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を守るために！」と勧誘活動に取り組んできましたが、次の担
い手となる青壮年層にとって、害獣駆除の報奨金の収入だ
けで捕獲後の利用が確立されていない狩猟という世界に
入るのはハードルが高く、抵抗感を持たれていました。

ジビエ肉加工施設の建設
　こうした中で、着目したのが、飲食業界で注目度が高く
なったジビエの活用です。イノシシ肉は高たんぱく低カロリー
のヘルシーな食材として認知されてきていました。「駆除した
イノシシ肉を須崎市の新たな特産品として販売していくこと
で、狩猟者の増収、新規狩猟者の確保に繋げることができ
るのではないか？」。地域を守りたいという思い、期待から浦
ノ内地区の猟師が中心となりイノシシ肉の加工・販売を行う
組織を目指して2019年に企業組合を設立しました。そして、
イノシシの加工を行う解体処
理施設は、県や市の補助金
を受け、約4，200万円で整備
し、コロナ禍で厳しい状況の
中、2020年5月より本格稼働に
こぎつけました。

美しい浦ノ内地区を守りたい
　当組合がある高知県須崎市浦ノ内地区は、横浪三里と
呼ばれる太平洋を望む横浪黒潮ライン、穏やかな浦ノ内湾
がある風光明媚な地域で、温暖な気候のもと、ポンカンや文
旦、小夏などの柑橘類やミョウガの栽培、湾内では鯛養殖
などが盛んに行われています。この資源に恵まれた地域で
は、イノシシやシカなどの鳥獣による被害が問題となってい
ます。特に、イノシシが多く生息しており、須崎市でのイノシ
シの年間捕獲数が約1,600頭に対して、その内、浦ノ内地
区では約1,000頭が捕獲されています。
　そんなイノシシから地域の農作物や住民を守っているの
が、猟友会に所属する浦ノ内地区の元気な高齢者の方々
です。若者が流出し地域の過疎化が進む中、農業などと
兼業しながら長年、地
域を守ってきた猟師の
方々も平均年齢が70
歳オーバーとなり、猟
師を継承する担い手
の不在が問題となって
います。「一緒に地域

ジビエ浦ノ内企業組合

地域の狩猟が挑む
「イノシシを活用した地域活性化」

海を泳ぐイノシシ
イノシシの解体作業

所 在 地：	高知県須崎市浦ノ内東分168番地32
Ｔ Ｅ Ｌ：	0889ー49ー0311	
組合員数：	7名		
設　　立：	平成３１年３月

組合プロフィール

理事長　中平　耕三 氏
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地域おこし協力隊員の力を借りて
　本格稼働後、猟師が捕獲したイノシシを１㎏当たり70円で
購入し、施設での解体を行っています。また、須崎市の協力
により、施設の本格稼働に合わせて、当組合で働く地域おこ
し協力隊員として若者が参画してくれることになりました。
　そこで、猟師がこれまで自家消費のために美味しく食べ
られるよう解体してきた技術を地域おこし協力隊員に指導
し、技術の継承を行うとともに、代わりに猟師が不慣れな
HPやSNSを地域おこし協力隊員の力を借りて整備し、営
業活動に取り組んでいます。
　販売は、施設での直販のほか、高知市北御座の「とさの

さと」や須崎市大間本町の直販所「とさっ子広場」でも販
売するとともに、県から紹介された県外の居酒屋へのサン
プルの発送やイベントなどにも出店しています。
　また、同じうらのうち集落活動センターの中で「メンチカツ
やコロッケ」といった商品をお弁当として販売する取り組みも
始まって地域の特産品として育てる動きも出てきています。

これからの挑戦
　コロナ禍での市場動向が読みにくい状況の中、地域おこ
し協力隊員とともに協力して販路開拓に取り組み、少しず
つ販路はできたものの、県外への営業活動が移動制限など
により思う様にできておらず、次年度の課題となっています。
　コロナ禍のなか、様々な課題はありますが、県外のイベン
トや展示会等への出展に積極的に取り組むとともに、組合
員も積極的に参加して生産者自ら商品のPRに取り組むこ
とが必要と考えています。
　猟師にとっては、商品のPRなどの営業活動を本格的に
取り組んだ経験がないため、地域おこし協力隊、うらのうち
集落活動センターのお弁当部会とともに、「ジビエの魅力」
を高めながら「地域を守るための猟師の確保」や「浦ノ内
地域の活性化」に繋がるよう新たな挑戦を続けていきます。

