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平成29年度重点事業項目

（1）他の機関との連携、小規模事業者への伴走型支援

（2）マル経融資制度、国・県・市等の融資制度の斡旋

（3）消費税転嫁対策、消費税軽減税率制度の広報等、税務指導強化

（4）各種講習会等開催による集団、個別指導強化

（5）行政、諸団体との連携を密にし、地域経済動向など有益かつ有効な情

　 報の収集および情報提供の強化

商工業振興
対策事業の
推進

1

地域活性化の
推進

2

意見、要望活動の
推進

3

中村商工会議所の
活動強化

4

１）経営改善普及事業の推進

１）産業基盤整備等の主な支援事業

２）各部会の意見・要望活動を積極的に行う

１）四万十市総合計画及び四万十市産業振興計画の推進

２）観光振興対策事業の推進

３）商店街活性化支援

４）にぎわい創出支援

５）移住者が、地域に早期に溶け込み、経済的、精神的に充足した定住生活を送

　 れるよう支援する。

１）会議所組織の強化

２）広報活動の強化

３）会議所財政の強化

４）会議所職員の専門能力向上

議員総会が開催されました
■3月15日に通常議員総会が開催され、平成28年度補正

　予算、平成29年度事業計画、予算が審議され、了承され

　ました。

■本年度は、昨年度に引き続き、日本商工会議所より委

　託された伴走型小規模事業者支援推進事業（詳細はP4

　に掲載）を推進していきます。なお本事業は、小規模者

　を対象とした商談会、セミナー、移住者創業支援など

　を行うもので、詳細が決まり次第、会報、チラシ、ホー

　ムページなどで、お知らせする予定です。

総会の様子

中村商工会議所会報　四万十川02

新副会頭が決定しました

　岡村剛承前副会頭が、昨年9月逝去されて以来、空席となっていた

副会頭の後任に、幡多信用金庫常勤理事の野村和人さんが、3月15日

の議員総会にて選任されました。

　野村新副会頭は、昭和34年11月生まれの57歳。昭和57年3月中央大

学を卒業し、同年幡多信用金庫に入庫。平成14年から支店長を4店舗

で歴任されたあと、平成26年に常勤理事に就任いたしました。

　「大役を引き受けたからには、精一杯、任された任務を務めていき

たいと思います」と抱負を語られました。

　5月3日（祝・水）第26回土佐一條公家行列「藤祭り」を開催します。

　今年は、なんと三山ひろしさんが一條公役で登場。また須崎からは、しんじょう君が特別

参加します。

　その他、色々なイベントや子どもコーナー、物産展、飲食コーナーなど、楽しい催し物が

盛りだくさんです。ぜひご来場の上ご観覧ください。

公家行列を開催します

中村商工会議所会報　四万十川 03
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経営
支援

経営
支援

当会議所作成の「経営発達支援計画」に基づいて、
以下の事業を実施しました！

・事業計画策定セミナー
自身及び自社の課題に気づくとともに、販路開拓等における必要な知識を習得。

平成29年4月26日（水）　9：30～16：30

中村商工会館3F　大会議室

無料受講料

日　時

場　所

本年度も、継続して取り組んでいきますので、事業内容等、詳しくは経営指導課までお問い合わせくだ
さい。

※筆記用具をご持参ください。
※詳しくは、本誌同封のチラシをご参照ください。

※「経営発達支援計画」：事業計画策定、技術の向上、販路開拓等、小規模事業者の持続的発展に向けて、商工会議所

が伴走型で支援していくための計画。

※当所作成の同計画は平成27年12月、経済産業大臣に認定済。

社会人としてのスタートにあたって、社会人としての自覚を高め、仕事に取り組む姿勢、身につ

けておきたいマナー、行動についての研修会を開催いたします。

新入社員・従業員研修を開催します！

中村商工会議所会報　四万十川04

・移住前からの創業支援
首都圏における移住相談会に経営の専門家として同席し、移住前から創業を支援。

・おもてなしギフトショップ出店支援
商品規格書の作成や出店ノウハウ等の習得等、インターネットを通じた販路開拓支援。

・幡多地域商談会
幡多地域内における生産者とそれを取り扱う事業所との商談会を開催。

・「高知四万十フェア」開催ホテル発掘事業
㈱ホテルオークラエンタープライズ関連ホテルにおける四万十フェアの開催。

・日本百貨店しょくひんかんにおける高知県ブースの設置
同店舗において高知県ブースを設置し、対面販売を実施。今後の商品開発、既存商品のブラッシュ
アップへの機会を創出。

