崎商工会議所会頭表彰 （敬称略）

新須崎商工会館が建設されています！新須崎商工会館が建設されています！
皆様のご協力・ご支援により皆様のご協力・ご支援により

現在、須崎市多ノ郷甲（佐川急便さんの西隣り）に新須崎商工会館を建設中です。会員事業所の皆様に
は会館建設協力金等、多大なご理解ご高配をいただき誠にありがとうございます。
３月竣工、４月頃から新会館にて業務開始になると思いますが今後とも須崎商工会議所を何卒宜しく
お願い申し上げます。

【新商工会館概要】【新商工会館概要】
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　急速なデジタル化に伴い、すでに施行されている電子帳簿保存法ですが、事業所の皆様におかれ
ましては、なかなか対応しきれていないのが現状と思われます。各事業所は令和6年1月から
保存要件に従った電子データ保存が必要となり、準備が必要となります。
　今回のセミナーではわかりやすい説明で人気の高い、中嶋司税理士を講師にお招き
し、制度の概要や必要な準備、スキャナ保存、電子取引保存等の充実した内容でのセミ
ナーとなりました。

　今まで数々の賞を取られてきた梅原朗さん。今回は、『土佐
の匠に認定された！』ということで、梅原晴雲堂さんをご紹介さ
せていただきます。
　大正14年に創業し、長らく須崎市民から愛されているお菓
子屋さんです。和菓子と洋菓子を融合し新しい菓子分野の開
発に優れており、高知にしかない商品の開発に力を入れてい
ます。ゆず・文旦・小夏はもちろん、須崎の地元食材を使った
醤油カステラやしょうがドーナツなど、こだわりをもって手作り
されています。

長年に渡る桟敷
席・売店運営によ
る須崎まつりへの
寄付活動、チャリ
ティバザーを通じ
ての社会福祉団体
や各地被災地へ
の寄付活動等が
地域の産業振興
に貢献したものと
認められ、１１月３日

須崎市表彰で「市民賞」を受賞しました。

須崎市表彰 市民賞を受賞しました！
11月6日（日）わく
わくサンデー会場に
おいて、チャリティ
バザーを開催しま
した。お天気も良く、
会場は大勢のお客
さんでにぎわい、子
供向けの「輪投げ」
も大盛況でした。
収益金は須崎市内

の子供たちのために役立てたいとの思いから、「日本で一番子供
たちが本を読むまちをつくる会」に寄付させていただきました。

わくわくサンデー チャリティバザー開催

１２月10日（土）
須崎駅前イルミ
ネーション点灯式
で、温かい飲み
物のふるまいを
行いました。昨年
は極寒の中、震え
ながらのふるま
いでしたが、今年
は暖かい点灯式

で、子供さん向けのジュースが人気でした。

須崎駅前 イルミネーション点灯式
備 品 整 理 の た
め、座卓を譲り受
けてくれる方を
探しています。ご
希望の方は須崎
商工会議所女性
会担当までご連
絡ください。

【机サイズ】 幅180ｃｍ、奥行45ｃｍ、高さ34ｃｍ

座卓お譲りします

須崎商工会議所　0889-42-2575お問い合わせ

告知

電子帳簿保存法セミナー
次回

人数に限りがありますので、お早めのお申し込みをお願い致します。
詳しくは折込チラシをご覧ください。

高知家のうまいもの大賞
最優秀賞受賞

　県産食品を対象とした「高知家のうまいもの大賞」の最優秀賞に㈱アースエイドの「かつお
に合う葉にんにくぬた」が選ばれました！
　通常のぬたの原料となる酢やみそ、砂糖は使わず、オリーブオイルやポン酢、岩塩で赤身
に合うぬたを作っています。
　最優秀賞受賞を契機に県外の大手ホテルなどでも取り扱いが決まる中、取材を受ける際
にこれを食べられる飲食店を紹介してほしいと言われるそうです。しかし、まだ須崎市内では
取り扱いが無くどこか紹介できる店舗が出来ないかと営業を行っている最中。
　インスタグラムでも魅力をたっぷり紹介しておりますので、取り扱いをご検討される方はぜ
ひご連絡を！

