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県内各業界の動向・9月

おらんくの組合
ちくと

高知県旅館ホテル
生活衛生同業組合
組合プロフィール
所 在 地： 高知県高知市升形５番34号  三好ビル2F
Ｔ Ｅ Ｌ： 088 ー 823 ー 5941
組合員数： 208名  
設
立： 昭和33年7月28日
主な事業： 組合員に対する衛生施設の維持及び改善向上
並びに経営の健全化に関する指導・教育事業

理事長

藤本

正孝

氏

コロナ時代だからこそ見直される旅の価値。
人とのつながりを大切にし、
少し離れていても心に伝わるおもてなしを目指します。
インバウンド活況から一転
宿泊業界に直撃したコロナショック
高知県の昨年の県外観光客は、
海外旅行者の増加や通
年イベントの効果もあり438万人となりました。過去最高だっ
た2年前の440万人には及ばなかったものの、大河ドラマ龍
馬伝が放映された平成22年の435万人観光が定着してきま
した。
そこに至るまでには、県を挙げてのプロモーションや企
業等へのセールスキャラバン、
おもてなしの徹底など、官民
が連携し取り組んできたことが実を結んだといえるでしょう。
しかし今年2月、新型コロナウイルスが全国的に蔓延し、3
月には県内でもイベントや外出などが自粛され始めました。
全国に緊急事態宣言が出されると、宿泊予約や歓送迎会・
ブライダルなど宴会部門のキャンセルが相次ぎました。4月・5
月の宿泊者数は、多くの施設で前年の15％ほど、宴会人数
は2％ほどまで落ち込み、かつて経験したことがない壊滅的
な状況となりました。高知県より休業要請もあり、施設を休業
し、雇用調整助成金等を活用し従業員を休ませるなどして
経費を削減したり、県の融資制度などを活用したりしました
が、
旅館ホテル業界は大きな痛手を負うこととなりました。
緊急事態宣言解除後は、
経済活動も徐々に回復し、
GoTo
トラベルキャンペーンなどの効果もあり、7月から9月の連休時
などは少しずつ宿泊者数も戻ってきています。
しかし、
よさこ
い祭り
・花火大会などイベントをはじめスポーツ大会や団体ツ
アーなどの開催が見送られ、
ビジネス分野でも全国大会や
宴会、
出張の自粛など影響は続いています。
また、近年に増
加傾向があった外国人観光客も、
海外との往来が活発にな
るのは時間がかかると予想され、宿泊業界にとって本格的
な回復はまだまだ先となりそうです。
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変わらないおもてなしの心
～安心して泊まれる宿を目指して～
わたくしたち組合では、
コロナ渦であってもそれぞれが生
き残るために様々な対策を講じています。
最初に行ったことは、宿泊業界の声を集め、国や高知県
などへ要望を行う陳情活動です。内容は多岐にわたり、経
営活動に対しての支援や、
観光業界を活性化させるための
施策のお願いを、各フェーズに応じて継続的に行っていま
す。おかげさまで、県の融資制度の拡充や補助金・助成金
などの経済的支援、高知県観光リカバリーキャンペーンなど
宿泊客誘致のための施策により、少しずつ効果が表れてき
ております。
また、
コロナ禍でも安心してお客様が宿泊できるよう、
組合
で「宿泊施設における新型コロナウイルス対応マニュアル」
を作成、講習会を開催する等、全組合員へ新型コロナ対策
の徹底を図っております。対応マニュアルでは、無症状感染
者がいる可能性を想定しており、
お客様を受け入れるときの
対応や、感染者が出た場合の対応など現場で素早い対応
ができるよう、
シーンごとの対策を示しています。

「宿泊施設における新型コロナウイルス対応マニュアル」講習会

また県や各市町村による各種観光キャンペーンや、
10月よ
り東京も加わったGoToトラベルキャンペーンの効果もあり、
宿泊者数は少しずつ戻ってきています。
おかげさまで週末は
予約で満室になることも増えてきましたので、AIを活用して
食堂や大浴場の混雑状況をお知らせし、3密を回避する為
に、非対面でのチェックイン・チェックアウトなど新しい技術も
積極的に取り入れ、
新しい常識への対応もしております。
またこれからの旅行は、お客様のニーズが団体から家
族、遠方から近場へといったマイクロツーリズムへ変化して
いくことが想定されます。各施設では、今まで旅行等を自粛
していた県内の皆様に、近場でも非日常を感じていただき、
リフレッシュができ
るようなプランもご
提 案をしておりま
す。地元にも素晴
らしい 旅 館・ホテ
ルがあり、素晴らし
いサービス・おもて
なしを体感しても
らうよい機 会だと
思います。
コロナ対策おもてなしセミナー