・食材マッチングフェア
高知県内生産者と高知市内飲食店のマッチング。 経営

支援
節税しながら事業主の退職金積立ができます！

【加入のメリット】

 掛金は全額所得控除

確定申告時に所得控除できるため、節税ができます。

 掛金を自由に設定

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。

 受け取り時にも税制面で大きなメリット

共済金を受け取る際は、基本的に退職所得扱いになります。

 国が運営しているため安心

国が全額出資している独立行政法人が運営しています。

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。

＜小規模企業共済制度（経営者の退職金積立）＞

経営
支援

経営改善普及事業実績報告

創業支援

年末調整

決算・確定申告
決算・所得税確定申告・・・490件
消費税確定申告・・・・・・・・122件

受講者　14名

38件96件

11件53件

記帳代行

簿記講習会

マル経融資斡旋

平成28年度、当会議所は決算申告のお手伝いのほか、様々な経営改善普及事業を実施しました。

主な実績は次の通りです。

※例年、当会議所では主として個人事業所を対象に決算・確定申告のお手伝いをさせて頂いております。税に関して

ご不明な点がある方は、お気軽にご相談ください。

※本講習会を受講された方のうち、8名が日商簿記検定を受験し、1名の方が合格されました。

※法人役員の方も加入できます。

※加入には諸条件があります。

※創業予定者、開業後間もない方を対象に、セミナーを開催しました。セミナーでは創業の心構え、基礎知識を学び、

具体的な事業計画作成を行いました。基礎知識を身につけ、計画書を作成することで、事業の成功性の向上につなが

り、課題が明確化されます。

※当会議所では事業計画の作成、開業を目指す皆様を積極的に支援しています。お気軽にご相談ください。

中村商工会議所会報　四万十川 05
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サンリバー四万十

甲子園沸騰！

アピアさつき

一條神社

会員特集

中村商工会議所会報　四万十川06

　平成29年3月20日、中村高校野球部への大声援で、甲子園球場は沸騰しました。
　野球がスポーツである以上、勝敗は決しましたが、数字やトーナメント表で表せない、かけが
えのない貴重なものが産まれた瞬間でもありました。それは、あえて言うならば感動とも感激と
も呼ばれるものでしょうが、そういう言葉では表現しきれない、数千人の観衆と20人足らずの
チームとの魂の共振でもありました。
　その貴重な場に立ち会えた人たちは、とても幸福だったことだけは、確かでしょうし、より多
くの地域の人たちの、熱い応援があってこそのものだったことも確かです。会員事業所さんの応
援風景をご紹介します。（敬称略）

横断幕で！

展示で！

のぼりで！

JA高知はた

四国銀行 中村支店

酒のしまむら

土佐くろしお鉄道

新ロイヤルホテル四万十

広東李

日産サティオ高知
幡多信用金庫

ベスト電器 四万十店

右城松風堂

自作で！

そして
甲子園で!!

垂れ幕で！

甲子園写真提供：高知トヨタ自動車㈱中村店　田村昌之さん

中村商工会議所会報　四万十川 07
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特集

　このたび中村商工会議所は、クラウドファンディング（下欄参照）のサイトを運営している㈱JG

マーケティング社（本社東京、旧一般財団法人ジャパンギビング）と業務提携契約を結び、高知県

西部地域について、案件の発掘・サポートなどを行うこととなりました。

　本年度より、クラウドファンディング関連のセミナーや広報活動などを積極的に推進するとと

もに、商工会議所自らクラウドファンディングの仕組みを活用し、資金募集を実践・研究を行う予

定です。

　資金調達のためというより、商品発売前にネット
で公開されマーケティングが出来ることに魅力を
感じて、クラウドファンディングを利用しました。
　募集金額は30万円でしたが、158名の方から支援を
いただき、43万4千円が集まりました。
　支援していただいた方以外にも多くの方に見て
いただき、２月に募集を終了し、４月より商品発送を
行います。サイトでも販売される事になりました。

