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平成27年度 第30回 高知県地場産業大賞 表彰式

AR情報サービスCOCOAR「ココアル」

AR情報サービスCOCOAR「ココアル」動画を募集します!!
・産業振興に関するもので３分程度の動画
※お申し込みいただいても、ご希望に添えない場合もございます。

お問い合わせは裏面をご覧ください。

今月のAR情報サービス

●「平成27年度 第30回 高知県地場産業大賞
表彰式」の動画をご覧いただけます。

《右の写真にスマホをかざしてみよう！》
App Store またはGoogle Playストアから専用アプリ「COCOAR」を
無料ダウンロード！
（操作説明は次ページをご覧ください。）
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私たちは
地域企業を応援します

2016 Mar

公益財団法人高知県産業振興センター
ものづくり地産地消・外商センター
■総務企画部
・センターの管理・運営
・高知ぢばさんセンターの貸出（外部委託）
・設備貸与

目

次

01 特集

■産業連携推進部
・経営革新等のハンズオン支援
・創業・新事業展開への支援
・中小企業の経営課題への対応
・基金を活用した助成
・ITを活用した販路拡大等の情報化支援
・食品産業の支援
・産業連携研究開発プロジェクト等の推進及び事業化
支援
・企業のIT化の促進
・賛助会員事業、情報誌の発行
・地場産業大賞による顕彰

平成２７年度 第３０回 高知県地場産業大賞 表彰式

19 工業技術センターだより
20 ぷらっとウォーク
21 よくわかる税務Q&A

よろず支援拠点 （５F）
・中小企業・小規模事業者のワンストップ総合支援

ものづくり地産地消・外商センター

センター
職員の

■地産地消部
・「ものづくり」に関する総合相談窓口
・「ものづくりの地産地消」の推進
・ものづくり総合技術展の開催

「ＰＤＣＡ」
で人生楽し！

■企画・外商部
・事業化プランの作成支援
・ものづくり企業の外商支援
・県外への販路開拓の支援
・海外への販路開拓の支援
・下請受発注の支援、取引商談会の開催
・防災産業の支援

既に日常語になり
「回す」
「回っ
ていない」
と賑やかに使われてい
るＰＤＣＡ。
キチンと回るには２つ
の条件が必要だと思うんです。
１つ
はビジョン・目的・目標・ロードマッ
プが明確で達成情熱が熱い！こと。

高知IC
高知自動車道

2つ目は、
その前提の
「報・連・相」
が当たり前、
その前提の返事が当

JRとさいっく

たり前、
更にその前提の発信
（含挨拶）
が当たり前に出来ていること

JRあぞうの

です。
掛け算なのでどちらかが欠けていたらゼロ。
弱ければ上手く回
りません。
逆に揃っていれば必ず成功に導かれます。
これを人生に置き換えると、
上手く回ると
「成長を実感」
しながら

大津バイパス
県立美術館

生活することになり、
毎日が充実し楽しくなります。
２つの条件をキ

高知県
工業技術センター

サンピア セリーズ

チンとして、
ＰＤＣＡを日常の中にも活かして、
笑顔で過ごしていき
たいものです。

ものづくり地産地消・外商センター
ものづくりコーディネーター

（公財）
高知県産業振興センター
高知ぢばさんセンター

天造 豊彦

ＡＲ情報サービス COCOAR ココアル

写真にスマホをかざすだけで「動画」を見られる新しいコミュニケーションサービス！
AR=Augmented Reality（拡張現実）
の考え方をベースにしたサービスです

操作は簡単
3ステップ！

アプリマーク

1

専用アプリをダウンロードしてください。
iphone / ipad は「App Store」
スマホ/タブレットはGoogle「Playストア」各サ
イトで「COCOAR」を検索して、アプリ（パン
ダマーク1 ）をダウンロードしてください。
（無料で登録の必要はありません）

iphone/ ipad
App Store

スマホ/タブレット
Playストア

2

アプリを起動し、カメラマークをタップし、
写真にかざしてください。

3

ピントが合うと動画の再生が始まります。
スマホを横にして動画フレームをクリック
するとサイズが大きくなります。

平成 年度 第 回
高知県地場産業大賞
表彰式

特 集

２７

３０

県内の優れた製品や地場産業の振興に貢献のあった活動を表彰する高知県地場産業大賞の表彰式を、平成28年
2月26日（金）城西館において開催しました。
本年度は応募総数６０件から、地場産業大賞１件、産業振興計画賞１件、地場産業賞４件、地場産業奨励賞９件、
次世代賞１件が選ばれました。また、30周年を記念して高知県地場産業大賞30周年記念特別功労賞1件、高知県
地場産業大賞30周年記念賞4件、2つの賞を贈ることとしました。
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（注）