コロナ時代でも、お客様の心を豊かに
する旅を提供します。
観光や出張などの旅行は、人が生きていくために、大変
重要な時間だと考えております。旅行は、家族や友達、職場
の人や地域の人々と普段とは異なるコミュニケーションを取
ることができます。
また、色々な体験や情報を得ることができ
る大切な場であり、相手の気持ちを考え、心を豊かにする
貴重な時間です。
近年、
ネット社会が発展したこともあり旅行離れが進み、
特
に若い世代では、
リアルな場でのコミュニケーションが少なく
なってきているといわれています。
しかし今回のGoToトラベ
ルキャンペーンの効果で、若い世代のお客様が増えており、
旅行の楽しさや大切さが見直されていると感じています。
宿泊業界にとって先行きが見通せず、
厳しい状況は続きま
すが、新型コロナの影響で時代が大きく変革し、我々もお客
様のニーズに対応していかなければなりません。我々の使命
は、
お客様が日常では感じることができない満足感・充実感
を提供することです。組合では、
ウィズコロナ・アフターコロナ
に応じた施設運営を指導し、皆様が安心して貴重な時間を
心地よく過ごせる旅館・ホテルを目指し、
おもてなしを行ってま
いります。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。

コロナ
対策

フロントにはアクリル板を設置

アルコール消毒

3密状況把握システム

こ れ 知 っ ち ょ い て

新しいおもてなしで、
安心してお泊りください
当組合では、各旅館・ホテルが行っている新型コロナ対策をお客様にも知ってもらい、
安心して施設を利用できるように、
“新型コロナウイルス対策に対応した安心・安全「新し
いおもてなし八策」”
のポスターと、
ホームページのバナーを作成しました。ポスター等が
掲載され、感染防止対策に積極的に取り組んでいる高知
県の旅館・ホテルを、安心してご利用ください。
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組合運営管理セミナーのご案内
本会では、組合役職員の方々を対象として、組合事務局人材育成セミナーを開催しており、今般、その一環で組合の運営
管理上で必要となる組合制度及び事務手続きをテーマとした「組合運営管理セミナー」を開催します。
当該セミナーは、組合検定試験対策にも活用できますので、新しく役職員となられた方はもちろん、既存の役職員の方
も復習及びスキルアップの機会として、ぜひご参加ください。

○ 組合運営管理セミナー
テーマ

開催日時

・組合制度の基礎
・年度末から総会後の諸手続き
・組合が行う届出、申請、登記手続き等のポイント
・演習問題（組合士試験問題から出題）

11月18日（水）
13：30～17：30

開催場所

ぢばさん
センター
多目的ホール

定

員

30名

※内容については変更となる可能性がございます。

※申込締切：2020年11月16日（月）
申込方法：本会HPより「参加申込書」をダウンロードしていただき必要事項を記載の上、本会
までお送りください。
お問い合わせ先

高知県中小企業団体中央会
TEL：088-845-8870 HP：https://www.kbiz.or.jp/

担当：小澤

課税事業者の方はもちろん 免税事業者の方にも

軽減税率制度はすべての事業者に関係します！
「軽減税率特別相談窓口」をご利用下さい！

無料

常設

昨年10月から消費税の軽減税率制度がスタートしました。
本会では、
「特別相談窓口」を設置し、消費税に関する各種相談を受け付けています。
「軽減税率の対象品目」や「帳簿の記載例」といった基本事項はもちろん、それぞれのケースに合わせた、専門的な相談や具
体的な質問については、専門家（税理士、公認会計士、中小企業診断士等）による指導や助言も行っています。
尚、令和5年10月からは適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入され、来年10月1日からは、当該制度を利用するた
め発行事業者登録申請がスタートします。
ご相談、専門家派遣ともに無料です。お気軽にご相談ください。
ポイント