しまんと百笑かんぱに(株)代表取締役 細木紫朗さんが、昨年12月、クラウドファンディングに

挑戦し、みごと募集金額を達成しました。細木さんにお話を聞きました。

クラウドファンディングは、資金提供者に対するリターンの形態により、「寄付型」、「購入型」、

「投資型」の３つに大別されます。現在クラウドファンディングの大半は、「購入型」で、リター

ンとして「商品」、「サービス」などが、出資者に提供されます。

このたび中村商工会議所は クラウドフ ンディング（下欄参照）

クラウドファンディング

クラウドファンディングのクラウドとは、群衆を意味する「crowd」です。

企業や個人が、インターネットを通じて不特定多数の投資家から小口の資金を幅広く集めるという

意味です。

形態

中村での実践例

グのクラウドとは 群衆を意味する「crowd」です

クラウドファンディング
って何？

ク

企業・個人の
プロジェクト

投資家からの
出資金

インターネット
サイト

中村商工会議所会報　四万十川08

※約250名の方が参加。今年も賑々しく開催し

ました。

活動報告
中村商工会議所

（平成29年1月～3月)

1月5日（木）　新年互礼会
新ロイヤルホテル四万十

※四国横断高速道路、国道441号等の早期実現

に対し、幡多7商工会・商工会議所と連携し要

望しました。

1月24日（火）　道路要望活動
高知県庁・四国地方整備局

※四国西南地域道路整備促進協議会として四

国西南地域の高速道路及び国道の整備促進を

要望。（1月16日に四国整備局長にも要望しま

した）。

1月31日（日）　道路要望活動
国交省中村河川国道事務所

※ツアーバスの来訪者に、女性会提供「青の

りラスクプレゼント」のもてなし等を行いま

した。

3月4日（土）～
入田ヤナギ林「菜の花まつり」開催

入田ヤナギ林

※大谷広和支店長の「日本経済と高知経済の

現状と展望」講話後、意見交換をしました。

3月8日（水）
日本銀行高知支店長との意見交換会

中村商工会議所　3階

※21団体、57人が参加されました。

2月25日（土）
四万十川自然再生協議会　総会

四万十市防災センター

※詳細は11ページに記載しています。

2月26日（日）
簿記検定試験（2・3級）実施

中村商工会議所　3階

※平成29年度事業計画、予算等を審議しまし

た。詳細は2ページに記載しています。

3月15日（水）　通常議員総会開催
中村商工会議所　3階

※3月15日まで約500事業所の相談・指導を行

いました。詳細は5ページに掲載しています。

1月5日（木）～
確定申告などの相談・指導の開始

中村商工会議所1階

※マル経とは小規模事業者経営改善資金のこ

とで、3月10日（金）も開催しました。

2月7日（火）　マル経審査会　開催
中村商工会議所　1階
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菜の花まつりにて「四万十リバー雪合戦」を開催しました！

　青年部では今年最後の事業として、毎年3月に開催される菜の花ま

つりが10周年を迎えたことからぜひ盛り上げたいと、3月5日（日）四万

十川河川敷にてスポーツイベント「雪がなかっても雪合戦！四万十リ

バー雪合戦」を開催しました。

　このイベントでは、誰もが知っている「雪合戦」が季節を問わず楽し

める競技としてアレンジされ、「雪が無くても雪合戦」をコンセプトに

第3回四万十市長との懇談会

　去る、平成29年2月21日、四万十市西土佐『星羅 四万十』に

て、西土佐商工会女性部と合同で第3回四万十市長との懇談

会を行いました。当日は遠方にもかかわらず、当会より12名

の会員さんが参加し賑やかに行われました。

　今年は、『観光商工振興及びインフラ整備』について中平市

長とまちづくり課地曳課長よりご説明頂き、また観光商工課

山本課長からは『志国高知幕末維新博』についてのお知らせ

がありました。さらに、西土佐の産業建設課小谷課長にもご

挨拶をいただきました。このような行政の方々と直接意見交

換をしたり、リアルタイムの四万十市の状況を知る機会はな

かなかないので、大変有意義な会となりました。

菜の花まつりで女性会活動をPRしました！

　3月4日に始まった菜の花まつりに併せて、バスツアーの観

光客の方々に当会より『パンのピノキオ』さんの『青のりラス

ク』を無料配布いたしました。このラスクは、四万十の名産の

青のりがたくさん入ったラスクで、県内外の方々に大変好評

です。女性会シールを貼り、会活動のPRも行いました。

全国で行われているスポーツ雪合戦をトーナメント形式で行いました。

　今回参加して頂いた方々は、もちろんこの競技に触れるのは初めての方ばかりでしたが、いざ

試合が始まると大人も子ども交え、賑やかで白熱した試合ばかりでした！また菜の花まつりに

来られていた方からもイベントを見て、「もしまた次回開催するのなら、ぜひ参加したい！」との

声をたくさん頂きました。

　