（注） 「『DEXペーパー』」等の名称は『次世代型断熱材 断熱ペーパー』 に変更になりました。（平成30年5月～）」

※注「『DEXペーパー』」等の名称は『次世代型断熱材 断熱ペーパー』
に変更になりました。（平成30年5月15日）」

（注） 「『DEXペーパー』」等の名称は『次世代型断熱材 断熱ペーパー』 に変更になりました。（平成30年5月～）」

産 業 振 興 計 画 賞
日高村オムライス街道
オムライス街道
推進プロジェクト

活動の概要
及び
受賞理由

■代表者：藤原義任
■所在地：高岡郡日高村本郷61−1
■ＴＥＬ：0889−24−4647
■担当者：日高村役場産業環境課 山本奈央

日高村の特産品
「シュガートマト」
を使ったオムライスの提供による村おこし活動。
日高村は、交流人口がわずかで、商業の活性化が課題。また、人口減に歯止めがか
からず、村の将来は厳しい状況。そこで
「特産品のシュガートマトで活性化できないか」
と村長の発案からオムライスを提供している飲食店に声が掛かり、当プロジェクトメン
バーが集結した。
企画検討会を重ね、平成２６年４月から６店舗で活動がスタート。参加メンバーの多く
が国道33号沿いにあることから
「オムライス街道」
と銘打ち、何度も足を運んでもらお
うとスタンプラリー企画を実施。多数のメディアに取り上げられたこともあり、各店に行
列ができるなど、予想以上の大きな反響があった。更に情報発信するためオムライス
新聞の発行やイベントに参加。一年を通じて
「日高村」
がメディアで多く取り上げられた
相乗効果もあり年間38,300食を販売した。
２年目は、
１１店舗に増加し活動規模も拡大。
５月に参加店舗がオムライスの全国大
会で準グランプリを受賞。
６月からスタンプラリー企画第２弾がスタート。村全体で盛り
上げていこうとする気運も生まれ始めた。スタンプラリーの台紙は県外でも配布され、
準備した台紙がなくなるほどの人気となった。また、村内のおやじバンドが自主製作し
た
「オムライスの歌」
が完成し毎月１２日の午後５時の時報に村内放送され、村民の日常
に浸透している。これらの取り組みに加え、村外のイベントにも参加し販促・PR活動を
積極的に行っている。
これらの活動は、
メディアに数多く取り上げられ、週末には村外から訪れる客が増加
し、県外からわざわざオムライスを食べにくる人もいるほど、
「シュガートマト」
「日高村」
の知名度が向上し、経済効果は１億５千万円を突破している。
今後は、村内メーカーとのコラボや県外のオムライス等にちなんだ活動との連携を
計画しており、更なる地域活性化と広がりが期待されている。
オムライスを軸に１次・２次・３次のネットワークを築き、村をあげての取組みとして展
開し大きな経済効果をもたらすとともに地域活性化に貢献している点を高く評価した。
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平成２７年度 第３０回 高知県地場産業大賞 表彰式

高知県地場産業賞
緊急対応型

逆浸透膜浄水器

アクアデザイン
システム株式会社

シーアクアシリーズ

■代表者：代表取締役社長 武田良輔
■所在地：高知市高須2-6-56-203
■ＴＥＬ：084−927−9997
■担当者：営業管理部 井上大輔

災害時に様々な水源
（淡水、海水）
から飲料水を造水する事が可

製品の概要
能な製品。
及び
現在、備蓄水(ペットボトル等)のみでは対応が難しい問題
（想定を
受賞理由
超えた必要量への対応）
や
「備蓄スペース」
や
「入替コスト」
などを解

決するため、災害現場で継続的に飲料水を造水できる装置が求め
られてきている。
本製品は、造水能力、移動方法
（大人一人で移動が可能）
などユーザーの要望に
対応したシリーズ展開を行い、様々な備蓄燃料
（ガソリン、軽油、LPガス、
カセットボ
ンベ）
に対応可能な動力源の選択オプションなど、利用者のニーズに即した製品と
なっている。
逆浸透膜
（RO膜）
を使用しており、災害時の原水が化学物質等による汚染を受
けていても、ポンプによる加圧のみで除去するという、画期的で環境に優しい処理
方法を採用している。全製品が水道法第4条に基づいた水質基準項目と基準値
（51項目）
をクリアしており、
「安全で安心な飲料水」
の造水が可能。
他社製品には無い機能と新規性を有し、県外、海外への販売実績など、今後も需
要拡大が期待できる点や、防災意識啓発のため、地域と連携した防災訓練やボラ
ンティア活動、災害時の救援活動の実績など、企業として災害に対する取り組みも
評価された。

牧草束解し機「ほぐす君」

サンワトレーディング
株式会社

■代表者：代表取締役 西村公秀
■所在地：高知市介良乙1175-6
■ＴＥＬ：088−860−6809
■担当者：取締役 西村光生

農家の要望を基に開発された、圧縮束を効率的にほぐす機械。

製品の概要
国産わら束の流通量が減少している中、生姜農家は苗の保護に
及び
ケイントップというサトウキビの搾りかすを圧縮した束を使用してい
受賞理由
る。輸入品であるケイントップは、非常に硬く圧縮されている上、土

壌改良剤である石灰窒素
（人体に有害）
も含まれているため、ほと
んど手作業でそのほぐし作業を行っている農家にとって、大変な負担となってい
る。そんな背景の下、農家の労力や健康負担軽減を目指して開発された。
本製品により、圧縮束をほぐす作業時間が、手作業で1袋(20kg)あたり20分ほ
どかかっていたところを1分に短縮。これが標準的農家で200袋程度必要で、延べ
66.7時間ほど要していたものが3.3時間程度で完了するようになり効率化を実現
するとともに、作業者の健康被害解消も実現した。
また、農家の要望に応じ、束を細
かく最適にほぐせるよう刃の形状や配置、
ドラム回転速度等を工夫。可搬式にする
ことで畑や倉庫等、必要な場所で作業できるようにした。実地テスト・改良を繰り返
し、使いやすさを追求した本製品は、県内生姜農家だけでなく、県内外のネギ等苗
の保護を必要とする農家や花き農家、牧場等での需要拡大も見せ始めている。
現場のニーズを踏まえ、農家を思い労力を重ねた製品開発により県特産品であ
る生姜農家の労力負担軽減・効率化を実現し、
また、今後の用途の拡大が期待され
る点が評価された。
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抗酸化特殊冷凍システム「NICE−０１」
Pharaoh3シリーズ

有限会社
サンワールド川村

■代表者：代表取締役 川村宗利
■所在地：高知市和泉町2−20 パステルシティ1F
■ＴＥＬ：088−802−2677
■担当者：事務担当 川村美智

従来の冷凍では、防ぐことができなかった酸化・細

製品の概要
胞破壊を防ぎ、解凍後も鮮度を維持することが可能
及び
となった冷凍庫。
受賞理由

顧客ニーズに合わせて、
３シリーズ９機種（ＢＲシ
リーズ５種類、
Ｑシリーズ２種類、
Ｒシリーズ２種類）
あ
り、最上機種である
「ＢＲシリーズ」
は、アツアツの調理品を急速に冷
却・凍結することが可能。また、加工・冷凍パターンが54プログラム
に増え、システムコントロールをタッチパネル方式に改良して、ユー
ザーの操作を簡素化させ、使いやすさを求めた。
他社製品は、電磁場Ｘ音波
（または、
Ｈ+）
での細胞振動により、細胞
膜破裂を防ぐが、本製品は、
「 直流＆交流電圧印加で微弱電流を発
生させて酸化を防ぐ」
「電気振動で水の微細化」
「NAポンプの開閉で
ドリップを止める」
ことなどが実現された。
食材毎にパターンを研究し、プログラムが54通りになったことに
より、食材の安定供給が図られ、遠距離輸送が可能となった点、今後
の冷凍食材の広がりによる発展性が評価された。

