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よろず支援拠点
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令和３年度 役員等の紹介
○役員
役

○評 議員
名

役

所属役職名

名

氏

令和３年４月１日現在
名

名

氏

理事長

栗山

典久

高知県理事

評議員

青木

章泰

高知県商工会議所連合会会頭

専務理事

久保

寛人

高知県商工労働部参事

評議員

吉村

哲也

高知県商工会連合会会長

所属役職名

理

事

杉本

雅敏

高知県商工会議所連合会専務理事

評議員

町田

貴

高知県中小企業団体中央会会長

理

事

中川

雅人

高知県商工会連合会専務理事

評議員

山﨑

道生

一般社団法人高知県工業会会長

理

事

森田

健嗣

高知県中小企業団体中央会参事･事務局長

評議員

森澤

正博

一般社団法人高知県製紙工業会理事長

理

事

板原

啓文

高知県市長会副会長（土佐市長）

評議員

久岡

隆

高知県農業協同組合中央会代表理事会長

理

事

池田

三男

高知県町村会副会長（津野町長）

評議員

戸田

昭

高知県森林組合連合会代表理事会長

理

事

楠本

太

高知市商工観光部長

評議員

澳本

健也

高知県漁業協同組合代表理事組合長

理

事

岡田

忠明

高知県商工労働部副部長（総括）

評議員

受田

浩之

国立大学法人高知大学理事・副学長

監

事

西岡啓二郎

西岡公認会計士事務所所長

評議員

那須

清吾

高知県公立大学法人高知工科大学副学長

監

事

得冨

敬資

株式会社商工組合中央金庫高知支店長

評議員

清原

泰治

高知県公立大学法人高知県立大学地域教育研究センター長

監

事

山脇

豊明

高知県信用保証協会常務理事

評議員

岡﨑

誠也

高知県市長会会長（高知市長）

評議員

戸梶

眞幸

高知県町村会会長（日高村長)

評議員

中澤

慎二

高知市副市長

評議員

今西

正和

一般財団法人高知県地産外商公社代表理事

評議員

沖本

健二

高知県産業振興推進部長

評議員

松岡

孝和

高知県商工労働部長

役 員
【任期】
令和３年６月に開催される定時評議員会の終結の時まで
【定数】
理事 ９名以上１２名以内／監事 ３名以内
評議員
【任期】
令和６年６月に開催される定時評議員会の終結の時まで
【定数】
１２名以上１８名以内

組織図・業務概要
評議員会

総務企画部

理事会

経営支援部

理事長

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）
中小企業の経営課題に対する窓口相談
基金を活用した助成
起業･創業への支援
中小企業者等の研究開発の支援
企業の IT 相談窓口
賛助会員事業
情報誌の発行

専務理事

よろず支援拠点

中小企業、小規模事業者等のワンストップ総合支援

働き方改革推進
支援センター

来所、電話等による働き方改革に関する個別相談
やセミナーの開催

幡 多 出 張 所

デジタル化推進部
ものづくり
地産地消・
外商センター長

地産地消・外商推進部

東京営業本部

（
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東京事務所
大阪事務所
名古屋事務所

）

中小企業のデジタル化に関する相談窓口
デジタル化に向けた伴走支援
事業戦略の策定・実行支援
事業化プランの作成・実行支援
ものづくり総合技術展の開催
「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
高知県地場産大賞による顕彰
ものづくり企業の外商支援（見本市等含む）
技術の外商支援、受発注取引商談会の開催
防災関連産業の支援
県外・海外への販路開拓支援
首都圏等におけるものづくり企業の外商支援

公益財団法人高知県産業振興センター

令和３年度 役職員紹介
理 事 長

栗山

典久

昨年は、副理事長兼専務理事兼経営支援部長
として、
皆様方にお世話になりました。
本年4月からは、産業振興センターの理事長を拝
命し、
一段と身が引き締まる思いです。

窓口として、
センター内にデジタル化推進部を新設
し、
デジタル化推進監他の専門職員を配置するなど、
事業者の皆様の段階に応じたデジタル化を促進し
ていくこととしています。

令和２年度は、新型コロナウイルスの影響で幅広

また、三つ目のポイントの「新しい生活様式や社

い業種が大きな打撃を受けました。
こうした影響を最

会・経 済 構 造の変 化への対 応 」について、当セン

小限に食い止め、県経済を再び成長軌道に乗せて

ターでは、平成28年度からの「事業戦略の策定・実

いくためには、
コロナ禍を契機とした社会構造の変化

行支援」において、
自社でPDCAを回せる体制づくり

に的確に対応するとともに、
さらに一歩先を見据えて

の支援を強化してまいりましたが、新型コロナウイルス

施策を強化することが重要であります。

対応への現況を踏まえ、事業戦略の実行支援にお

そうしたことから、
高知県では第4期産業振興計画
をバージョンアップして、取り組みを進めていくこととし
ています。

いて、
特に計画の見直し支援も行ってまいります。
その他にも、
海外・県外とのリモートとリアルのハイブ
リッドによる商談会の実施、
こうち産業振興基金による

その戦略の方向性として、
「付加価値や労働生産

ECサイト構築や動画作成などを支援するコロナ枠の

性の高い産業を育む」、
「ウィズコロナ・アフターコロナ

公募、
また、
センター内に設置しています「高知県働

時代への対応」
と、
それに基づく6つの重点ポイントが

き方改革推進支援センター」
「高知県よろず支援拠

示されています。

点」のそれぞれの専門家による労働環境の整備や

そのポイントの一つである
「関西圏との経済連携の

経営改善への助言など、安定した経営基盤と魅力

強化」について、
当センターでは東京、
大阪、
名古屋

のある働く場づくりの推進などに取り組んでまいります。

に県外事務所を設置し、事業者の方々の新たな販

現在、
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化

路の開拓並びに拡大に取り組んでまいりましたが、本

し終息が見通せない状況にありますが、
センターで

年度はIRや2025年の大阪万博等、経済成長が見

は、
今後とも事業者の皆様に寄り添いながら、
県の戦

込まれる関西圏での販路開拓をさらに強力に推し進

略に沿った施策を現場で担う機関として、県や市町

めるため、
大阪事務所の外商コーディネーターを1名

村はじめ金融機関、団体とこれまで以上に連携を密

増員するなど体制の強化を図っています。

にし、企業の皆様の課題解決に向けたお力になれる

次に、
ポイントの二つ目である「各産業分野におけ
るデジタル化の加速」について、
本年度から、
県内中

よう、
職員一同、
気を引き締めて取り組んでまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

小企業の皆様のデジタル化を専門に支援する相談
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専務理事兼経営支援部長