中
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商工会議所検定試験結果のお知らせ

新会員ご紹介新会員ご紹介

第145回簿記検定試験が実施されました。合格状況は以下の通りです。

日時

2月26日（日）

〃

級

2

3

申込者

1

10

受験者

1

7

合格者

1

3

検定種別

第145回簿記

〃

合格者

15,075

38,289

合格率

25.0％

47.4％

受験者

60,238

80,832

合格率

100％

42.9％

中村商工会議所 全国

H28.12.21～H29.3.31までにご入会いただいたみなさまです。

中脇　謙治

沖

酒菜　日代峰

1

2

3

下田4033

右山五月町8-25　コーポ五月3F

中村小姓町29番地

事業所名 住所

中村商工会議所

安倍夜郎・左古文男　編著

「四万十食堂 おかわり！」
4月12日に発刊されました

　中村出身の安倍夜郎・左古
文男さんが編著した2014年
発行の「四万十食堂」が大好
評で、その続編が発刊されま
した。
　今回は、中村と黒潮町のカ
ツオの塩たたき、四万十ポー
クどんぶり街道の食事処な
どが紹介されています。中村
の塩たたきは、左古さんが市
内10店舗を取材され、各店
の塩たたき、ご主人を漫画と
文章で紹介しています。

　会員及び従業員の皆様の交流をより深め
ることを目的に「チャリティー親睦ゴルフ大
会」を下記のとおり開催します。

第2回中村商工会議所 チャリティーゴルフ

親睦ゴルフ大会 開催します！

簿記

販売士

6月11日（日）

11月19日（日）

平成30年2月25日（日）

7月8日（土）

平成30年2月21日（水）

4月3日（月）～5月12日（金）

9月11日（月）～10月20日（金）

12月18日（月）～1月26日（金）

5月8日（月）～6月17日（金）

12月18日（月）～1月26日（金）

第146回（1～3級）

第147回（1～3級）

第148回（2～3級）

第80回（3級）

第81回（3級）

検定試験種別 試験期日 申込受付期間

平成29年度

各種検定試験

施行期日一覧

平成29年度より、簿記3級の受験料が2,800円に改定されました。

【簿記】　1級 7,710円・2級 4,630円・3級 2,800円　【販売士】　3級 4,120円検定料金（消費税含む）

日　時　平成29年6月4日（日）　 

場　所　四万十カントリークラブ

参加費　3,000円

参加資格　中村商工会議所会員及び従業員の方、

　　　　もしくは会員によるご紹介の方

参加人数　1名より可

※詳細・参加申込みにつきましては、会報同封の

　別紙チラシをご覧ください。

開会式 8：45～ 開始 8：55より随時スタート
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会」を下記のとおり開催します。

第2回中村商工会議所 チャリティーゴルフ

親睦ゴルフ大会 開催します！

簿記

販売士

6月11日（日）

11月19日（日）

平成30年2月25日（日）

7月8日（土）

平成30年2月21日（水）

4月3日（月）～5月12日（金）

9月11日（月）～10月20日（金）

12月18日（月）～1月26日（金）

5月8日（月）～6月17日（金）

12月18日（月）～1月26日（金）

第146回（1～3級）

第147回（1～3級）

第148回（2～3級）

第80回（3級）

第81回（3級）

検定試験種別 試験期日 申込受付期間

平成29年度

各種検定試験

施行期日一覧

平成29年度より、簿記3級の受験料が2,800円に改定されました。

【簿記】　1級 7,710円・2級 4,630円・3級 2,800円　【販売士】　3級 4,120円検定料金（消費税含む）

日　時　平成29年6月4日（日）　 

場　所　四万十カントリークラブ

参加費　3,000円

参加資格　中村商工会議所会員及び従業員の方、

　　　　もしくは会員によるご紹介の方

参加人数　1名より可

※詳細・参加申込みにつきましては、会報同封の

　別紙チラシをご覧ください。

開会式 8：45～ 開始 8：55より随時スタート
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中村商工会議所

四万十市駅前町16-14

☎ 090-1177-8018
定休 日曜日・祝日
営業10:30～13：30

四万十市右山元町2丁目2-48

☎ 0880-35-0864
定休 火曜日
営業10:00～19：30

営業10:30 13：30

おにぎりなかやまおにぎりなかやま

キャメロックスキャメロックス

その場でできたてを提供します！！！

移転オープンしました！！！

キャメロックス

中村幼稚園 ローソン

中村警察署

中村消防署
中
村
宿
毛
道
路

56

ご意見・お問い合わせ・発行

四万十川