「沢渡の茶大福」などの沢渡茶シリーズ
株式会社ビバ沢渡

■代表者：代表取締役 岸本憲明
■所在地：吾川郡仁淀川町別枝606
■ＴＥＬ：0889−32−1234
■担当者：岸本好加

美しい茶畑の風景が広がる仁淀川町

商品の概要
沢渡地区で、沢渡を愛してやまない岸
及び
本氏が、祖父母の茶畑を引き継いで新
受賞理由

たに加工販売に取り組み、丹精込めて
作りあげた沢渡茶の茶葉を贅沢に白あ
んに練り込んだ、茶の風味がまるごと味わえる
「沢渡の
茶大福」
と、清流仁淀川の恵みを受け、香り高くすっきり
とした味わいに仕上がった
「沢渡茶」
などを商品化した。
茶大福は、
ＪＡＬ国内線ファーストクラスの機内食に期
間限定で採用されたり、アジア圏で多店舗展開を目指
す香港の高級デザート店で人気を博すなど、海外も含
めた販売拡大も見込まれている。また、お茶は、県内で
も城西館の全客室で提供される日本茶に採用され、非
常に好評だったため、
オリジナル沢渡茶ティーパックを開発するなど、幅広く提供されている。
お茶と一体化した物語性があり地域活性化に大きく貢献していることや、お茶を柱とした産業の確立に
取り組む代表者の真摯な姿勢などが評価された。
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平成２７年度 第３０回 高知県地場産業大賞 表彰式

高知県地場産業奨励賞
横引きゲート電動化装置

有限会社愛機工業

■代表者：代表取締役 別役節男
■所在地：高知市一宮東町１丁目25番5号
■ＴＥＬ：088−845−8361
■担当者：部長 金子憲一

津波・高潮から堤内

製品の概要
地を防護する海岸堤
及び
防のゲートの開 閉を
受賞理由
手動開閉機能を保持

しつつ、電動に改修す
る装置。
堤防上をモーターと歯車によって
動く走行体がゲートを開閉するもの
であり、従来タイプと比較して、地震
動による障害を減じるとともに停電
時のバックアップシステムを備えた装
置で、その作動原理から改修費及び
維持管理費を提言する利点を備えた
もの。
東日本大震災以降、自動化、遠隔
操作の早期対応が求められており、
高知県だけでなく、全国の津波対策
に期待できる点が評価された。

天海のしずくオーガニック

有限会社
アフロディア

自家農園産グァバ 葉から抽

商品の概要
出したグァバエキスをはじめ、
及び
オーガニック成分を９０％以上高
受賞理由
配合したオーガニックコスメ。一

般的にオーガニックコスメは、契
約農家や提携農家、原料メーカーからの仕入れ
による製造であり、今回の製品は主原料から自
社で開発しているオーガニック化粧品であるこ
とが特徴。高知大学の協力を得て、美白や抗酸
化活性の機能性を実験により明らかにし、日本
農芸化学会で発表している。
原料の栽培からこだわり、科学的に検証する
などしっかりしたものづくりをしており、
また、既
存顧客層に加え、新たにオーガニック専門店へ
の営業や農園情報を公開など、オーガニック市
場への販売戦略もしっかりしている点が評価さ
れた。
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■代表者：代表取締役社長 西川規代
■所在地：高知市杉井流16-27フレンドフォーD
■ＴＥＬ：088−861−4388
■担当者：チーフ 田所知佳

「PC-Talker」【視覚障害者用Windows読み上げソフト】
（ピーシー・トーカー）

有限会社
高知システム開発

■代表者：代表取締役 大田博志
■所在地：高知市吉田町2−23
■ＴＥＬ：088−873−6500
■担当者：営業担当 宇賀喜彦

目の不自由な方（視覚障害

商品の概要
者 ）が 、音 声 ガ イドを 使 い 、
及び
WindowsやWindowsに対
受賞理由

応したWord・Excel等を、操作
できるようにするソフトウェア。
同社が日本で初めて開発した視覚障害者用
ワープロ
「AOK点字音声ワープロ９８」
（ 第4回
地場産業大賞）
の読み上げや操作支援技術が
継承採用されており、日本語へのきめ細かな対
応が特徴である。国内の視覚障害者に広く支
持されている。
いち早くWindows10に対応し、
またタブ
レットにも対応したことで順調に売上を伸ばし
ている。
全国の視覚障害者に役立つソフトウェアとし
て広く普及しており、社会的貢献も大きい点が
評価された。

フェイスマスクを中心としたシート化粧品用オリジナル不織布
三和製紙株式会社

■代表者：代表取締役 鈴木恭一
■所在地：土佐市高岡町丙443-1
■ＴＥＬ：088−852−3811
■担当者：専務取締役 鈴木俊之

インバウンド需要の“爆買い”で各

製品の概要
化粧品メーカーが軒並み売上を大き
及び
く伸ばしているフェイスマスク、
クレン
受賞理由
ジングシート用の原紙
（不織布）
であ

る。フェイスマスクに求められる機能である
「保液性・
保水性」
のほか、
どれだけ肌とシートの間に空気を入
れずに肌に密着するかの指標である
「空隙率」
に優れ
た原紙を開発・製造し、大手化粧品メーカーに採用さ
れている。
高知県で培われた不織布の高い技術力を生かし、
商品力が高く、市場規模も拡大しているため今後に
も期待できる点が評価された。
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幼児向け家具（MORITOシリーズ）

四万十町森林組合

■代表者：代表理事組合長 沖本 英城
■所在地：高岡郡四万十町古市町10-14
■ＴＥＬ：0880−27−0175
■担当者：副工場長 髙橋康太

地元産の四万十ヒノキ間伐材で作った、幼児用の机・椅子セット。

商品の概要
開発者が親の立場で、
「安心」
「安全」
な製品づくりにこだわるとともに、子供たちに木のぬ
及び
くもりを伝えたい思いで開発された。
受賞理由

幼児期からの
「おかたづけ意識」
を育てるよう、片づけた際の美しさに着目しデザイン開
発されており、重ね置いた際に幾何学模様を描く。また重ね置いた際にも指を挟まない工夫
が施されており、幼児が自らおかたづけの楽しさを発見できるとともに、
ヒノキならではの香りの癒しや木の
ぬくもりに触れられる。
同組合では、
「 地元の木」が「地
元の家具」
となり、地元の子供たち
に渡ることや、全国の子供たちが
日本の文化でもある国産木製品に
触れる機会を増やしたいという思
いで活動している。
製品企画や教育的観点、同組合
で取り組む社会的意義などが評価
された。