久保

寛人

本年４月に専務理事兼経営支援部長に着任した久保と申します。第４期２年目と
なります産業振興計画を着実に進めていくため、これまで同様に民間事業者の皆様
との連携を深めまして、高知県産業の底上げを目指してまいります。新型コロナウ
イルス感染症の影響により厳しい状況ではありますが、皆様方とともに工夫して
「ポストコロナ」への対応を進めてまいりたいと考えております。企業の皆様に寄
り添ったセンターを心掛けてまいりますので、よろしくお願いいたします。

ものづくり地産地消・外商センター長
兼デジタル化推進部長

山﨑

稔

ものづくり地産地消・外商センター2年目となります山﨑です。
昨年度は外商部長を兼任して企業の方々にご協力をいただきましたが、今年度は
新設されたデジタル化推進部の部長を兼任することとなりましたのでよろしくお願
いいたします。
新たにできましたデジタル化推進部では「デジタル化相談窓口」を設けまして、
デジタル化を検討されている方のお悩みやお困りごとに専門の職員がお応えします
ので、ぜひお気軽にご相談ください。

戦略支援統括

山瀬

純一

高知で７年が過ぎようとしています。赴任先で一番長く、第２の故郷と感謝して
います。
コロナ禍で、昨年は、行動が制限されすべてに自粛モードでした。
静観する企業、もがく企業、千差万別です。
日立の創業精神のなかに 和、誠、開拓者精神 の言葉があり、このコロナ禍で改
めて読んでみると、先駆者が、困難に立ち向かった時の人の生き様が文字に染み込
んでいます。感慨深い言葉です。
このコロナ禍でもう一度人との繋がり、チャレンジ精神に思いを馳せて立ち止ま
り振り返ってみてはどうでしょうか。

戦略支援統括

渡部

正二

高知で迎える新年度も６年目となりました。昨年は、コロナの影響で店舗での販
売/卸への販売が大幅に減少した中、逆にネットでの直販が高知においても大幅に
伸びました。この傾向は、コロナ後においても続くと思われます。この状況をチャ
ンスと捉え、ネット販売に適した商品の開発、ネットを使った商談、SNS広告など
を積極的に仕掛けることが必要となり、そのサポートを重点的に進めていきたいと
思っております。

デジタル化推進監

川田

良彦

世間ではDX化やAI、IoTと騒がれていますが、難しい話ではなく各企業様に応
じたデジタル化をテーマに企業様目線で寄り添っていきたいと思っております。
長年製造関連業務に関わり、日本企業が得意とする付加価値生産に取り組み、大
企業から中小企業のシステム開発や導入支援を実施してきた経験を生かして、この
ほど高知県のデジタル化に取り組んでまいります。
また、仕事を通じて多くの方々と出会えることを楽しみにしております。新しい
出会いは新しい学びを生み、この学びからまた人生の幅ができます。人との関わり
を大切に頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
大阪府出身。特技はフルマラソン、遠泳など忍耐力。趣味はアウトドア、自然の
中での生活、ゴルフ、野球。
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地産地消・外商推進部

生産技術・機械設計
コーディネーター

市川

仁平

勝賀野 貴博

部長

早いもので、
センターでの活
動も9年目となりました。
今年度も、常に
『現場』
に赴
き
『 現物 』
をみて、実際に話を
聞き
『現実』
を知り、
皆様と一緒
に悩み、考え、現場改善の一
助となれるよう努めてまいります。
今年度もよろしくお願いいた
します。

４月に部長に着任いたしまし
た。事 業 戦 略の実 行 支 援を
ベースに「Made in 高知」の
外商を推進していけるよう努め
てまいります。企業の皆様に喜
んでいただけるセンターを目指
して頑張りますので、
よろしくお
願いします。

事 業 戦 略・地 産 地 消 課
業務内容

①経営ビジョンの実現に向けた
「事業戦略（中長期経営計画）」の
策定・実行のサポート
②製品開発のアイデア段階からの
具体化に取り組む
「事業化プラン（製品企画書）」の
作成・実行のサポート
③「ものづくり」に関して
「総合相談窓口」を設置し、
アイデア段階から販路開拓まで
一貫サポート

主査

會澤

直美

事業戦略実行へのご支援や、
ものづ
くり総合技術展、高知県地場産業大
賞など企業の皆様の様々な場面でお
手伝いできればと思っています。
ぜひお
気軽にご相談ください。

会計年度任用職員

山本 和枝

チーフ

福原

野本

岡村

忠純

事業戦略の策定・実行支
援、製品企画書の作成支援、
機械開発等に関しての相談
などを通じて、県内中小企業
の皆様をご支援させていただ
きます。
よろしくお願いします。

一晃

初めて携わる業務のため、皆様にご
迷惑をお掛けすることが多々あると思い
ますが、一日も早く戦力となれるよう頑張
りますのでよろしくお願いします。

主事

課長

大輔

本年度からセンターの一員として働く
ことになりました。
至らない点もたくさんあり
ますが、
企業の皆様の将来実現のため
全力で頑張っていきます。
どうぞよろしく
お願いします。

課長補佐

西森

隆広

事業戦略の実行支援のほか、
もの
づくりの地産地消の推進、県内の優れ
た製品や活動を顕彰する高知県地場
産業大賞の運営に取り組みます。
お気
軽にお問い合わせください。
主査

池澤

貴司

今年度より事業戦略の実行支援に加
え、主に地場産業大賞を担当させていた
だきます。新商品の開発など、皆様方のお
力になれるよう精一杯お手伝いさせてい
ただきますので、
お気軽にご相談ください。
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外
業務内容