㈱アースエイド 住 所 須崎市浦ノ内西分2622

令和４年10月24日認定土佐の匠に選ばれました

もっともっとより多くの方々にお菓子を食べていた
だきたいと思います。常にお客様を大切に、お客様
に必要とされるお菓子作り、そしてお菓子（甘い物）
を通じて皆様を笑顔にできれば幸せです。

梅原朗さんからひとこと

梅原晴雲堂

開催報告開催報告 ～電子帳簿保存法セミナー～～電子帳簿保存法セミナー～～電子帳簿保存法セミナー～

日　時日　時 場　所場　所1月26日（木） 須崎市立市民文化会館

開催スケジュール
令和4年度

須崎商工会議所では年3回、日商簿記検定を開催しています。
スケジュールは以下の通りです。簿記検定は従来の受験に加
え、ネット試験も受験できるようになりました。

※ネット試験（2級、3級）は、ネッ
ト試験会場でパソコンを利用
し、インターネットを介して随時

施行する試験です。試験日時は各
ネット試験会場が定めた日時となります。

※須崎商工会議所ＨＰから申し込みができます。

日商 簿 記 検 定 簿　記 受験級 施行日 締め切り（窓口・ネットとも）

第163回 2・3級のみ 令和5年2月26日（日） 令和5年1月10日(火）
　　　　　   ～1月30日(月）

1級：7,850円  2級：4,720円  3級：2,850円
※Web申し込みは別途550円必要

須崎商工会議所検定係  TEL0889-42-2575お申込み・お問合せ

ネット試験について
詳しくはこちら

須崎商工会議所ホームページ▶

http://cciweb.or.jp/susaki/

8：00～17：00（平日）営業時間

企 業 名

0889‐59‐2248TEL

住 所
須崎市中町１丁目5-9

0889‐42‐0254
TEL

　そんな中、高知県
菓子工業組合様から
推薦をいただいて、
あらゆる協議の末、
見事土佐の匠認定
に至ったそうです。お
めでとうございます！

◆土佐の匠とは◆
県内産業の基盤を支え、その振興に貢献している熟練技能や、古くから受け継がれて
きた伝統技能の優れた継承者を高知県が「土佐の匠」として認定しています。

梅原晴雲堂

お問い合わせは
こ  ち  ら
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小規模事業者※１ 等の販路開拓等の取り組みを支援する小規模事業者持続化補助金〈一般型〉の受付がスタートしています。

小規模事業者持続化補助金のお知らせ

※1  常時使用する従業員数が「商業・サービス業（宿泊業、娯楽業を除く）の場合５人以下、それ以外の業種の場合20人以下である事業者

目 的
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓

等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持
続的発展を図ること。

補助対象補助額 上限50～200万円
（申請する枠によって変動）

チラシ作成、広告掲載、機械装置、
店舗改装など販路開拓に関連する支出2／3※2補助率

類  型 通常枠

賃金引上げ枠 後継者支援枠卒業枠 創業枠
インボイス枠

特別枠

成長・分配強化枠 新陳代謝枠

補助率

補助上限

追加申請要件

２／３ ２／３２／３
※２（赤字事業者は3／4）

50万円 100万円200万円

ー 持続化補助金HPよりご確認ください

【お申込み・お問合せ先】　須崎商工会議所 TEL 0889-42-2575

応募締切

応募方法 ｊGrantsによる電子申請/郵送による申請
※電子申請に必要なGビズIDプライムアカウントの発行には、一定の期間がかかり
　ますので、電子申請をお考えの方は、先にアカウントを取得することをお勧めします。