１

適格請求書等保存方式とは？
いわゆるインボイス制度のことで

ポイント

2

適格請求書発行事業者とは？
税額控除を受けるためには、
「適格請求書」等の

あり、
「適格請求書」等の保存が、仕

保存が要件となります。なお、適格請求書発行事

入税額控除の対象要件となります。

業者登録制度において、適格請求書を交付できる

（当該保存方式による適格請求書

のは課税事業者に限られます。
（免税事業者の方

等を備えた物品等でなければ、仕入

は交付できません）

税額控除の対象とみなされません）

すなわち、免税事業者からの仕入については、
消費税の仕入税額控除対象とならなくなります。

お問い合わせ先
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高知県中小企業団体中央会 連携推進部
TEL：088-845-8870 E-mail：info@kbiz.or.jp

担当：山本

令和元年度補正・令和二年度補正

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
採択結果（３次締切）について
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型〕の3次締切は、令和2年5月22日（金）から8月3日（月）ま
での期間において公募を行いましたところ、全国で6,923事業者より応募がありました。
審査の結果、全国で2,637事業者が、高知県では以下の24事業者が採択されました。
採択者名称

事業計画名

株式会社飯田鉄工

最新ショットブラスト機を導入し、
災害時の急激な受注増加に対応できる生産体制を構築する

有限会社Ｗｉ
ｔｈ

食品ロス削減のためのデータ共有パッケージの構築

有限会社海昇

地元鮮魚を活用した最新型急速冷凍機によるコロナ時代の新商品開発

株式会社カマハラ鋳鋼所

四国初の連続ミキサ導入による工程改善及び陸上用製品の販路拡大

カワクボＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

完全密閉の袋詰め少量冷凍しらすの商品開発

有限会社関西フレーム製作所

生産性向上により、
工事用看板製造部門を強化し売上拡大を図るための設備投資

有限会社クリスプロジェクト

既存の患者満足度向上と在宅訪問業への新規開拓。そして働き方改革。

芸東ブロック工業企業組合

コンクリート製品の供給体制強化による防災対策公共工事への貢献

株式会社高知丸高

Ｉ
ＣＴ浚渫工
（河川）
に特化したＩ
ＣＴ泥上掘削機と施工管理システムの開発

株式会社小松啓作商会

オーダーメイド型専用機の導入による生産体制の強化並びに競争力の強化

有限会社澤工作所

高精度短時間加工による内製化の実現と産業機械の安定供給

三惠株式会社

最新高精度多面加工システム導入による金属部品加工の生産性向上と労働環境改善の達成

株式会社三洋測量設計

最新式ドローンによる安全かつ密に対応した革新的な森林測量事業

株式会社近澤製紙所

パッドタイプ紙おむつの安定生産体制の構築

有限会社西村謄写堂

和紙・トレーシングペーパーの印刷加工に特化した円滑な生産体制の構築

有限会社浜吉ヤ

コンビオーブン導入による水産加工品の焼き加工工程の生産性向上

ひだか和紙有限会社

世界初！文化財修復機関が待望む新商品「粘着成分付き典具帖紙」の開発

ひまわり乳業株式会社

脱プラ、
コロナ時代対応、
最新充填機による小型商品ライン再構築

別役誠治商店

生鮮生姜包装の効率化における生産性向上とトレーサビリティの実施

間島歯科医院

最新ＣＴ診断装置導入によるウイズコロナに対応した安全な治療環境の構築

株式会社益製作所

造船・航空機産業等、
新分野参入のためのクレーン等設備導入事業

ＭＩＹＡＭＯＴＯ ＤＥＮＴＡＬＦＡＣＴＯＲＹ

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠製造のための設備導入

株式会社モンプレジール

新商品開発のための製造設備導入による販路開拓と生産数の拡大

八千萬ず

受注増加に伴った製造力強化とＨＡＣＣＰ取得に向けた製造ラインの構築

採択結果については全国中央会HPもご覧ください

（50音順）

http://portal.monodukuri-hojo.jp/

4次締切は11月26日木です！
本事業は中小企業等の新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援することを目的として、引き
続き募集中です。新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者は、補助率の引き上
げ、補助金額の上乗せが行えます。設備投資等をご検討中の事業所の皆様は、ぜひご応募下さい。
●補助事業の概要
概