①関西圏への取り組みやweb対応の
強化を行い、さらなる県外・海外
への「販路拡大」をサポート

課長

②メイドin高知の製品・技術を県外・
海外へPRする「見本市出展」を
サポート
③海外経験豊富なスタッフが高知の
製品・技術の「海外展開」を
サポート
主査

上杉

直寛

センターに着任して２年目になります。
商談会、展示会など県外販路開拓
のご支援をさせていただきます。特に、
オ
ンライン商談でお困りの際はご相談くだ
さい。

主幹

筒井

忍

昨年度に続き、県内事業者様の海
外展開のお手伝いのほか、
今年度から
は新たに国内見本市の出展もお手伝
いさせていただきます。
ぜひお気軽にご
相談ください。

会計年度任用職員

原

祥子

商

川﨑

課

聡

きらりと光る「メイドin高知」
の製品・技術を県外・海外へ
販路拡大を検討されている皆
様、
ご気軽にご相談ください。

課長補佐

前川

貴彦

昨年度まで県内企業様の海外展開支
援を長年担当させていただきましたが、今
年度は海外支援に加え、国内の見本市出
展や商談会など外商全般の支援を担当
いたします。ぜひお気軽にご相談ください。
主事

小松

聖史

本年度よりセンターに着任しました。
見本市や展示会等、県外への販路開
拓のご支援をさせていただきます。
よろしく
お願いいたします。

東 京 営 業 本 部
業務内容

①首都圏等に営業拠点を持たない県内
事業者に代わり外商コーディネーター
が自ら商談先を開拓
②高知県のおすすめ製品を分野別に
紹介する「ミニ展示商談会」を東京・
大阪・名古屋で開催
③全国の企業・自治体等へのPR活動、
見本市出展サポート、商談フォロー
活動

高橋

潤

本年４月に東京営業本部長に着任しま
した。
県内事業者の皆様方に代わってさまざ
まな方法で県外への販路拡大のサポート
をさせていただきます。東京営業本部の事
務所は、JR新橋駅徒歩４分の場所にあり
ますのでお気軽にお立ち寄りください。

外商コーディネーター（東京駐在）

外商コーディネーター（東京駐在）

外商コーディネーター（東京駐在）

本年4月に着任しました。主に東北地方（宮
城・山形）の自治体を担当し、高知県企業の防災
関連製品を中心に提案活動を行ってまいります。
30年間の営業・マーケティング経験を生かし、
皆様と伴走いたします。

東京営業本部勤務3年目です。関東・東北の
担当エリアの自治体を訪問し、防災備蓄品の紹介、
提案をしています。一般の製品では、紙製品を担当
しています。コロナ後を見据えた取り組みを始めてい
る企業・人との案件の獲得に取り組んでいます。

東京営業本部勤務6年目です。青森、栃木に埼玉、
東京の一部を担当エリアとして各自治体へ防災製品の紹
介、提案を行うほか、農業関連の資機材と技術の外商を
メインに受け持ち新規需要の開拓に取り組んでおります。
フットワーク良く活動しますのでお気軽にご用命ください。

菅井

05

本部長

滋
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坂本

勝彦

大澤

元貴

外商コーディネーター（大阪駐在）

外商コーディネーター（東京駐在）

外商コーディネーター（東京駐在）

大阪駐在として３年目となる本年度は、関
西・高知経済連携強化戦略の元年でもあ
り、
その活力を防災製品、木製品、紙製品な
ど高知県製品の更なる販路開拓拡大に繋
げてまいります。引き続きよろしくお願いします。

今年で６年目を迎えます。担当自治体は千葉・
茨城・福島の３県で、防災製品を中心に紹介・提
案を行っております。
その他の製品としては、食品
機械を中心に担当しています。今年も販路開拓・
拡大を目的とした課題を決め取り組んでまいります。

東京駐在として3年目を迎えました。自治体のエリアとしては、
東京西部・神奈川全域・秋田県全域を担当し、防災製品を含
めた県内企業様の製品を紹介させていただいています。また、土
木関連製品・木製品等を自治体並びに企業への販路拡大の
営業活動を進めていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。

外商コーディネーター（大阪駐在）

外商コーディネーター（大阪駐在）

外商コーディネーター（大阪駐在）

大阪駐在として7年目となる本年度は、関西・高知経済
連携強化戦略の元年でもあり、その活力を発注企業斡旋、
新規案件の獲得に向け積極的に取り組んでまいります。広
島・山口の担当エリアの自治体に訪問し、防災備蓄商材
の提案、紹介しています。引き続きよろしくお願いいたします。

本年4月より新しく仲間に加わらせて
いただきました。
新しいことにチャレンジす
ることが大好きです。
こんな販路が作りた
い、
こんな売り方をしてみたい、遠慮なく
ご有効活用ください。

今年度で2年目の大阪事務所の坂本
です。今年度は関西との連携強化の方
針のもと従前の自治体へのアプローチに
加え、新たに木材、木製品やギフト関連
商品などにも注力し頑張りたいと思います。

川上

芳村

泰司

利則

山本

水野

精一郎

三津夫

吉原

宮島 宏 子

業務内容

ものづくりコーディネーター（情報化支援）

横山

和昭

デジタル 化 推 進 部

デジタル化推進コーディネーター

②デジタル化に向けた伴走支援
・生産性や付加価値の向上など企業の
経営課題の解決にデジタル技術を
活用する取り組みへの支援

坂本 奈和

光男

名古屋駐在２年目の今年は、愛知・岐
阜・三重・静岡の東海４県の自治体訪問
を行い県内企業・製品の紹介、防災製
品の提案を行ってまいります。ぜひ、お気
軽にご活用ください。

※デジタル化推進部長はものづくり地産地消・外商センター長と兼務

会計年度任用職員

坂本

雅也

外商コーディネーター（名古屋駐在）

会計年度任用職員

①相談窓口の設置
・デジタル化の取り組みに関する相談
へのアドバイスなどの支援

千田

雄一郎

情報化支援セミナー、
デジタル化相
談窓口を担当いたします。Webサイトの
改善を企業の皆様と一緒に継続してい
きたいと思います。
どうぞよろしくお願いい
たします。

岡田

悟司

４月から新設されたデジタル
化 推 進 部でデジタル化 推 進
コーディネーターになりました。
企業様の業務改善の一環と
してデジタル技術で課題解決
のお手伝いを行います。
よろしく
お願いいたします。

チーフ

福永

寿雄

皆様、
こんにちは！ ４月に新設しました
デジタル化推進部の福永です。
皆様の
デジタル化に向けた取り組みのお手伝
いをさせていただきます。
お気軽にご相
談ください。
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経営支援部