第11回 2023年2月20日（月）  

※応募締切の15営業日前までには須崎商工会議所にご相談下さい。※応募締切の15営業日前までには須崎商工会議所にご相談下さい。
持続化補助金HP持続化補助金HP

日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金

令和４年度から新しく支配人を雇用し、高知県の地酒（日本酒）の提供に
力を入れています。日本酒の展示に活用できるような補助金を探していた時
に商工会議所から紹介されたのがきっかけです。その際に換気機能付き
エアコンも補助対象と知り、併せて申請しました。

◉申請のきっかけ◉申請のきっかけ

●冷蔵ショーケース１台　●換気機能付きエアコン２台

補助金の申請や事業計画書の作成は不慣れな点もあり、資料集めや、書き方
などで苦労しましたが、商工会議所のサポートにより作成する事が出来ました。

◉苦労したところ◉苦労したところ

一定水準以上の感染対策が行えるようにサービスを向上させ、安心感を
提供します。本補助金の導入により換気の効率化のほか、高知県の地酒を
通じて、お客様に高知の文化に触れて頂きたいと思っています。

◉今後の展望◉今後の展望

須崎市で半世紀ほどの歴史ある桑田山温泉では、備え付けのシャンプー
や石鹸、タオルの貸し出しも行っているので手ぶらでご利用いただけます。
弘法大師空海が薬浴とした当館へ日頃の疲れを取りに来て下さい。皆さま

のご利用お待ちしております。

◉さいごに◉さいごに

持続化補助金インタビュー
i n t e r v i e w

持続化補助金インタビュー
i n t e r v i e w

◉導入設備◉導入設備

インスタグラムの使い方を学ぶ個別相談会のご案内

須崎市へ
政策提言を行いました。

須崎市が高知信用金庫などと進める「須崎市海のまちプロ
ジェクト」として先月の 12 月 6 日から須﨑大漁堂がオープン
しました。ここでは須崎の産品販売や軽食の提供とともに市
の情報発信などアンテナショップ的な機能を持たせた新しい
観光拠点として整備されています。
また、須崎市民の憩いの場として、人々がにぎわい集まる「お
堂」をコンセプトに整備され、内装も気品のある雰囲気を保
ちながら居心地の良い空間を作り出しており、くつろぎやすい
お店になっています。
須崎の産品を使ったメニューもありますので、近く
に寄った際はぜひご気軽に来店してみてください。

須﨑大漁堂が
オープンしました！！

営業時間

定休日

TEL

住 所

須崎市青木町1-19

0889-59-1881

10：00～18：00

火曜・水曜

須﨑大漁堂HP

インスタグラムを使ってお店の情報発信をしてみませんか。
これから始めてみたい、効果的な発信をしていきたいと
お考えの事業所の皆様を対象に、個別相談を受け付けて
います。完全予約制になっていますので、ご希望の方は一
度須崎商工会議所までご連絡ください。

参  加  料　無　料
講　    師　高知県よろず支援拠点　
　　　　  押岡　洋子 コーディネーター
個別相談　毎月1回、1時間を目途に個別相談を行っています。
　　　　　次月までの進捗を会議所指導員等が確認しながら
　　　　　進めていきます。

相  談  日　●第2月曜日（10：00～12：00）2枠
　　　　　●第3火曜日（10：00～12：00）1枠
　　　　　　  　　　　　（13：00～16：00）1枠

※事前予約制ですので、必ずご連絡お願いいたします。

　　　　　

＃お問合わせ　＃須崎商工会議所　＃TEL：0889-42-2575

事 業 内 容
相談会の成果

スタジオクレエ
作品制作・イラストレーター・
ご当地キャラ活動（ゆきわりちゃん）等

SNS 個別相談指導のもと、個人投稿と一緒になっていた
インスタグラムとは別にスタジオクレエ独自のインスタグラム
を新たに開設。事業所としての確立したスタイルに変更
したところ、今ではフォロワーが増えていき、水木しげる
の妖怪本舗（ゲゲゲの鬼太郎）からもアクセスあり！ 閲覧
もどんどん増えていっている状況です。今後もフォロワー
の増加が見込まれます。