メディパッドストレート、メディパホルダー
株式会社近澤製紙所

■代表者：代表取締役 近澤隆志
■所在地：吾川郡いの町4003番地
■ＴＥＬ：088−892−0126
■担当者：開発部商品開発課係長 森野邦子

弱酸性素材を採用した大人用紙おむつ

商品の概要
（ 尿 取りパッド）の「メディパッドストレー
及び
ト」
。排尿後のアルカリ性に傾いたオムツ内
受賞理由

を弱酸性に保つことでお肌をやさしく守
り、臭いの元を軽減。また誰でも簡単に装
着できるまっすぐな形状を特徴とした、
「メディパッド」
シ
リーズの中でも最高のやわらかさと吸収量をもつ商品と
なっている。
下着メーカーと共同開発した
「メディパホルダー」
は尿
取りパッド併用に最適な形状と伸縮性をもった当社オリジ
ナルの布パンツ。ソフトな肌ざわりと高い伸縮性で尿取り
パッドをしっかり固定しながらも窮屈さを感じさせない。
高齢化社会に対応した商品で、大手との差別化がはか
られている点や、病院施設等で勉強会を開き各地域に密
着した活動を行うなど、商品、活動ともに細やかな気遣い
がなされている点が評価された。
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有限会社
菱田ベーカリー

羊羹ぱん
■代表者：代表取締役 菱田征夫
■所在地：宿毛市和田340−1
■ＴＥＬ：0880−62−0278
■担当者：専務 菱田仁

あんぱんの表面に羊羹をコーティングするという独特の発想を活かした老若男女誰から

商品の概要
も愛される商品。
及び
東京日本橋三越でのセールス活動の失敗を契機に、土佐ＭＢＡや宿毛商工会議所などと
受賞理由

連携して、商品パッケージの改良や保存期間を延ばすための冷蔵対応など、商品自体の磨
き上げに取り組んでいる。
また、県などと連携して、食品見本市にも積極的に参画し、新たな商流の見直しに取り組んだ結果、都内
「成城石井」
などの高級スーパーマーケットへの納入などが実現し、売上が爆発的に増加している。
マーケットインの考
え方で着 実な商 品 改
良を重ね、成果に結び
つけている点や、売上
も伸びており、地域へ
の貢献度も高いことが
評価された。

入浴剤「うるおい家族」

松田医薬品株式会社

■代表者：代表取締役社長 松田康弘
■所在地：高知市塚ノ原８
■ＴＥＬ：088−843−5111
■担当者：製品事業部 統括マネージャー 岡崎雄二

60年以上の製造技術を活かして、乳幼児やアトピー肌の方に向けて開発した入浴剤。

商品の概要
入浴剤は色や香りを楽しむ嗜好品として、販売においても重要な要素であるが、肌への刺
及び
激を配慮して
「無着色、無香料」
にした。
受賞理由

温泉成分にうるおい保湿成分としてミネラル豊富な室戸海洋深層水とうるおい成分のホ
ホバオイル、かゆみ抑制のあるヒノキチオールをバランス良く配合。
３８℃程度のぬるめの湯
に入れて入浴することで配合成分
が肌を包み込むように作用する。
水槽による手浸け体験など、効
果を実感してもらうための広告宣
伝などを行い、全国の量販店やド
ラッグストアなど販路を拡大して
いる。
ニーズに応えた肌に優しい製品
で、独自の製造方法や販売実績が
評価された。
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PUALAウェットタオル

株式会社mimoto

■代表者：代表取締役 味本隆
■所在地：高知市長浜5984−2
■ＴＥＬ：088−837−2323
■担当者：片岡弓子

綿１００％のウェットタオルシリーズ。

商品の概要
インバウンド向けの
「おてふきにっぽん」
や、抗ウイルス効果のあるVB
（ウイルスブロック）
及び
水溶液を用いたシリーズなど、香りや機能性のバリエーションが豊富。パッケージデザイ
受賞理由

ナーや、薬液メーカー、
プランナーとチームを組んで商品開発しており、国内加工を行ってい
るため、安心安全であり、品質レベルも高い。
オンリーワンな商品であり、各ターゲット層に対しての着実にニーズを捉えたマーケティング戦略を展開
するなど今後の成長が期待されることが評価された。

次

世

代

賞

地域と連携した畜産クラブによる「軍鶏ッケ」の商品化活動
高知県立高知農業高等学校
畜産総合科所属畜産クラブ

■代表者：校長 田中彰治
■所在地：南国市東崎957−1
■ＴＥＬ：088−863−3155
■担当者：教諭 萩原陽子

高校生が校外実習を通して地域住民と関わりながら、地域の特産品
（軍鶏）
を使った加工

活動の概要
品づくりや販売活動に取り組むことにより、社会経験による教育効果と地域の活性化を目
及び
指す取組。
受賞理由

地域振興に取り組むごめんシャモ研究会との飼育に関する共同研究をきっかけに、多くの
方に味わってもらいたいとの生徒の思いから軍鶏を用いたコロッケ
「軍鶏ッケ」
を開発し、高
校生レストランでのメニュー提供や各種イベントでの販売を行い、地域の活性化に貢献している。また、
レシ
ピの提供などで県内企業に協力
し、惣菜や冷凍食品での商品化
に繋げている。
地域で進める軍鶏料理の普及
に地域と協力して取り組んだ点
や、学生レストラン・テストマーケ
ティング等において着実に実績
を残し、商品化に繋げるなど実
業的に成果を上げている点など
が、今後の展開への期待も含め
て高く評価された。
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高知県地場産業大賞

表彰

３０周
年記念

１ 高知県地場産業大賞の概要
高知県地場産業大賞は、
高知県経済の活性化を目的に高知県内で作り出された優秀な地場産品や地場産業の
振興に貢献のあった活動を顕彰する制度です。
同賞はくろしお博覧会記念基金の運用益により昭和61年度から毎年実施し、
今回で30周年を迎えることができ
ました。

２ 応募数の推移
これまで760件のご応募をいただき、
333件の商品や活動を表彰してきました。
高知県地場産業大賞は、
ものづくりに携わる方々の励みとして共に歩み、
応募数は当初から概ね20件前後で推移
してきましたが、
高知県産業振興計画の実行元年である平成21年度からは応募数も増加し始め、
計画の浸透と共
に更に開発意欲が
高まり、
近 年 は50