※経営支援部長は専務理事と兼務

経 営 支 援 課
業務内容

①相談対応等による中小企業者の
経営課題解決の支援

課長

②経営力強化に向けた中小企業者の
多様な取り組みに対する、
助成金の交付や専門家の活用、
セミナーの開催等による支援

本

チーフ

光広

岡村

これまでの経験を生かしながら、各種
補助金や経営改善等の無料相談所
である「よろず支援拠点」等、
より使い
勝手のいい支援制度をご案内させて
いただきます。

会計年度任用職員

課長補佐

大

濵田

本年度から経営支援課に配属とな
りました。3月まで所属していた外商課
での経験を生かし、県内中小企業様
の課題を一緒に解決できるように頑張
ります。

西村

路

智弘

本年度から産業振興センターに着任し
ました。県や市町村、金融機関など各関係
機関とも連携し県内企業の課題解決のお
役に立てるよう努めてまいります。

主幹

会計年度任用職員

川村 美 千

一平

経営に関するご相談、補助
事業等への申請サポート、事
業戦略実現のための補助金
交 付 等を通じ、皆 様に寄り
添った支援を心がけてまいりま
す。
どうぞよろしくお願いします。

③産学官を含む研究開発等、
新たな製品づくりのサポート
主幹

野口

西川

絵里華

本年度から補助金業務を担当させて
いただきます。皆様のお役に立てるようお
手伝いさせていただきますので、
お気軽に
ご相談ください。
よろしくお願いいたします。

賛助会員＆ 広告募集
（公財）高知県産業振興センターでは、賛助会員の皆さまに様々なサービスを企画し、役立つ情報を提供し
ています。
年会費は１口１万円で企業・団体・個人等どなたでもご入会いただけます。
ぜひご利用いただき、経営の向上にお役立てください。
また有料広告の掲載についても随時募集しております。
月刊情報誌「情報プラットフォーム」の無料配布
「情報プラットフォーム」での商品、製品、サービス紹介
DVDの貸出
施設利用料金の割引
IT 110番
セミナーの開催

企業情報検索
「情報プラットフォーム」有料広告欄の費用を割引
〈通常〉裏表紙A4 1頁（県内・原版あり）￥40,000
⇒ 《賛助会員》なら ￥20,000
〈通常〉中面A4
1頁（県内・原版あり）￥35,000
⇒ 《賛助会員》なら ￥18,000

【お問い合わせ】 （公財）高知県産業振興センター
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賛助会員担当

TEL 088-845-6600

高知県働き方改革推進支援センター
業務内容

・来所、電話等による
働き方改革に関する
個別相談やセミナー
等の開催

副センター長（社会保険労務士）

河内

英治

本年より働き方改革推進支援センターの
メンバーに加わることとなりました。
自己研鑽
に努め魅力ある職場つくりの支援をしていき
たいと考えていますので、
よろしくお願いします。
副センター長（社会保険労務士）

田内

智子

皆様のお話をよくお伺いし、個々の置かれ
た事情に応じ、
多様な働き方が選択できる社
会を実現し、
より良い将来の展望がもてるよう
に、
働き方改革を勧めてまいりたいと思います。
副センター長（社会保険労務士）

三本

憲佳

地方にはまだまだ秘めた力があります。
働き方改革は埋もれた人材を活かすた
めの経営戦略です。
ビジョン達成への
一歩、
お手伝いをさせていただきます。

センター長

副センター長（社会保険労務士）

今村

陽二

嘉一

副センター長（社会保険労務士）

竹内

隆志

社労士・行政書士。
前職からの40年
余りの中小 企 業 者のご支 援の経 験と
キャリアコンサルタントの傾聴等を生かし、
ご相談に丁寧に対応させていただきます。
副センター長（社会保険労務士）

溝渕

克郎

企業の働き方改革に関連した労働法規や助成
金について相談を受け、1年が経過しました。引き続き
事業主に役立つ相談窓口としてお役に立てるように努
めてまいりたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。

亮祐

幡多出張所 副センター長（社会保険労務士）

片山

貴善

企業様の「働きやすい職場」づく
りの
取り組みに少しでもお役に立てるよう、
関
係諸法令の趣旨に沿って支援を進め
る所存です。
よろしくお願いいたします。

笹垣

美智子

今年度４年目となります。
今まで新規認証
推進にがむしゃら取り組んでいたように感じま
す。
今年度は気持ちにゆとりを持ち、
今まで
以上に事業所様に寄り添うアドバイザーとし
て頑張りますのでよろしくお願いいたします。

小松 隆子

玲美

副センター長（社会保険労務士）

ライフワークバランス推進アドバイザー

会計 年度任用職 員

畠中

県からの派遣で高知県働き方改革推進支
援センターに着任し今年で2年目になります。少
しでも企業の皆様のお力になれるよう努めてま
いりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

横山

田中

主査

これまでさまざまな業種の方と接した
前職での経験を生かし、
働き方改革の
サポート、
労務管理等のご相談を承りま
す。
よろしくお願いします。

ゴルフ歴30年、
ゼネコン勤務歴25年の
経験を今回の仕事に注ぎ込みたいと考
えています。
高知県の中小企業の働き方
の改善に少しでも寄与できれば幸いです。

ジョン万のふるさと土佐清水から勤務。
公
正、
誠実をモットーに、
実務にあたってはなお
研鑽に努め、
企業や労働者など地域の皆さ
んの少しでもお役に立てればと思っています。

誠之

この4月に高知県働き方改革推進支援セン
ターに着任いたしました。労務管理の専門家
（社会保険労務士）
とともに、 魅力ある働く場
づくり のお手伝いをさせていただきます。皆様
からのご相談をお待ちしております。

副センター長（社会保険労務士）

幡多出張所 副センター長（社会保険労務士）

山本

ライフワークバランス推進アドバイザー

村上

丈祐

高知県東部と幡多を中心に活動さ
せてもらっています。
WLB認証制度取
得に向けて、
制度説明、
就業規則の変
更箇所を分かりやすくお伝えします。
どう
ぞよろしくお願いいたします。

島津

友喜

従業員の満足度・労働生産性を高めて
売上向上に導く働き方改革を推進サポート
します。
医療経営コンサルタントの経験を生
かして皆様の会社に貢献したいと思います。
副センター長（社会保険労務士）

田村

豊

企業の皆様からの時間外労働・年
休等の課題に応じています。
同じ目線
で考えていきたいと思っています。
お気
軽にご相談ください。
副センター長（社会保険労務士）