要

中小企業者等が行う設備・システム投資等を支援

補助金額

【通常枠・特別枠】100万円～1,000万円
【事業再開枠】上記に加えて、50万円上乗せ

補 助 率

【通常枠】中小企業者 1／2、小規模企業者・小規模事業者 2／3
【特別枠】Ａ類型 2／3、 Ｂ・Ｃ類型 3／4
【事業再開枠】定額（10／10、上限50万円）

対象経費

【通常枠】機械装置・システム構築費、技術導入費、運搬費等
【特別枠】上記に加えて、広告宣伝費・販売促進費
【事業再開枠】業種別ガイドラインに基づく感染防止対策費

参

過去にものづくり補助金を実施した事業者の導入設備・成果については、
下記ＨＰからご覧いただけます。
【ものづくり補助事業関連サイト】 http://www.monodukuri-hojo.jp/

考

詳しくは全国中央会HPをご覧ください

●お問い合わせ先
ものづくり補助金サポートセンター
TEL：０５０- ８８８０- ４０５３
高知県地域事務局
（高知県中小企業団体中央会
ものづくり補助金事業推進室）
TEL：０８８- ８４５- ６２２２

http://portal.monodukuri-hojo.jp/
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ものづくりの基盤技術強化を図る
研修会の報告及び開催案内
－令和２年度ものづくり担い手育成事業－
■□ 開催報告 ■□

○機械加工技術者研修
品質管理研修（労働災害対策編）

去る9月29日
（火）、30日
（水）の2日間、県内機械加工技術者を対象とした「品質管
理研修（労働災害対策編）」を、香南市野市町「高知職業能力開発短期大学校」にて
開催しました。
本研修は、品質管理の内、
「労働災害対策」に関する基本的な知識及び技術の習
得並びに自社で水平展開できる知識・技術の習得を目的に実施したもので、労働災
害の概要やヒューマンエラーと災害の関係、
リスクアセスメントの重要性など、事例
を交えながら講義が行われました。
受講者からは、
「労働災害への理解及び部下への指示のポイントを学べた」
「会社
全体で取り組んでいきたい」などの声が聞かれ、労働災害への理解及び取り組みの
きっかけとなる研修であったとの声をいただきました。

○熱処理技術者研修
熱処理技術研修（熱処理の基礎と金属組織）
去る10月3日
（土）、10日
（土）の2日間、県内の熱処理技術者等を対象とした「熱処
理技術研修（熱処理の基礎と金属組織）」を、香南市野市町「高知職業能力開発短期
大学校」にて開催しました。
本研修は、熱処理に関する基本的な知識の習得を目的に実施したもので、各種熱
処理に必要な材料に関する知識及び熱処理後に発生する割れなどのトラブルの解
決方法等について講義が行われました。
受講者からは、
「技術者として知識を蓄えることができた」
「同様の研修があれば
また参加した」などの声が聞かれ、有意義な研修であったとの声をいただきました。

■□ 開催案内 ■□
○溶接技術者研修

参加者募集！

無料

浸透探傷試験（ＰＴレベル１）技術研修
●開 催 日 時

１２月８日（火）・９日（水）
両日とも午前９時00分～午後４時00分

●開 催 場 所

高知県立高知高等技術学校 （高知県高知市仁井田1188）

【研修概要】 本研修は、県内溶接技術者の育成を目的として、浸透探傷検査技術（PTレベル１）の習得及び浸透探傷検査資
格（PTレベル１）の取得を目指し、浸透探傷試験の基礎や試験方法に関する知識、試験装置の操作方法などに
ついて、実習を交えて講義します。
【講