　浦ノ内では、海を泳ぐイノシシが目撃されており、えさが他の地域とは違うのではないか？と言われています。
ぜひ、一度ご賞味ください。
　イノシシ肉はブタ肉よりも濃厚で脂っこくなく、シンプルに焼肉にするだけで美味しく召し上がりいただけま
す。他にも、ソテーやシシ汁、すき焼きなどに使っていただくのもおススメです。

他の地域とは違う？イノシシ肉を販売

こ っれ ち い知 ょ て

※上記価格に送料は含まれていません

■主な商品

200ｇ ￥1,300 （税込）

400ｇ ￥2,500 （税込）

￥800 （税込） ￥5,000 （税込）

【ロース（200ｇ・400g）】 【モモ（200ｇ）】 【すき焼きセット】

イノシシの冷蔵熟成 イベント出店

◦ロースうす切り600ｇ
◦有機栽培の葉にんにく
　150ｇ
◦こいくち醤油
   「松の甘口」150ml/1本

セット内容

■販売先
　　◦組合直売所　〒785-0163　高知県須崎市浦ノ内東分2811-1
　　　　　　　　　TEL：0889-49-0144
　　◦ジビエ浦ノ内オンラインストア　https://gibier-uranouchi.stores.jp/



新しい取組み等を包括的に支援！！
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1

中小企業組合等課題対応支援事業はみなさまが行う、新たな活路の開拓、
単独では困難な問題の解決、中小企業の発展に寄与する取組みを支援します。

補助額

補助額

中小企業組合等活路開拓事業

《中小企業組合等活路開拓事業》

組合等を中心に共同して調査研究、将来ビジョンの策定、試作品の開発など、
様々な取組みに対して支援します。

IT活用による経営革新などを支援！！

組合等情報ネットワーク
システム等開発事業

活 路 開 拓 事 業
専門家を招聘した委員会で検討を行い、市場調査、試作品の開発、
ビジョンの策定、成果を発表するなどして、課題を解決、成果を共有する
取組みを補助します。

展示会等出展・開催事業
圏内外の展示会への出展や展示会の自主開催を補助します。
（商品等の販売を伴う出展・開催は不可）

効果的な販売促進が可能と
なり、売上を維持しながらチラ
シコストが30％以上削減

※大規模・高度型は補助金申請予定額が1,200万円を超え事業終了後3年以内に売上高が10%以上増加することが見込まれるもの、
　または、コストが10%以上削減されることが見込まれるものに限ります。

大規模・高度型 通常型

下限： 万円

上 

限
万
円

※

経営環境を
調査したい

補助率
上限6

10
95

実施した団体の
　　 %以上が効果を

実感しています！

実施した団体の

が効果を実感
95.6％

他業界で
成功している手法を

学びたい

100
1,200 補助率

上 限

6
10

下限：なし
上 

限 万円1,200 補助率
上 限

6
10

下限： 万円

上 

限
万
円

100
2,000 補助率

上 限

6
10

補助額

※大規模・高度型は補助金申請予定額が1,200万円を超え事業終了後3年以内に売上高が10%以上増加することが見込まれるもの、
　または、コストが10%以上削減されることが見込まれるものに限ります。

※本事業は令和3年度政府予算を前提としているため、今後、内容等が変更になることもありますのであらかじめご了承ください。
※実施した団体の効果は令和2年度全国中央会調べ
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効果実感
の声

Voice

1 新製品、新工法を開発した
結果、111社まで落ち込んだ
組合員数が146社に増加

Voice

2 海外での展示会終了後、
PRした製品が現地価格
にして売上230万円

Voice

3

事務処理工数が削減
され、事務処理時間が
月50時間から10時
間に減少

効果実感
の声

Voice

1 開発した受注支援ツール
によって売上高が6,323
万円から1億1,744万円
に増加

Voice

2 顧客情報を掴めるよう
になり販売機会ロスが
減少、売上高が前年度
比40％増加

Voice

3

  展示会で、
新製品を評価
してもらいたい

バーチャル
展示会への出展も

可能だぞ！

留
意
事
項

外部から専門家を招聘してシステム設計の検討を行ったり、専門業
者に対してシステム開発を外注したりする経費等を補助します。

●募集は第3次まで予定していますが、早期に予算枠に達した場合、途中で募集を打ち切ることがあります。
●大規模・高度型は、補助金申請予定額が1,200万円を越え、なおかつ事業終了後3年間以内に組合等又は組合員等の「売上高が
　10％以上増加することが見込まれる」又は「コストが10％以上削減されることが見込まれる」事業が該当します。