森澤

正守

私は何よりも「お客様のお役に立つこと」を目的
に業務を行っております。
そのために、社労士の一
般的な業務の他、事業主が「困っていること」を共
に悩み、共に解決し、共に喜ぶことを実践しています。
幡多出張所 副センター長（社会保険労務士）

岡﨑

元秀

昨年に引き続き
「働き方改革」や「労
務管理」に関するあらゆるご相談を承りま
す。
お気軽に高知県働き方改革推進支
援センターをご活用ください。
ライフワークバランス推進アドバイザー

岡﨑

憲

ワークライフバランスについては、
分か
りやすく丁寧な説明となるよう心がけて
います。
少しでも皆様のお役に立てるよう
努めてまいりますので、
よろしくお願いい
たします。
ライフワークバランス推進アドバイザー

品原

律子

WLB認証制度に関するサポート等に携わり、今
年で９年目となりますが、今年度も、色々な業種の事
業所さんを訪問させていただき、認証推進、認証申
請時のサポート
（就業規則等の点検、助言等含
む）に頑張っていきます。
よろしくお願いいたします。
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よ ろ ず 支 援 拠 点
業務内容

チーフ
コーディネーター

・中小企業、
小規模事業者等の
ワンストップ
総合支援

サブチーフ
コーディネーター

石田

白石

伸夫

食 品メーカー、食 品 商 社において
食品の開発や、地産地商、地産外商
を経験してきました。商品開発や改善、
新商品の販売等をお考えの方、
お気
軽にご相談ください。
コーディネーター

藤原

香奈

チラシ・パンフレットの販促物をはじめ、商
品パッケージ・ブランディング・WEBデザイン・
写真撮影等の効果的な魅せ方や仕掛けな
どデザインに関するアドバイスをいたします。
コーディネーター

村岡

久寿

S N Sの運 用や動 画の活 用 方 法 、
G o o g l eアナリティクスの設 定や導 入
したあとのホームページやネットショッ
プの改 善の方 法 、
などお気 軽にご連
絡ください。
会計年度任用職員

玉 川 智 恵子

秀彦

こんにちは。高知県よろず支援拠点の亀井です。前職の高
知県商工会連合会では県内商工会の小規模事業者の皆
様に対する経営支援活動のお手伝いをさせていただきました。
金融機関、商工会、商工会議所等の支援機関と連携して、
皆様のお役に立ちたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

啓二

サブチーフ
コーディネーター

新型コロナウイルス感染症による様々な影
響が出ています。中小企業・小規模事業者の
経営上の売上拡大や経営改善の悩みに親身
に耳を傾け、地域のワンストップ窓口として適切
な解決策を提案し、成果がでるまでフォローアッ
プしてまいりますので、よろしくお願いいたします。
コーディネーター

亀井

コーディネーター

押岡 洋子

新型コロナウィルスの影響で多くの方
がビジネスモデルの転換を余儀なくされ
ています。
これからも事業者様の思いに
寄り添い、現場目線の改善支援を行っ
てまいります。
コーディネーター

中村

州男

企業の情報化人材育成のお手伝
いをしています。今年度のテーマは「自
社の個性を生かすためのノンプログラ
ミングWeb生産管理システム作り」で
す。
お気軽にご相談ください。
コーディネーター

宮田

文乃

web通販の売上改善や販促に役
立 つアプリの紹 介 、I n s t a g r a mや
YoutubeなどSNSでの情報発信をお
手伝いさせていただきます。

峠

篤士

よろず支援拠点に相談する
ことで、相 談 者が自分自身に
とって本当に気がかりなことや、
これまで目を背けていた大切な
ことに気づけるように力になりた
いと考えています。
コーディネーター

岩田

聡

金 融 機 関での長 年の勤 務 経 験を
基に、県内事業者の皆様の資金繰り
の安定化、事業の継続、起業等にお
役に立ちたいと思っています。
どうぞお
気軽にご相談ください。
コーディネーター

高橋

直弥

昨今の情勢もあり、
新たにWebサイ
ト
・
ネット通販・SNSを活用する方が増えてい
ます。
成果へ繋げたい、
もっと効率的な運
用方法を探している。
などに精一杯お応
えします。
コーディネーター

細木

博彦

長年の地元金融機関と直近3年間の
高知県商工会連合会で培ってきた知
識・経験等を生かし、事業者の皆様の課
題解決に尽力できればと思っております。
お気軽にご相談ください。
コーディネーター

山本

久美子

ホームページやSNSなど情報発信の
方法・内容でお悩みの方はお気軽に
お問い合わせください。
お客様・第三者
の視点からアドバイス対応をいたします。
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部長

総務企画部

山本千香子

生き残るのは変化に対応す
る者。新型コロナウイルスで、企
業の皆様の環境が激変する
中、
センターもその役割をしっか
り果たしていけるよう、総務企
画部門として、
センター全体に
目配りして活動を支えていきた
いと思います。

業務内容

課長

①公益財団法人としての管理・運営
業務
②職員の採用や研修、労務に関する
業務
③高知ぢばさんセンターの管理・運営
業務（イベント・研修・商談等の場
として施設の貸し出し）

主幹

仲内

啓介

貸し館事業と設備貸与事業の債権管理を
行っています。
貸し館事業は、コロナ禍の影響を受け苦しい状
況ですので、催し物や研修会等の開催の折には、
ぢばさんセンターの施設のご利用をお願いします。

主幹

植田

総務企画課

昌樹

総務、
事務関係の業務を担当します。
企業の皆様とはお会いすることはほとん
どありませんが、
よろしくお願いいたします。

岩﨑

佳世

センター職員22年目にして
初めて現 場を離れ、総 務 部
門に携わらせていただきます。
組織を支える部門として、
これ
までにない視点からの業務に
新鮮な気持ちで頑張りたいと
思います。

課長補佐

三宮

英嗣

外商課から異動になりました。
これま
での経験を生かし、
コロナ禍でも頑張る
皆様を総務企画課からご支援させてい
ただきます。

会計年度任用職員

会計年度任用職員

会計年度任用職員

石本 賢子

戸梶 雅 之

橋本 理恵

会計年度任用職員

会計年度任用職員

会計年度任用職員

岡本 志保

大﨑 美香

岡本 知 佐

県庁への派遣
主事

吉井 聡 美

主幹

尾﨑

望

2021.05_No.404
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公益財団法人 高知県産業振興センター