事 例 紹 介

スタジオクレエ

会社のイメージキャラクター、
各種イラスト制作など承ります！

そうだ山温泉 和
〒785-0045 
高知県須崎市桑田山乙１１２２
0889-45-0055　　　　

なし定休日

住 所

TEL

9：00～21：00
営業時間営業時間営業時間

  9：00～12：00 （480円）
12：00～21：00 （700円）

利用料金利用料金利用料金日帰り入浴

須崎商工会議所は日々の事業所巡回で様々な
アンケートを実施してきました。令和４年度は「原
材料高騰による影響調査」を実施し、景気回復
が「足踏み状態」にある中で、原油・原材料価
格の高騰の収益面への影響がみられている実態を
把握しました。さらには、長年使用していた物品
の老朽化等、事業の根幹に関わる設備の入替に係
る支出が経営の負担となっており、その負担を和ら
げる施策を求める声が多く挙げられています。
この現状を踏まえて須崎市内の事業者の持続
可能な経営の補助を目的とした、須崎市独自の
新補助金制度の設立に向けて、須崎市と意見交換
会を行いました。
これまでに合計３回の意見交換会を開催し話し
合いを重ねており、今後も令和５年度の制度開始
に向けて、話し合いを進めていく予定です。

須崎市桑田山乙728住所 090-9777-6809TEL 高橋宏昌代表者名

Twit te r

＠soudayam1011

Instagram

＠TAKAHASHI.HIROMASA（個人）

Instagram

＠TAKA_HASHI1811（新規で開設）
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主な記事 contents

須崎商工会議所

■発行日　奇数月10日　■2023年1月10日■商工すさき  i・susaki　■2023年1月10日

商工すさき　i・susaki　2023年1月10日
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商工すさき

②2023.01.05　hy

・2023年 竹内会頭・年頭所感
・新須崎商工会館が建設されています！
・高知家のうまいもの大賞
　最優秀賞受賞 （株）アースエイド
・土佐の匠認定 （有）梅原晴雲堂

2
3
4
4

ページ

ページ

ページ

ページ

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

編集後記

新年あけましておめでとうございます。
以前はお正月と言えば元旦に届く年賀状が楽しみ
で、自分が出す年賀状もせっせと力を入れて作成した
ものですが、この頃ではその作成も億劫になり、知り
合いも年賀状じまいをする方が増えてきました。年賀
状作業、どうしてそんなに進まないのか考えると、一
年でこの時しか使わないプリンター、インクを買い替
えることから始まるその作業と、処理速度が極端に
遅いパソコンへのストレス…私の場合はここに原因
があったようです。
今年はスマート年賀なるLINEサービスを利用し、
電子年賀状をさくさくっと作ってみました。これで完
璧！簡単！のはずが、ハガキで届く方にこれで返すの
は味気ないかな…と気が引ける…これは昭和生まれ
の性でしょう。そして、どうしてもハガキで返すべき相
手もいたりで…結局元日にはハガキでの返信作業と
なりました。
そして億劫に感じた作成作業は、新しいPCでやっ
てみるとそれほどのストレスもなく、これなら早くから
作成すればいいだけのことかな～と…確か去年も来
年こそは早く作成しようと思ってお正月を過ごしたな
…と成長 していない自分に気づいた年明けでした。

さて来年は、ハガキにするか電
子にするか…

　　　　　広報委員　瀬戸

高知県内加盟店
の店舗検索はこちら

使用期限

受付期間 令和5年1月25日（水）
　　　　～3月8日（水）17：00まで

令和5年1月25日（水）
　　　　～3月8日（水）17：00まで

受付期間を過ぎた場合、税理士チェック
が不可能となるため、会議所を通しての
確定申告書の提出ができず、決算・確定
申告指導もできかねますのでくれぐれも
ご注意ください。

適正な申告、税理士チェック体制の整備、申告期限の厳守のため、
須崎商工会議所での確定申告書類の受付については、下記の通りと
させていただきます。

～確定申告指導期間について～～確定申告指導期間について～