システムを構築する場合には組合等の業務分析や計画が
立案されているなど、事前に準備活動が必要です。

既存のシステムの機能追加・拡張も対象となりますが、
単純なリプレース、更新等は対象となりません。

新たな取組みを後押し！
課題対応支援事業

実施した団体の

が効果を実感
98.3％

高知県中小企業団体中央会　連携推進部　TEL：088-845-8870
または　全国中小企業団体中央会　振興部　TEL：03-3523-4905

本事業のお問い合わせは

オンラインで
受発注を

完結させたい

新システムの
設計書を
作りたい

組合等が行うアプリケーションシステムや情報ネット
ワークシステムの開発、開発のための計画立案や
RFP（提案依頼書）策定を支援します。

3月募集
開始予定！

※その他、所属組合が15都道府県以上の組合等が行う研修の開催を支援する「3.連合会（全国組合）等研修会」
　への支援もあります。（補助金　上限300万円・補助率６／10以内）

こんな取り組みに活用されています！ ～高知県での活用事例～

　従来、当組合で取り扱っていた擁壁用コンクリートブロックに背面を付けるとともに、
水抜き管を内蔵（任意）する改良を行いました。
　このことにより、安全性の向上が図られるとともに、国土交通省が推進している「i-Construction」
（施工現場の生産性向上）に寄与する、時代に適合した「アントラーⅡ」の開発に至りました。

◆新たなニーズに対応した背面付きブロックの新製品開発
（高知県コンクリート製品工業組合）

製品（左：水抜管なし、右：水抜管あり）

〈アントラーⅡ〉

水抜管

《組合等情報ネットワークシステム等開発事業》
◆共同事業の競争力強化を図るＷＥＢ型木材処理解析システムの構築
（嶺北林材協同組合）
　相次ぐ競合他社の参入による競争激化に対応するため、インターネットを介して製材機の稼働データをいつでもどこでも解析・閲覧可能
とする「ＷＥＢ型木材処理解析システム」を構築しました。

中
央
会
だ
よ
り

3 ●
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　このことにより、安全性の向上が図られるとともに、国土交通省が推進している「i-Construction」
（施工現場の生産性向上）に寄与する、時代に適合した「アントラーⅡ」の開発に至りました。

◆新たなニーズに対応した背面付きブロックの新製品開発
（高知県コンクリート製品工業組合）

製品（左：水抜管なし、右：水抜管あり）

〈アントラーⅡ〉

水抜管

《組合等情報ネットワークシステム等開発事業》
◆共同事業の競争力強化を図るＷＥＢ型木材処理解析システムの構築
（嶺北林材協同組合）
　相次ぐ競合他社の参入による競争激化に対応するため、インターネットを介して製材機の稼働データをいつでもどこでも解析・閲覧可能
とする「ＷＥＢ型木材処理解析システム」を構築しました。

へんしも情報 vol.238● 4
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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
（一般型）が 継続募集中 です！

　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本事業につきまして、
引き続き公募中です。
　設備投資等をご検討中の事業所の皆様は、ぜひご応募ください。

概　　要 中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供
方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援