令和３年度 役職員紹介

コーディネーター・アドバイザー
業務内容

①事業戦略（海外展開含む）の
策定・見直し・実行の支援
②技術の外商支援
③県外・海外への販路開拓支援

ものづくりコーディネーター

土井

純夫

機械金属系ものづくりを中心とした県
内企業の皆様とコミュニケーションを図
り、県外発注企業とのマッチングと事業
発展に向けた支援活動に取り組んでま
いります。
海外支援コーディネーター

川崎

克正

高知県で海外関係の支援を始めて
6年が経ちました。
今まで通り、
海外戦略
策定の支援から、実務サポートまで皆
様の役に立てれば嬉しく思います。

主任
コーディネーター

和彦

県内機械系製造企業様と県外発
注企業様とのマッチングを主に担当して
います。今年度もコロナ禍の中、斡旋業
務に取り組んでまいりますのでよろしくお
願いいたします。
ものづくりコーディネーター

山下

林

主任コーディネーターとして、
県内企業の皆様にお役に立
ちたいと思っています。事業戦
略支援、
アイデアの製品化、
販
路開拓等全ての分野で頼りに
されるよう頑張ります。
よろしくお
願いいたします。

ものづくりコーディネーター

酒井

小田

和政

少しでも県内企業の皆様のお役に
立てるコーディネーターを目指し頑張
りますので、本 年 度もよろしくお願いい
たします。

ものづくりコーディネーター

川田

收

4月から東京営業本部勤務から10
年振りに高知勤務になりました。
いままで
の外商支援の経験を生かし,より密着し
た支援ができるよう頑張ります。
よろしくお
願いいたします。
ものづくりコーディネーター

畠中

伸明

今年は事業戦略のみならず、外商、
助成金、雇用面など様々な経営課題
の解決に向け、
率先して汗を流していき
たいと考えています。
どうぞよろしくお願い
いたします。
海外支援コーディネーター

山内

IT 推進アドバイザー

吉良 博幸
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経営革新支援コーディネーター

金子 直人

桂

コロナにより人とモノの往来に制限がかか
る日々が続いていますが、情報のやりとりは
飛躍的に進化しました。最初は使い辛かっ
たweb会議にも慣れました。
コロナ明けには
より効率的なサポートができるよう頑張ります。

（公財）

ホームページはこちら→

2021.05_No.404
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魅力 ある 働く 場づ くり をお 手伝

いし ます !

働き方改革推進支援センターです

こちら高知県

こんにちは。令和３年度の１回目は、「2021年４月以降に施行される働き方改革関連法等の主な
内容」について、改めてご紹介します。

全国社会保険労務士会連合会
「働き方改革法改正で何が変わるの？同一労働同一賃金編」
より抜粋、
高知県働き方改革推進支援センター作成

当センターでは、働き方改革関連法の内容や実務上の対応方法のご説明のほか、労務管理の方
法や「時間外労働を削減したい」、「時間単位の年次有給休暇を考えてみたい」、「助成金を活
用したい」などのご相談を専門家（社会保険労務士等）がお受けしています。本年度も県内の各
地域で定期的に相談会を開催する予定です。
また、ワークライフバランス推進企業認証の取得を希望する企業様には、高知県働き方改革推
進支援センターのワークライフバランス推進アドバイザー（全員が社会保険労務士）がアドバイ
スいたします。相談無料、秘密は厳守いたします。お気軽にご相談ください。

ご相談は→→（高知、幡多共通）

０１２０-８９９-８６９

Mail：hatarakikata@joho-kochi.or.jp 【高知県働き方改革推進支援センター】

ホームページはこちら→

【お問い合わせ】（公財）高知県産業振興センター内 高知県働き方改革推進支援センター

□〒７８１-５１０１ 高知市布師田３９９２-２ 高知県中小企業会館１階 □ 開所時間：8：30〜17：00（土日・祝日、年末年始を除く）

幡多出張所 □四万十市中村小姓町46 中村商工会館２階 □ 開所時間：8:30〜17:00（月・水・金：ただし祝日、年末年始を除く）

13

2021.05_No.404

売上を伸ばしたい！Web・SNSを強化したい！
など、お困りごとがある事業者の皆様方へ
もう相談されましたか？

「無料経営相談所
ご予約は
こちらへ→

高知県よろず支援拠点」

088-846-0175

■相談イメージは？

自社が活用しやすい補助金などの支援策を教えてほしい
自社製品を作ったけれど売り方が分からない
事業承継をどのようにしたら良いのか分からない
相談は
販路をもっと拡大したい
何度でも
当社のセールスポイントってなんだろう？
創業を考えています など
無料

■どんな支援をしてくれるの？

様々な実績・経験のある現役経営者が相談に乗ります
Facebook、HP、Web広告、プレスリリースで集客をサポート
販路開拓、商品開発、商品やサービスの改善、店舗繁盛化をサポート
資金繰り、事業計画、人手不足対応、税金、契約等の悩みをサポート

■よろず支援拠点とは？
平成26年度から国が全国に設置する無料
の経営相談所です。
高知県では、高知県産業振興センター内に
設置され、中小企業・小規模事業者、NPO
法人・一般社団法人・社会福祉法人等の中小
企業・小規模事業者に類する方、創業予定の
方の皆様の売上拡大、経営改善など、経営上
の様々な課題に対応できるよう多様な分野の
専門家を配置して対応しています。令和2年
度の相談対応件数は4,000件余りです。
また、高知県は県土が広いため高知市の常
設拠点の他に、支援機関と連携して定期的に
開催するサテライト拠点を設置しているほか、
皆様のニーズに応じ臨時的に出前相談所を設
けて対応しています。
さらに、皆様のご要望を受け企業現場にお
伺いする訪問相談や、電話・メールでの相談
にも応えている他、中小企業の皆様にお役に
立つセミナーも開催していますのでいつでも
お気軽にご相談ください。

【お問い合わせ】（公財）高知県産業振興センター内 高知県よろず支援拠点

□〒７８１-５１０１ 高知市布師田３９９２-２ 高知県中小企業会館５階
高知県よろず
□ 常設拠点での相談時間：8：30〜17：00（土日・祝日、年末年始を除く）
□ TEL : 088-846-0175 □ FAX : 088-855-3776 □ Mail：yorozu@joho-kochi.or.jp

検索
高知県よろず
支援拠点HP→
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Made in Kochiを全国へ
〜東京営業本部レポート〜