師】 高知県立高知高等技術学校 時間講師

飯田

康夫

氏

【募集人員】 ５名（※先着順）
【申込方法】 下記記載の本会HPより「参加申込書」をダウンロードしていただき、必要事項を記載の上、本会までお送りく
ださい。
【

Ｈ Ｐ 】 URL：https://www.kbiz.or.jp/pt1/

お問い合わせ先
5
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高知県中小企業団体中央会

連携推進部

担当：小澤

TEL：088-845-8870 FAX：088-845-2434 HP：https://www.kbiz.or.jp



日本語を勉強しています！
外国人技能実習生向け日本語教室

本会では、県内に在住する外国人技能実習生を対象に日本語教室を開催しております。本
事業は、昨年度よりスタートしており、今年度は42名のベトナム人、インドネシア人、カンボジ
ア人、フィリピン人が日本語を学んでおります。
日本語教室は、毎週２時間、全10回開催しており、プロの日本語教師がコミュニケーション重視
の日本語を教えています。教室でのやり取りはすべて日本語で、直説法（外国語を使わず日本語だけを使って教える方
法）で授業を行っています。実習生は、シャドーイング（音声を聞いた後にすぐ復唱する学習法）を行ったり、実習生同士
で会話の練習をするなど、教室は活気であふれています。
今年度の日本語教室は、少人数制、
マスク等の着用や換気の徹底、教室の一部をオンラインにするなどの新型コロナ
ウイルス感染症対策を行いながら開催しています。
最初は、緊張の面持ちだった実習生も、先生とコミュニケーションの練習を行っていく中で笑顔が見られるようにな
り、日本語で先生にプライベートの質問をするなど楽しみな
がら勉強しています。また、オンライン授業では、今まで実
施が難しかった遠方で実習を行う実習生へも、日本語を学
ぶ機会が提供できるなどの効果も出ております。
実習生からは、
「日本語を勉強する環境が少なかったの
で助かります。」、
「実習の後で疲れているけど、友達と楽し
く日本語が学べるので息抜きになっています。」などの声が
聞かれました。また、受入先や受入組合からは、
「日本人の
従業員とのコミュニケーションが増えて、仕事の効率が上が
りました。」
「今まで仕事以外で会話はなかったけれど、プ
ライベートのことを話すようになり、実習生の笑顔も増えま
した。」などのうれしい声もいただいております。
本会では、今後も外国人技能実習生と受け入れ企業のコ
ミュニケーションがスムーズになり、双方にとって充実した
実習が実施でき
るよう引き続き
支 援してまいり
ます。

日本語を教えるセミナーご案内
日本ではたらく外国人に対し、職場で必要な日本語やビジ
ネスマナーの教育・指導に関心のある方を対象としたセミ
ナーを来年2月頃に開催予定です！ご興味のある方はぜひご
参加下さい。
（詳細が決まり次第別途ご案内いたします）
◆ テーマ：日本語の教え方セミナー
◆講

師：
『はたらくための日本語』シリーズ編著者

◆ 参加費：無料

お問い合わせ先

高知県中小企業団体中央会 連携推進部
TEL：088-845-8870 E-mail：info@kbiz.or.jp

担当：古木

髙瀨
へんしも情報 vol.235●
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中央会 だより

高知県遊技業協同組合

児童養護施設への
児童用図書（ゆずま図書）寄贈
高知県遊技業協同組合（秋 太海 理事長）
は、
９月２５日（金）、昨年度に引き続き、児童養
護施設に児童用図書300冊を寄贈しました。
寄贈図書名は、組合マスコットキャラクター
「ゆずまくん」にちなみ、
「ゆずま図書」とし、
同日、秋太海理事長が、児童養護施設「さく
ら園」
（篠原志津施設長：入園児童30名）に赴
き、同図書を寄贈しました。

高知県遊協キャラクター
ゆずまくん

天神橋商店街振興組合

商店街が妖怪だらけに！？
しまんと百鬼夜行を開催しました
天神橋商店街振興組合（國吉 康夫 理事長）では、
１０月１０日
（土）～１７日（土）の期間、
「しまんと百鬼夜行」を開催しまし
た。このイベントは新型コロナウイルス感染症の影響で通行客
が減少した商店街に、たくさんの人に集まってもらい、少しでも
笑顔を増やそうと、幡多地区の妖怪伝承を紹介する「幡多妖怪
地図」を製作した「四万十漫画倶楽部（くらぶ）」の全面協力の
もと行われたイベントです。
約150メートルのアーケード街には、ちょうちんの飾り付け
や障子で作った顔出しパネルも登場！ろくろ首やのっぺらぼう
などの有名な妖怪や、幡多に伝わる妖怪のイラストや仕掛けの
他、解説パネルをアーケードの柱に設置しました。妖怪コスプレ
を体験できる小道具の貸し出しや、写真撮影も盛り上がり、笑
顔のあふれるイベントとなりました。