70

件前後の高水準で

60

推移しています。
よ

50

り多くの方々に参

40

加していただき、
同
賞が目的とする県
経済の活性化が更
に進んでいます。

H21 産振計画スタート
応募数も一気にアップ！

応募数
開催年度
開催回数

応募数

S61
第1回

15

20
10
0

S62
第2回

26

S63
第3回

24

H13
H14
H15
第16回 第17回 18回

13

（H27)
60

（H21)
31

30

S61
第1回

開催年度
開催回数

（H24)
64

応募数

18

15

H元
第4回

35

H2
第5回

H2
第5回

19

H7
第10回

H3
第6回

24

H4
第7回

25

H12
第15回

H5
第8回

16

H6
第9回

11

H17
第20回

H22
第25回

H27
第30回

H7
H8
H9
H10
H11
H12
第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回

12

17

12

12

18

15

H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
第19回 第20回 第21回 第22回 第23回 第24回 第25回 第26回 第27回 第28回 第29回 第30回

13

14

22

19

22

31

37

48

64

49

54

60

株式会社技研製作所
代表取締役社長 北村 精男 氏
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３ 30周年記念表彰の趣旨
高知県地場産業大賞が30年にわたり続けてこられたことは、
素晴らしい製品や活動を生み出してこられた企業
や団体の皆様の努力と高知への熱い思いに支えていただいているからにほかなりません。
そこで、
黒潮博覧会記念
基金事業の運営委員会では、
30周年を記念して、
次の賞を贈ることとしました。

①30周年記念特別功労賞

これまでの受賞企業の中から素晴らしい製品を出し続け、
地域産業の振興への貢献が大きく、
地場産業大賞の

普及啓発や価値向上に最も貢献した企業を顕彰するものです。

②30周年記念賞

これまでの受賞商品や活動の中から、
斬新なアイデアで注目を集め今でもその製品を発展させ売上を伸ばし地

域に貢献している製品を生み出した企業や地域として脚光を浴びたのちも活動を発展させ地域に貢献している活
動を顕彰するものです。
【選考対象件数】 第１回〜第29回までの受賞企業と受賞商品活動
（241社・317件）
賞

名

30周年記念特別功労賞
（賞状・記念品）

30 周 年 記 念 賞 ⑷
（賞状・記念品）

13

製品名（商品名）
・活動名

企業名・団体名等

シティパイラーＦＴ70型、吊込装置（鋼矢板供給用クレー
ン）、エコサイクル、インプラント堤防 他

株式会社技研製作所
（高知市）

保湿ペーパー

河野製紙株式会社
（高知市）

AOK点字音声ワープロ９８

株式会社高知システム開発
（高知市）

姫かつお

土佐食株式会社
（土佐清水市）

ユズ加工品による地場産業おこし

馬路村農業協同組合
（安芸郡馬路村）
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３０周 年 記 念 特 別 功 労 賞
企業
名

株式会社技研製作所

製品 昭和62年度（第２回） 【大
名

■代表者：代表取締役社長 北村精男
■所在地：高知市布師田3948−1
■ＴＥＬ：03−3528−1633

賞】シティパイラーET70型

平成 2年度（第５回） 【大 賞】吊込装置（鋼矢板供給用クレーン）
平成15年度（第18回）【大 賞】エコサイクル

平成26年度（第29回）【大 賞】インプラント堤防

他

受賞 ㈱技研製作所は、無公害建設機械として世界で実績を重ねているサイレントパイラーを
理由 はじめ、今後高い市場性が期待されるインプラント堤防など、関連装置の製造にかかわ
る県内企業への波及効果が大きく、国内のみならず、海外でも多大な実績を上げており、功績
は顕著で、地場産業への貢献は非常に大きく、今後の更なる飛躍を期待して賞を決定した。
「 振動や騒音のない工事現場にした
企業の 従来、工事は騒音を伴うことが当たり前の世界で、
概要 い」
という思いで1967年
（昭和42年）
に北村精男氏が創業。
フーチング構造など、古い
工法のまま一向に改善されない側面がある旧態建設業界を改善するべく、国民の視点に立って
建設の本来のあるべき姿を具現化する
「新生建設業界」
を創造するための
「建設の五大原則」
【シティパイラー】
（①環境性、②安全性、③急速性、④経済性、⑤文化性）
を追求。
これに則り、科学的に裏付けられた構造物の構築で世界を変える
「工法革命」
を推進し、
サイ
レントパイラーやエコサイクルなどこれまでの製品は、工法革命の基礎となっている。
また、製品の製造は㈱垣内をはじめ県内機械メーカーに委託するファブレスのビジネスモデ
ルを採用し、関連装置の製造にかかわる県内企業にも大きな経済効果をもたらしている。
昭和62年に現所在地に本社工場を移転して以来順調に成長し、平成3年に店頭公開、平成
5年に大阪証券取引所市場２部に、平成25年市場統合により東京証券取引所市場２部に上場
している。
【代表的な製品・工法について】
鋼矢板供給用クレーン
サイレントパイラーは、圧入原理を実用化したもので、振動・騒音が少なく、汚泥が発生しな
【クランプクレーン】
い。そのため、無公害建設機械の代名詞として浸透し、世界30か国以上で実績を重ねている。
この製品が技研製作所の工法・製品の基礎となっている。
インプラント工法は、杭材を地盤に押し込んで地球と強固に一体化させるというもので、仮
設工事が不要で大幅な工期短縮と工費削減を実現。このインプラント工法を発展させ、
インプ
ラント堤防が生み出された。同製品は地震の液状化による基礎地盤の沈下や続く津波で堤防
高を超える越流が発生した際も、崩壊することなく防災機能を維持し続けることから、県内の地
震対策が求められる箇所への採用が続いている。
エコサイクルは、
「 地上に文化を、地下に機能を」
のコンセプトのもと、圧入工法で構築する円
筒状のインプラント構造壁を躯体とした耐震地下駐輪場である。東京、大阪、京都など、都市部
【サイレントパイラー】
を中心に納入されている。

【エコサイクル】

【インプラント堤防】
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３０ 周 年 記 念 賞
商品
名

企業
名

平成8年度（第11回） 【高知県地場産業大賞】

保湿ペーパー

( ティシュペーパー・トイレットペーパー )