高 知 家 のミニ展 示 商 談 会【インテリア・ギフト関連製品 】を開催しました
東京営業本部

外商コーディネーター

坂本

勝彦

東京営業本部東京事務所では、イ
ンテリア・ギフト関連製品のミニ展
示商談会を、３月26日（金）に開催
しました。今回は、高知の企業６社
ならびに土佐材流通促進協議会が取
りまとめ（㈱イータスインザルーム、
㈱エコアス馬路村、㈱コスモ工房、
フォレスト、㈱山のくじら舎）に出
展していただきました。会場には首
都圏のバイヤーなど35社48名の方々
がご来場し、41件の新規取引に向け
た商談が始まり、見積もり依頼やサンプル評価など具体的な商談へと進みました。また、すでに
商談中の製品についても来期の商談や新たな展開について話を深めることができました。今後と
も、出展企業様と連携しながら、成約につなげるように取り組みを進めていきます。
参加企業(敬称略)

株式会社ケンセン35
有限会社土佐通信
土佐材流通促進協議会
有限会社戸田商行
株式会社ハート
ひだか和紙有限会社
株式会社モリサ

主な出展製品

宝石珊瑚の数珠
ヴェリコット (ガラスリサイクル製品)
スギ・ヒノキの木製品
木目(もくめん)製品と香りの抽出オイル
オーガニック製品
極薄和紙
和紙製品 和柄のマスク関連 和紙包材

今後も、見本市「インテリアライフスタイル2021（5/19（水）〜21（金））
と連動したミニ展示商談会
の開催を予定していますので、出展のご希望や新たな販路拡大をお考えの企業様は、東京営業本
部までお気軽にご相談ください。

令 和 3 年 度
7/ 7(水)〜 9(金)
10/13(水)〜15(金)
10/20(水)〜22(金)
11/10(水)〜12(金)
11/24(水)〜26(金)
12/ 8(水)〜10(金)
2/ 8(火)〜10(木)
2月中旬
3/16(水)〜18(金)

東 京 で の 見 本 市

ジャパン・インターナショナル・シーフードショー東京
第11回国際農業資材EXPO
危機管理産業展2021
第48回国際福祉機器展2021
第7回鉄道技術展2021
第23回エコプロ2021
第92回インターナショナル・ギフト・ショー春2022
国際ホテル・レストラン・ショー
第26回機械要素技術展

大阪・名古屋でのミニ展示会や見本市は、各事務所にお問い合わせください。
【お問い合わせ】（公財）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 東京営業本部
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□〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-3 内幸町ダイビル8F
□ TEL : 03-6452-8830 □ FAX：03-6452-8831

東京営業本部

大阪事務所 □ TEL : ０６-６２４４-７９３４

こちら→
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名古屋事務所 □ TEL : ０５２-６８４-４９０４

Industry

高知県工業技術センターだより

Tech nology

新緑がまぶしい５月、
中庭からコウヤマキの心地よい香りが漂ってくる季節になりました。皆さまいかがお過ご
しでしょうか。
当センターにおきましては、
４月１日付で人事異動があり、新体制となっております。本年度も県内
産業の支援に努めてまいりますので、
今後ともよろしくお願いいたします。

▶ 所長挨拶
本年４月より、篠原前所長の後任として、海洋深層水研究所長から当センター所長に着任いたしました。
引
き続き、
工業技術センター・紙産業技術センター・海洋深層水研究所の工業系３公設試験研究機関の連携
を取りながら、
地域産業の振興につなげる成果をめざしてまいります。
昨年度は、新型コロナウイルスの感染拡大という近現代史上稀にみる危機に見舞われた一年でした。県内
経済界も大きな打撃を受け、
大変なご苦労されたこととお察しいたします。
大きな逆風の中始まった、
第4期産業振興計画は、
新型コロナウイルス感染症による経済への影響を踏まえ、
本年度は「付加価値や労働生産性の高い産業を育む」に「ウィズコロナ・アフターコロナ時代への対応」を加
えた2本柱の基本戦略で臨んでまいります。
当センターでは①ＳＤＧｓを意識した製品・技術開発の促進（プラスチック使用量の削減に向けた技術支
援）、②高度な技術を持った人材を養成する研修会の開催、③高度な技術を活用した付加価値の高い製
品づくりの支援を本年度も引き続き重点的に進めてまいります。
また、
それとともに、
昨年度充実させた17機種に及ぶ食品加工・評価機器を利用したウィズコロナ・アフターコ
ロナの食品産業支援を積極的に進めてまいります。
加えて、昨年度急速に動き始めたイベント、会議や研修のオンライン化の動きを本年
度も止めることなく、研究資産のデジタル化を進めるなど、昨今の環境下でも皆さまが、
当
センターをより安全で利用しやすい環境を提供していきたいと考えています。
こうした取り組みを通じまして、
これからも企業の皆様のニーズに適切に対応しますとと
もに、信頼される工業技術センターであり続けたいと思っていますので、今後ともご支援、
ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
工業技術センター所長

川北 浩久

▶ 新規採用職員の自己紹介
はじめまして、
生産技術課へ配属となりました中澤 亮太です。
高知高専電気情報工学科、
高知高専 専攻
科 機械・電気工学専攻出身です。
学生時代は電気工学を専攻しており、電力や制御分野の研究をしていました。昨年
度までは、市町村で自治体職員として働いていましたが、
この度、学生時代に研究で
培った知識・自治体職員として得られた経験を生かして、地元高知の産業の発展に貢
献したいという思いもあり、
工業技術センター研究員として働けることとなりました。
新採１年目ということや業務内容も以前と異なるため、
ご迷惑をおかけすることも多々あ
るかと思いますが、一日でも早く仕事を覚え、県内企業の皆様のお役に立てるよう頑張り
ますので、
よろしくお願いいたします。
生産技術課

研究員

なかざわ りょう た

中澤 亮太
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▶ 新規採用職員の自己紹介
はじめまして、
食品開発課へと配属になりました土居