7
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四万十市商店街振興組合連合会女性部

お店の魅力をアップ!!
～繁盛店づくり研修を実施しました！～
四万十市商店街振興組合連合会女性部（四万十玉姫の会）では、去る１０月１４
日（水）、繁盛店づくり支援事業による研修（１日体験コース）を実施しました。
この研修は、お客様が「あの店を利用したい」と足を運びたくなるような魅
力ある店づくりを目的に実施。店舗ごとに専門家からの具体的な提案や改善指
導を公開で受ける「公開臨店研修」と、総合的なアドバイスや事例を座学で学ぶ
「全体研修」の二部構成により行いました。

臨店研修

当日の臨店研修では、
「陶器小売店」と「電器小売店」の方々はもとより、多く
の見学者も自店をイメージしながら専門家のアドバイスに対して熱心に耳を傾
けていました。
また、全体研修においては、臨店研修の振り返りのほか、専門家からの事例紹
介によって、繁盛店づくりへのポイントを数多く学ぶことができました。
今回の研修では、参加者から次々と質問や意見が出されたほか、
「次回はぜ
ひうちの商店街で実施したい」
「もっと重点支援してもらえるコースを教えてほ
しい」等の希望もあがるなど、大変有意義な研修となりました。

全体研修

「繁 盛店づくり支援事業」とは??
多くのお客様が足を運びたくなるような、活気溢れる繁盛店とはどんなお店なんでしょう？
「あのお店ってどんな感じ？」
「ぜひまた利用したい！」
そんな魅力溢れるお店づくりをお手伝いし、商店街全体の繁栄に繋げていくための事業が「繁盛店づくり支援事業」
です。
㈱全国商店街支援センター登録の支援パートナーや、実践サポーターを商店街等に派遣し、個店の魅力向上のためのノウハウを、現場で具
体的に指導してもらえます。
「入りやすい店にしたい」
「もっと上手にＰＲしたい」など、お店によって様々な希望があると思います。
「１日体験コース」のほか、
「ステップアップコース」や「実践コース」など、商店街の現状や個店のニーズに合わせ、様々なコースが用意され
ていますので、
ご興味のある方は、
㈱全国商店街支援センター 繁盛店づくり支援事業紹介サイト

ＨＰ https://www.syoutengai-shien.com/support/prosperity/ をご覧下さい。

〈お問合せ先〉  高知県商店街振興組合連合会 TEL：088-845-8870 FAX：088-845-2434

掲載無料

組合いんふぉめーしょんのコーナーを、組合活動のPR、イベント、新商品のご紹介などの
告知にぜひご利用ください。 ●中央会までどしどし情報をお寄せください！
！

信用保証協会は、中小企業のみなさまが
金融機関から事業資金を借入する際、
その保証人となり、金融の円滑化を通じて
中小企業の支援を行っている公的機関です。

〒７８０-０９０１ 高知市上町３丁目１３番１４号
TEL ０８８-８２３-３２６１ FAX ０８８-８２２-７０６９
URL https://www.kochi-cgc.or.jp/

へんしも情報 vol.235●
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中央会 だより／施策情報

経営力能力向上セミナー（秋の交流会）を
開催しました
青年中央会では、去る9月24日
（木）午後3時よりホテル日航高知旭ロイヤルにお
いて、経営能力向上セミナーを開催しました。
本セミナーは、中小企業にとって喫緊の課題となっている
「BCP」について、現状の
認識や取り組むべき事項に関する理解を深め、事業の継続力強化につなげていく
ことを目的として開催。MS&ADインターリスク総研の鍵村有子氏を講師にお招きし、
「経営基盤強化セミナー

～脅威に負けない組織づくり～」
と題してご講演頂きま

した。
またセミナー後段では、高知中央電気工事業協同組合青年部の牧野部長、穂森
部長代行より、
「組合員が活用できるBCPのひな形作成の取り組み」についての事例
発表が行われ、参加した青年部員等はいずれも真剣に耳を傾けていました。
セミナー終了後には懇親会も開催し、参加者間で意見交換がなされるなど、交流
親睦を一層深めていました。

9

●へんしも情報 vol.235

高知県からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症
の影響による売上減少が続
き、国の「持続化給付金」を
受けてもなお経営状態が厳
しい事業者様を対象に、固定
費のうち人件費の負担に着
目した高知県独自の給付
制度です。

受付期間

令和3年2月10日（水）
まで

※当日消印有効

へんしも情報 vol.235●
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施策情報
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高知市からのお知らせ