河野製紙株式会社

■代表者：代表取締役社長 河野矩久
■所在地：高知市下島町７１
■ＴＥＬ：088−822−3107

同社は、家庭紙において
「保湿ペーパー」
という新たな市場を創造したパイオニアであり、
「 保湿
ティシュの河野製紙」
として消費者に親しまれ、現在もその業界のトップグループとして活躍してい
る。その礎を築いた画期的な商品が、平成８年度第１１回高知県地場産業大賞を受賞した
「保湿ペーパー」
である。
同商品は、ティシュペーパー、
トイレットペーパーに、通常製品の２倍程度の水分を含ませ保湿性を持たせ
ることによって、
しなやかさとしっとり感を与えた商品。ことに、花粉症など、使用頻度の多い際に起こる肌
荒れやヒリヒリ感を軽減させ肌にやさしい商品として、保湿タイプの新たな商品ジャンルを創出し、日本で
初めて市場に提供した。同商品の誕生は、大手企業中心で低迷している中小企業の家庭紙業界に大きなイ
ンパクトを与え、その後、大手企業が追随し現在では１００億円程度の市場規模に拡大している。
また、保湿成分
（グリセリン、
ソルビット）
は食品添加物の規格に適合し、化粧品原料基準に指定された薬
液等については安全性が確認されており、当時、日本とアメリカで特許を取得し、技術的にも高く評価され
た。
大手企業の参入により競争は激化したが、受賞後も、保湿成分の向上などの開発を行い、ゲル状保湿成
分
（特許取得）
を配合した、滑らかな肌触りの
「シルク保湿」
や保湿の技術に新特許技術をプラスして更に吸
水力を高めた
「こだわり保湿」
など、他社より上質な保湿ペーパーを提供し大手企業に対抗。売上は、受賞
当時約８億円が直近では１７億円を超え、同社の利益を生み出す重要な商品となっている。今春には、更に
上質な保湿成分や独自技術の組み合わせで市場にない商品が発売予定であり、
また、海外展開に向けても
現在、精力的に取り組んでいる。
世界で初めて
「保湿ペーパー」
を開発した高い技術力とその技術をベースに更なる保湿を進化させた製
品への開発に取り組む先進性を高く評価するとともに、高知県を代表する家庭紙メーカーとして今後の全
国、海外での更なる飛躍に期待とエールを込めて賞を決定した
受賞
理由
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受賞
理由

平成元年度（第4回） 【高知県地場産業大賞】

商品
名

ＡＯＫ点字音声ワープロ 98

企業
名

株式会社高知システム開発

■代表者：代表取締役 大田博志
■所在地：高知市吉田町２−２３
■ＴＥＬ：088−873−6500

同社は視覚障がい者用のソフトウェアの開発を手がける企業で、全国で約８０％のシェアを誇る日
本のトップ企業である。その同社を一躍有名にした商品が、平成元年度第４回高知県地場産業大

賞を受賞した
「ＡＯＫ点字音声ワープロ９８」
である。
同商品は、県立盲学校ワープロ研究会と共同開発した、点字と音声と拡大文字で操作する視覚障がい
者用の音声ワープロで、改良を重ね、
この分野では全国シェア８０％以上に拡大させた。声の出る国語辞典
はハードディスクに新明解国語辞典
（三省堂 ６万８千語収録）
を搭載した、日本初の漢字の分かる声の国
語辞典で、パソコンと同社開発の専用音声装置で作動。操作及び漢字は全て音声化され、全盲者が一人で
扱え、
また、弱視者用に視力に応じて拡大表示を可能とした。
視覚障がい者が音声を通じて文字に接することを可能にした、
この画期的な開発の意義は極めて大き
く、盲学校の教育や視覚障がい者雇用の面で新しい道を開くものとして大いに期待された。
受賞後も同商品の読み上げや操作支援技術を継承して、視覚障がい者がスキャナにセットした活字文書
やデジタル文書
（PDFファイル）
を読むことができる
「My Read」
やインターネット上の情報を自由に得るこ
とができる
「Net

Reader」
など、急速な高度情報化社会の発達に対応する商品を次々と開発し、多くの視

覚障がい者から支持され続けている。近年は視力低下や緑内障など視覚障害の発症のおそれがある高齢
者に向けて市場を開拓中である。
高知県発の日本トップ企業として長年に亘り最大シェアを維持し、全国の視覚障がい者に希望を与える
商品を開発し続ける技術力と、視覚障がい者の社会参加や自立、生活支援において社会的に大変意義が
ある点を高く評価した。また、今後は高齢者からも新たな需要が見込まれ、更なる社会貢献と市場の拡大に
期待を込めて賞を決定した。
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特 集

平成２７年度 第３０回 高知県地場産業大賞 表彰式

受賞
理由

平成3年度（第6回） 【高知県地場産業賞】

商品
名

姫かつお

企業
名

土 佐 食 株 式 会 社

■代表者：代表取締役 野村 明
■所在地：土佐清水市三崎５４３
■ＴＥＬ：0880−85−1515

同社は、土佐清水市の特産品づくりとして土佐清水市沖で大量に水揚げされる
「宗田かつお
（メジ
カ）
」
の有効活用を協議するために発足した土佐清水市地域活性化協議会をベースに地域ぐるみ

で設立された企業である。地域と共に発展し、今や地域の雇用と漁業者の生活の安定を守る重要な役割を
担う存在になっている。その発展の原動力となったのが、平成３年度第６回高知県地場産業賞を受賞した
「姫かつお」
である。
同商品は、それまで
「宗田節」
だけの製造しかなく利用価値の薄かった宗田かつおを工業技術センターと
高知大学の協力を得て個人向け商品として開発されたもので、宗田かつおのイメージチェンジを図るため、
「姫かつお」
と命名して高級感を持たせた。スティックや角煮など用途ごとに応じた色分けやパッケージデザ
インは商品としての付加価値を高めるにふさわしく、土産用、贈答用としての成果を上げ、宗田かつおのブ
ランド化に成功した画期的な商品として評価された。
受賞後は、売上を大きく伸ばし、平成５年には任意団体「姫かつお加工組合」
から同社を設立。その後、
ペットフード用
「焼かつお」
もOEMで製造し、受注増加に伴い第３工場を建設し増産体制を構築した。売上
は、受賞当時約５００万円だったものが「焼かつお」
も含めて直近では１６億円を超え、創業当時９名だった従
業員は今や１９０名を超えている。加えて宗田かつおを高値で仕入れることで水産業を支える生産者の所得
向上にも寄与している。
地域資源をブランド化した新たな特産品の創出により地域雇用を中心に水産業の活性化にもつながっ
た地域貢献度を高く評価した。また、今後の更なる地域産業の活性化への貢献を期待して賞を決定した。
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特 集