睦卓です。
４月から県庁職員として働いていますが、
並

行して、
高知大学 大学院 総合人間自然科学科研究科 理工学専攻に在学しており、
現在修士課程２回
生です。
大学生時代より実験で利用していた工業技術センターで働けることとなりました。
大学では、分析化学の一つとして、新たな土壌中水銀の溶出リスク評価法及び簡
易で低コストな溶液中水銀の分析法の開発に取り組んできました。
これらの研究で得た
経験を生かして、食品の新たな品質評価法や簡易で低コストな食品分析法を確立す
ることで、
高知県の食品産業に貢献したいと考えております。
社会人１年目で至らぬ点も多々あると思いますが、少しでも早く県内企業の皆様のお
役に立てるよう精進いたしますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
食品開発課

研究員

ど

い

ともた か

土居 睦卓

人 事 異 動 の お 知 ら せ
○ 転 出（退職含む）
氏

名

篠原
河野
岡本
谷内
武市
今西
谷内
野島
上東

速都
敏夫
佳乃
恵美
信彦
孝也
嘉明
敬一
治彦

○転入
氏

名

川北
野島
加藤
竹内
久保
中澤
土居

浩久
慈
麗奈
啓祐
慶太
亮太
睦卓

新 所 属

産業技術振興監 兼 工業技術センター所長
技術次長
食品開発課 チーフ
（食材応用担当）
総務課 チーフ
計量検定室 チーフ
生産技術課 主任研究員
計量検定室 主任
計量検定室 専門員
工業技術センター 専門員

新 所 属

旧 所 属

工業技術センター所長
総務課 チーフ
食品開発課 チーフ
（食材応用担当）
計量検定室 チーフ
計量検定室 主幹
生産技術課 研究員
食品開発課 研究員

○ 昇 任、昇 格、配置換え
氏

名

島本 悟
隅田 隆
山下 実
毛利 謙作
保科 公彦
竹家 均
秋田 もなみ
竹吉 優樹

【お問い合わせ】

旧 所 属

退職
深層水研究所所長 兼 工業技術センター副参事
海洋深層水研究所 チーフ
中央西農業振興センター 総務企画課 チーフ
退職
退職（再任用 工業技術センター 専門員）
安芸土木事務所 主任
退職（再任用 工業技術センター 専門員）
退職

新 所 属

技術次長
技術次長（連携担当）
資源環境課 課長
研究企画課 チーフ
生産技術課 チーフ
（制御技術担当）
研究企画課 主任研究員
食品開発課 主任研究員
資源環境課 研究員

高知県工業技術センター

海洋深層水研究所長
中央東福祉保健所 主幹
海洋深層水研究所 チーフ
須崎福祉保健所 主幹
漁業管理課 主幹
新採
新採

旧 所 属

技術次長（連携担当）
資源環境課 課長
生産技術課 チーフ
（制御技術担当）
生産技術課 主任研究員
研究企画課 チーフ
資源環境課 主任研究員
食品開発課 研究員
研究企画課 研究員

Kochi Prefectural Industrial Technology Center

お気軽にお問い合わせください。 □ 受付時間［平日 8：30 〜 17：15]
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5月19日(水)

13:30〜16:30

新入社員・若手社員の
早期戦力化研修

【オンライン開催】
Zoomにて行います。IDは別
途ご連絡させていただきます。

5月26日(水)
7月7日(水)
13:30〜15:00

Instagram
写真の撮り方セミナー

ぢばさんセンター１階
商談室２

集客に活用しよう！
「Googleマイビジネス入門
セミナー」

ぢばさんセンター１階
商談室２

6月9日(水)

13:30〜14:30

6月15日(火)

13:30〜16:30
6月4日(金)
7月1日(木)
13:30〜16:30
6月16日(水)

10:00〜16:00
① 6月23日(水)
② 7月13日(火)
③ 8月18日(水)
④ 9月29日(水)
⑤10月21日(木)
⑥11月24日(水)
13:30〜16:30

ぢばさんセンター２階
研修室１

オンライン商談会に対応する
ための営業スキルアップ
セミナー

※新型コロナウイルス感染症の状
況によりZoomによるオンライ
ン開催になる場合があります。

自社でできる広報活動のため
の動画活用セミナー

オンラインまたはオフライン
開催（会場開催）

新型コロナウイルスの状況により、オンラ
イン開催、オフライン開催を決定します。

WEBサイト
「売上・収益アップ」
実践セミナー
（設定準備編）

高知職業能力開発短期大学校307室

WEBサイト「売上・収益アップ」実践セミナー
① SNS活用術、決め手はUGC！
② ホームページ改善のポイント
③ 「売れる」状態を作る
④ 黒字化しているウェブ担当者の現場
⑤ Google Analytics活用術
⑥ デジタルマーケティングのポイント

【オンライン開催】
Zoomにて行います。IDは別
途ご連絡させていただきます。

【お問い合わせ】 高知県産業振興センター

０８８-８４５-６６００

※新型コロナウイルス感染症の状
況によりZoomによるオンライ
ン開催になる場合があります。

※新型コロナウイルスの状況が緩和さ
れれば下記会場にて開催します。

ぢばさんセンター２階
研修室１

セミナーなどは事前に申し込みが必要です。
受付方法やその他の詳細については、お問
い合わせください。

（公財）高知県産業振興センター正職員募集のお知らせ
３

O

所

公益財団法人高知県産業振興センターでは、
当センターの職員を募集しています。
募 集 職 種
採用予定人員
採用予定時期
募集締切日
受 験 資 格
年 齢 要 件
試
験
日

募集案内配布場所

定価 300円

︵会費中に本誌代も含みます︶

一般職（中小企業等支援業務、経理業務等全般）
１名
令和３年７月１日以降（応相談）
令和３年５月２４日（月）１７：00 必着
学校教育法による大学、短大、専修学校専門課程、高等専門学校（５年制）の
卒業者 ( 令和 3 年６月までの卒業見込み者を含む )
35 歳未満の人（令和３年４月１日現在）
第一次試験 教養試験、適性検査、小論文 （令和３年５月３０日（日））
第二次試験 面接試験
（令和３年６月１２日（土））
第三次試験 最終面接試験
（令和３年６月２０日（日））
※試験会場は、いずれも高知県産業振興センター
（公財）高知県産業振興センター、
（公財）高知県産業振興センター東京営業本部、
高知県庁県民室、高知県商工労働部商工政策課
高知県東京事務所、高知県大阪事務所、高知県名古屋事務所
※下記の当センターのホームページからもダウンロードできます。

公益財団法人高知県産業振興センター

〒781-5101 高知県高知市布師田３９９２番地２

総務企画課

電話 088-845-6600 ホームページはこちら→

行事予定表
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