高知市 ＧｏＴｏ 商店街
商店街
キャンペーン
高知市では新型コロナウイルス感染症により影響を受けた商店街等を活気付け
るため「高知市ＧｏＴｏ商店街キャンペーン」を展開し、この一環としてさまざまな
イベントを開催します。

商店街イベント

（10月21日時点の情報です）

おまちde食べて買ってプレゼント
期間中に対象店舗のレシートを3, 000円以上集めて応募
すると抽選で県産品が当たるキャンペーンを実施。

地産地消マーケット

▶実施期間

10 月 24 日㈯～11月 23 日（月・祝）

県内の農産物生産者・加工品製造事業者、ステイホームで
疲れたご家族…みんなの気持ちを少しでも前向きに・明る
く・未来に向けて進めるよう
「TSUNAGU～高知家の底チ
カラ～」をテーマにイベントやマーケットを開催します。

※日時は未定。詳細は決定次第、専用HPに掲載します▶

（株）高知放送営業部

期間中に対象店舗で利用できる5, 000円相当のクーポン
券を2, 500円で販売します。

▶場所 中央公園・近隣の商店街 など

お問い合わせ先

おまちde食べて飲んで 得 クーポン

TEL：088-825-4223

▶販売場所（11月1日㈰～11月17日㈫予定）
サニーマート各店
（清水店、
【前売り】県内のTSUTAYA全店、
四万十店、FC加盟店は除く）
、毎日屋全店、エー
スワン全店、エーマックス全店

中心商店街等へのアクセス向上

無料周遊バスの運行
お買い物等に利用できる中心商店街エリア・イオンモール
高知・卸団地エリアを結ぶ無料周遊バスを運行します。
▶日時

12 月 27日㈰まで 毎週日曜日

※運行ダイヤ・ルートなど、詳しくは
商工振興課HPをご覧ください▶
お問い合わせ先

高知市商工振興課 TEL：088-823-9375（平日）
高知市コールセンター TEL：088-822-8111（土日祝）

中央公園地下駐車場の無料開放
▶日時 …12月27日㈰までの土日祝、
12月28日㈪～31日㈭
お問い合わせ先

高知市都市建設総務課 TEL：088-823-9216

▶クーポン券利用期間

11月22 日㈰～11月 30 日㈪

おまちdeトレジャーウォーク
専用アプリをダウンロードし、指定された商店街等エリア
を歩いて宝箱に入ったコインを集めよう。コインの枚数に
より高価な景品が獲得できるチャンス！
▶実施エリア
市内の商店街振興組合のエリア、卸団地・その周辺のエリア
▶実施期間

1月 9 日㈯～ 3 月7日㈰

令和3年

対象店舗は市内の商店街等です。 イベントの
参加方法など詳しくは特設HPをご覧ください ▶
お問い合わせ先

高知市GoTo 商店街キャンペーン
イベント開催事業事務局㈱ユーエスケー TEL:088-883- 5666
へんしも情報 vol.235●
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情報連絡員報告を中心とした

県内各業界の動向
情報連絡員報告

DI=
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…やや悪化

…悪化

食品団地

生コンクリート製造

9月度市況は、観光関連の取引が新型コロナの影響で
悪化しており、景況感は足踏み状況。9月の連休で人
の動きがみられ、食品業界でも積極的な生産の動き
が現れている。

需要になお地域的偏在がある。高知市を中心とする
地区の市況低迷は、いまだに改善されていない。

酒類製造

コンクリート製品

6月、7月出荷分の流通在庫が9月出荷を鈍らせてい
る。コロナ禍から抜け出せない状況である。

出荷数量は、前年同月比71％。前年５月分の出荷
から西日本豪雨による災害復旧工事の発注により増
加が続いていたが、7・8月分は前年度より低下し
た。

テントシート

機械団地

新型コロナ感染防止対策による、各種イベントの中
止、延期等により全体的に売上減少となっている。
特にイベント関連主力の事業所は大変な状況（前年
同月比50％超売上高ダウン）。