平成２７年度 第３０回 高知県地場産業大賞 表彰式

受賞
理由

平成11年度（第14回） 【高知県地場産業特別功労賞】

活動
名

ユズ加工品による地場産業おこし

団体
名

馬路村農業協同組合

■代表者：代表理事組合長 東谷望史
■所在地：安芸郡馬路村馬路3888−4
■ＴＥＬ：0887−44−2021

同組合は、昭和50年代初め、ユズ果汁を経済連等を通して醸造メーカー等に売っていたが、
この
ままでは原料供給産地にしかならず安定して販売ができないことから、地元で
「作り」
「 売る」
ユズ

加工品の事業展開を企画。
その後、ユズをニーズに合致した商品開発を行い、加工品を巧みなネーミングとユニークなPR活動に
よって都市への販路を拡大し20億円を超える販売額を実現したのみならず、若者の雇用の場を拡大した。
中山間地域でユズという地域資源をもとに、都市部を標準にした商品開発や産直販売、中山間地域の雇
用拡大などが評価され、平成１１年度第１４回高知県地場産業特別功労賞を受賞した。
受賞後は、
インターネットによる通信販売が開始され売上を大きく伸ばすとともにユズ加工による商品化
も次々となされ、平成２２年には化粧品工場まで建設した。それまで食品製造が中心だった同組合がユズの
可能性を求めて新たに化粧品製造に挑戦した
「化粧品umajiシリーズ」
は平成２３年度高知県地場産業大
賞産業振興計画賞を受賞した。
平成２６年、ユズ加工商品は約１００種類にのぼり、活動開始時３千万円だった売上を約３３億円まで伸ば
し、ユズ加工販売で７６人を雇用。地域資源を活用した地場産業興しの活動は、中山間地域における地域活
性化のモデルケースとして全国にその名を轟かせ、受賞当時から毎年、
３００件を超す視察団が全国から訪
れている。
昭和５５年から始まった同活動は３５年を超える継続的な活動へと発展し、地域づくりと組合員の生活の
安定につながり、地場産業の振興に大きく貢献している。ユズ加工による地場産業の振興に至るまで数々
の苦労を重ねながら、そのたゆまぬ努力と取り組みを高く評価するとともに今後の更なる地場産業の振興
を期待して賞を決定した。
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急速凍結技術と導入機器 のご紹介

食品開発課

平成28年1月に当センターの超急速凍結機(ショックフリーザー )を更新しました。この機械は、
超低温の空気を吹き込むことで対象物を急速に凍結させる装置です。食品の品質を損なわずに凍
結、冷凍保存するためには凍結させるスピードが重要です。今回は、急速凍結の種類と導入した機器
について簡単にご説明します。

▲

急速凍結方式あれこれ

食品を凍結するとき、−1 〜−5℃の温度帯では食品内部に大きな氷の粒子が生成されます。大き
い氷結晶は組織の損傷や成分の変質といった品質劣化を促進させてしまいます。短時間でこの温度
帯を通過できれば、生成する氷結晶も小さく、食品の品質劣化がかなり抑えられます。
現在では高品質の冷凍商品を製造するために、表1のような急速凍結法が開発されています。
表1

さまざまな急速凍結法

方式名

冷却方法

ブライン方式

ブ ラ イン 液（高 濃 度 の 塩 溶 液・アル
コール類）に食品を漬けこむ

さまざまな形状・大きさの食品に適応

冷却した金属板の間に食品を挟む

厚さの薄い均質な食品のみに適応

液化窒素( ー 196℃)や液化炭酸ガス
( ー 79℃) を食品に噴霧する

食 品の 組 織の 損 傷が少なく、解凍後
の品質も非常に高く保たれる
ランニングコストが高い

ー 20 〜ー 40℃の空気を吹き込み、
冷凍庫内の温度を下げる

最も広く用いられている
さまざまな形態の食品に適応
※ 今回導入した装置はこのタイプ

（液体凍結法）

コンタクト方式
（接触式凍結法）

液化ガス方式
エアーブラスト方式
（気体冷却法）

特

徴

実際の食品加工の現場では、凍結させる食品の特性や保持したい品質などに加えて、生産性、効率
性、経済性も考慮し、適切な凍結方法を選ぶ必要があります。

当センターが導入した超急速凍結機について
今 回 導 入した 超 急 速 凍 結 機(ショックフリー
ザー )は、超低温の空気を吹き込むことで食品を急
速凍結させるエアーブラスト方式の装置です(図1)。
この 装 置を 用 いることで、食 品 の 中 心 点の 温 度
をー１℃から30分以内で−５℃までに低下させるこ
とができ、高品質の冷凍食品が得られます。
本機の詳細は当センターホームページの機器設
備をご参照ください。
メーカー名
型
番
モ ー ド

ホシザキ電気(株)
HBC-12A3
ソフトチル( ー 1℃)
ハードチル( ー 20℃)
ショックフリーズ( ー 40℃)

※機器の使用には使用料が必要です。
料金や設備の予約については、お電話でご確認
ください。
超急速凍結機や食品の冷凍にご興味のある方は、
お気軽に食品開発課にお問い合わせください。
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図1

超急速凍結機の外観と内部

【お問い合わせ先】
食品開発課 TEL 088-846-1652
【設備説明（ホームページ）】
http://itc.pref.kochi.lg.jp/item/27-001994