新型コロナにより、機械部品加工の受注が落ち込
み、業績が低迷している事業所がある。その他では
業種によりバラツキはあるものの、概ね横ばいの業
況で推移している。

木製品素材生産

刃物製造

材価の下落、受け入れ量の縮小等により少なからず
影響がある。

売上は昨年と変わりなし。小売業の取引先の売り上
げは確かに落ちているが、海外向きの品は好調でそ
れを補っている。

製材

船舶製造

需要の停滞、新型コロナの問題等全般に低調であっ
た。業界の状況は少し動き出した模様であるが、ま
だまだ全般に活発な状況になっていない。

海外取引は停滞しているものの、生産状況は、引き
続き高い水準で推移している。

製紙（家庭紙）

珊瑚装飾品製造

家庭内在庫増、購買意欲低下、大手の増産等悪い条
件が重なり、厳しい状況が続く県内家庭紙業界であ
る。年末に向けても回復の兆しが見えない。

9月の製品会取引額は前年同月比60％と、依然復調
の兆しが見えない状況である。

印刷

卸団地

官公需、県内民需も相変わらず低迷だが，プレミアム
商品券、Go Toイート等の特需で下げ止まり感も見ら
れる。県外需要は相変わらず良くない。全般に先月よ
りは若干改善傾向だが、前年対比は芳しくない。

1.シルバーウィークは少し活気が戻ってきたが、中
心街の居酒屋などの売り上げはあまり伸びていな
い。外食産業は引き続き低調であった。2.全体的に
景気の悪化が続いていると思われる。
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青果卸売

商店街（四万十市）

県外出荷は好調。県内消費は量販店は好調だが、業
務関係はまだまだ不況続きである。

敬老の日、秋分の日(連休)には県外客が多く商店街を
利用してくれた。運動会シーズンも会そのものは短縮
して実施、打ち上げ会等はなく、飲食店利用につな
がっていない。

生鮮魚介卸売

旅館・ホテル

マグロ、小物の入荷は少ないが、需要的には足りて
いる。（安いものは少ない）。カツオ（鹿児島、宮
崎地物）は順調に入荷している。

Go Toキャンペーンやリカバリーキャンペーンの実
施とシルバーウィーク期間の宿泊があり、回復が見
られたが、会議・宴会部門の減少が戻らず厳しい状
況である。

各種小売（土佐市）

飲食店

状況は変わらず厳しい。イベントなども行えず、活
気がなく寂しい。

業界の景況は夏以降やや回復傾向だったが当月は鈍
化した。業種、店舗により差はあるが平均した売上
高は前年度比6～7割程度。

ガソリンスタンド

旅行業

新型コロナの感染は高知では少なく、そのせいか連休
には県外客がかなり来ており、販売数量も前年には追
いつけないものの大差ないくらいの売り上げがあっ
たようだ。

組合クーポン前年同月対比112％、全旅クーポンを加
味して87％であるが、今年度総売り上げは大きく下
回っている。Go Toトラベル事業は旅行業者の事務手
続きが増加、収入が激減のままで、非常に厳しい状況。

電気機械器具小売

一般土木建築工事

全商品平均で前年比92％。昨年は消費税の駆け込
み需要があり、今年はその反動があり、前年比マイ
ナスとなった。

令 和 2 年 9月分 の 公 共 用 生コン 出 荷 量 は 、前月比
115.3％。9月の公共工事請負金額は前年同月比で
117.0％。災害復旧工事、防災・減災対策工事、高速道
路の延伸工事などの大型工事は継続している。

中古自動車小売

電気工事

依然市場相場の高騰で、仕入れに苦戦しているが、
先月後半から販売件数は増加傾向にある。

組合員の施工する電力引き込み線の工事量は、前年
同月比72.2％となった。香長地区の減少が影響して
いる。

商店街（安芸市）

一般貨物自動車運送

安芸市発行のプレミアム付き商品券が10月1日から
使用開始するにあたり、商店街の個店へ取扱店の登
録を呼びかけた。

新型コロナの影響はまだまだ続いていて、連休も
あってか荷動きは低調なままだった。燃料価格が一
旦落ち着いたのは好材料であり園芸物等の荷動きが
良くなることを期待するところ。

商店街（高知市）

タクシー

中央公園地下駐車場利用状況 売上：前年比45.1％
台数：96.2％。
シルバーウイークの4日間は県外観光客
を含め、終日多くの人で賑わった。その後、心配された
感染者の発生もなく一安心といったところ。

実働1日1車当りの前年同月比営業収入：77.1％、輸送
回数：77.5％。実働率は54.7％。感染者が出ていない
ので若干の人出のせいか少しずつ回復しているよう
に思えるが、実働率が悪いため収入は増えない。
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