「一人ぼっち｣と｢二人でお茶を」

楽しければ楽しいほど︑我が家の鍵

まりに誘ってくれます︒その一時が

配してくださって︑時々賑やかな集

りない飛び方です︒高知の方々は心

そ ん な と き︑
天 窓 あ(た ま を)扇 で
隠して︑
照れる程度でよいのでしょ

五十婿 天窓をかくす 扇かな

とです︒
でも知らなかったのです︒

ど言うこと自体が極めて不謹慎なこ

正 月 号 と ２月 号 に 土{佐 の 高 知 に

あ り が と う と} 題 し て︑﹁一 人 ぼ っ
ち﹂
の時に記したメモを順次掲載し
を開けるときは︑
望みがどこかへ消

となのでしょうか︒

白髪ですから︑
黒く染めれば済むこ

あ
て い る︒３ 月 号 は Ⅲ( に) な る が︑
えて別枠のタイトルを選んでみた︒

名月や
膳に這いよる
大の字に

階の寝室のダブルベッドから︑満月

ないと言っています︒南に面した ２

きます︒
自棄になって涼しいと言っ

と言いたいのでしょう︒
良く理解で

この句は︑
涼しいから寂しいのだ

寝て涼しさよ 寂しさよ

も︑
立待月も︑
寝待月も︑新月もよく

今までは 罪もあたらぬ 昼寝哉

ているようです︒

低いので︑
月はより高いところに居

うか︒
それとも︑
罪にもならない昼寝

じ︑
気疲れしかかっているのでしょ

一緒に居ることに暑苦しさを感

星なればこそ

ます︒

見えます︒
東京よりも高知の緯度が

我が子が居ない名月など︑名月では

最初の句と同じ状況です︒可愛い

子があらば

うか︒
五十どころかほとんど七十で︑

︶

えてしまっていることがあります︒
露の世は
ひとり暮らしに
︵記 ２００１／４／
一茶の俳句に凄いのがあります︒
晩年の幼子︑
最愛の娘を亡くしたと

さりながら

きに詠んだものです︒

露の世は
露の世ながら
この世はそのようにはかない世
で あ る こ と は 百 も 承 知 し て い る︒
そ れ で も︑
で も︑
な ぜ︑
ど う し て︑
と
考えてしまいます︒
今の私の心境で

数が大幅に減っています︒
鴨鍋とし

の に︑
春になって北に帰るときは

秋に渡ってきたときは沢山いた

春雨や 喰われ残りの 鴨が鳴

に関係なく生きてきました︒
一茶の

ると思うと不思議です︒
全くお互い

出会いの連鎖の結果が︑
今ここにあ

偶然の幾つもの︑
幾つもの偶然の

︵記 ２００２／４／１︶

トならば︑
待機状態で静かにしても

でしょうか︒
アイボのようなロボッ

しさが生き甲斐なのか︑
どちらなの

煩わしいと言いたいのか︑
その煩わ

人だった人と今は一緒に居ることが

寝を楽しんでいるのでしょうか︒
他

はこりごりだと︑
遠慮しながらの昼

て喰われてしまったのです︒
一茶は

ように
﹁星なればこそ﹂
と考えざるを

らうこともできます︒
煩わしさが欲

二本の赤い糸

どうして自分だけが生きながらえ

得ません︒﹁赤い糸で結ばれていた﹂

しかったのだと思います︒
煩わしい

す︒

ているのだろうと考えています︒
一

の考え方は予定調和そのものです︒

註 ﹁小林一茶﹂︑宗石近︑集英社新書００２２Ｆ︑
２０００

なければならないでしょう︒

き伴侶とは苦楽を共にできることで

人︑
残されたことで非常に良く理解

たことになります︒
予備の一本が前

そうだとすれば赤い糸は二本だっ

ことを楽しんでいると思います︒
良

ないように

老いらくや 星なればこそ 妻迎

できる一句です︒

蝶とぶや
この世に望み

からあったことになります︒
予備な

本誌「情報プラットフォーム」裏表紙への広告掲載企業募集！！

裏表紙A4全面

掲載料金

先

絡

連

申 込 期 限

産業連携推進部産業連携課 情報誌担当 西川
電話：088‐845‐6600
FAX：088‐846‐2556

7月1日（金）

公益財団法人 高知県産業振興センター

平成28年

（非賛助会員）………40,000円/月

毎月10日
（定期）
・1,500部発行

平成28年９月号より平成29年３月号まで掲載！

鈴木朝夫〈s-tomoo@diary.ocn.ne.jp〉
ご感想、
ご意見、
耳寄りな情報をお聞かせください。

26

目的があるような︑
ないような頼

原版なし

（賛 助 会 員）……… 30,000円/月
（非賛助会員）………50,000円/月

県内企業や関係機関など、
多くの読者にPRすることが
可能です！
ぜひ、
活用をご検討ください。

（賛 助 会 員）
……… 20,000円/月

原版あり

−
−

−
−
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information

情報

高知ぢばさんセンター催し物 予定表
催し物名
フィッシングショー
四国２０１６

主催者
in

岡林釣具（株）

場

所

大ホール

会

期

3/13（日）

営業時間
3/13

9:00 〜 16:00

高知ぢばさんセンターをご利用ください！
インターネット予約
できます。

割引

拡充

「ぢばさんセンター」
で検索！

制度

■ お問い合わせ・お見積り・ご予約は

㈱四国環境管理センター
ぢばさん事業部（担当：中屋）
TEL 088-846-0311 FAX 088-803-8510
E-mail diba-yonkan@cup.ocn.ne.jp
URL http://www.diba3.i-tosa.com/

確定申告が間違っていたときの訂正について
確定申告書を提出した後で、計算誤りなど申告した内容に
間違いがあることに気付いた場合は、訂正できますか？
税額を多く申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、
「更正の
請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。請求内容が正当と認められ
たときは、正しい税額に減額されます。
【手続】更正の請求書に必要事項を記入して、納税地を所轄する税務署長に提出してくだ
さい。また、更正の請求書を提出する際には、①個人番号（12 桁）の記載及び②請
求をする方の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。

次の方法で
訂正すること
ができます。

【期間】更正の請求書は、次の期間内に提出してください。
○平成 23 年分から平成 27 年分…法定申告期限から５年以内
税額を少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、
「修
正申告」をして正しい税額に修正してください。
なお、修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日（納期限）まで
に、延滞税と併せて納めてください。
【手続】修正申告書に必要事項を記入して、納税地を所轄する税務署長に提出してくださ
い。

更正の請求書・修正申告書は、
修正申告は、税務署長から更正があるまではいつでもできますが、修正申告によっ
国 税 庁 の ホ ー ム ペ ー ジ 【期間】
て納める税額には、法定納期限（平成 27 年分の所得税及び復興特別所得税は平成
（www.nta.go.jp）からダウ
ンロードできます。
（税務署に
28 年３月 15 日（火）、消費税及び地方消費税は平成 28 年３月 31 日（木））の翌日
も用意してあります。）
。
から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、できるだけ早く申
更 に 詳しい 情 報 は 、国 税 庁
告・納付するようにしてください。また、修正申告をする場合や、税務署長が更正
ホームページをご覧ください。

を行う場合には、加算税が賦課される場合があります。
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