補助対象者 中小企業・小規模事業者（中小企業による共同体含む、業種不問）、
NPO法人（一定の要件があります）

補助金額 100万円～1,000万円

補 助 率 補助率：中小企業者 １／２、小規模企業者・小規模事業者 ２／３

対象経費 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、
原材料費、外注費、知的財産権等関連経費

申請締切 令和３年２月１９日（金）	17時	（５次締切）

●補助事業の概要

その他の導入設備例については、
下記ページもご覧ください。

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

▲調査・測量用
　ドローン
◀3次元レーザー
　スキャナ

導入設備例

●三次元スキャナ・ドローン

●CNCマシニングセンタ ●包装機・冷凍機 ●レーザー加工機

●ソフトウェア ●デジタルサイネージ

▲真空包装機

▲レーザー加工機
▲5軸制御CNC

マシニングセンタ

◦3次元CAD
◦回路図設計CAD
◦2次元設計用CAD
◦デザイン用ソフトウェア
◦作図ソフトウェア

▲32インチ
　ディスプレイ

▲70インチ
　ディスプレイ

49インチ▶
ディスプレイ　

サーバー
（管理用PC）▶

製造業（機械金属等）：ＮＣ工作機械、検査・選別機、三次元測定機
製造業（食品）：スライサー、サーマルタンク、洗浄機、充填機、計量器
建設業：三次元測量システム、超音波測深システム、アスベスト除去装置
小売業：ウォークインストッカー、受発注・在庫管理システム
宿泊業：セルフチェックイン端末、除菌・浄化水処理装置
飲食業：冷凍冷蔵庫、冷蔵ショーケース、グリラー、製氷機、真空包装機
サービス業：業務用洗濯・脱水機、プレス機、ミシン、検針機

その他の
導入設備例

事業の詳細につきましては、全国中央会HPをご覧ください
https://portal.monodukuri-hojo.jp/

◀急速冷凍機

さまざまな業界で
利用されています！！

高知県地域事務局
高知県中小企業団体中央会

〒781-5101　高知市布師田3992-2　高知県中小企業会館
ものづくり補助金事業推進室　TEL：088-845-6222／088-845-8870
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　外国人社員・実習生に日本語を教えることはどういうことなのか、みなさんと
一緒に考えてみたいと思います。

令和３年 ２月18日（木）
14：00～16：00

本会ホームページよりお申し込み下さい。
2/10（水）〆切り

HP：https://www.kbiz.or.jp/japanese-for-working/

セリーズ（高知市高須砂地155）

はたらくための日本語セミナー
外国人社員との相互理解とコミュニケーション

神
か み よ し

吉　宇
う い ち

一 先生
武蔵野大学准教授
(公社)日本語教育学会副会長
（株式会社ラーンズ　
　　日本語教育事業アドバイザー）
Profile
1970年 北九州市小倉生まれ
正規・非正規30以上の職を経験し、大学
教員となる。前々職では、政府系財団職
員として政策案件の企画立案や企業向
け日本語教員プログラムの開発、マネジメ
ント等に携わる

対 象 者： 外国人技能実習生が働く事業所の日本人担当者
 （実習指導員、生活指導員、経営者など）

開催形式： 新型コロナウイルス感染症対策のため、講演は
 東京から高知の会場にWEB配信します。
 職場・自宅からのオンライン参加も可能です。

定　　員： ５０名 （先着順）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインのみの
　開催となる場合がございます。予め、ご了承ください。

日		時

申込方法

場		所

担当：古木　　　髙瀨

参加費 無料

※ 但し、通信に要する費用は受講者でご負担ください。

　去る１月15日（金）「ザ クラウンパレス新阪急高知」において、建設分野に焦点をあ
て「外国人技能実習制度適正化講習会」を開催しました。
　セミナーでは、国土交通省丹羽桃子氏より特定技能と技能実習の違いや、建設分
野独自の外国人材の運用方法、実際に外国人材を活用している企業の先進事例など
をわかりやすく伝えていただきました。また、当会より「建設分野における技能実習
制度について（入門編）」と題し、技能実習制度全体の概要や建設分野における実習
制度の特徴を説明しました。
　参加者からは「建設分野の外国人の活用は複雑だが、分かりやすく説明いただき
今後の運用の参考になった」「次回は特定技能の実務について学びたい」との声が
聞かれました。当会では今後も、外国人材を活用している事業者や活用を検討され
ている事業者向けに、様々な分野・国においてセミナーや視察を予定しております。

外国人技能実習制度適正化講習会
～建設分野～を開催しました

国土交通省　不動産・建設経済局　
国際市場課課長補佐丹羽桃子氏（オンライン）
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お問い合わせ先 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

ものづくり企業 IoT技術者育成サロン

●開催日時	 3月8日（月）　14：00～16：30
●開催場所	 高知県工業技術センター（高知市布師田3992-3）

【研修概要】	 本サロンは、県内ものづくり企業の生産性向上のためのIoT導入の促進を目的として、IoT技術
（Raspberry	Pi）に関連した最新技術や活用事例等の紹介・体験を通じて、技術者間での意
見交換を行い、導入を目指す企業の人材育成・導入課題の解決を図ります。

【講　　師】	 高知工業高等専門学校　　　	　客員教授					今井　一雅	氏

	 高知職業能力開発短期大学校　外部講師					森山　　博	氏

【募集人員】	 20名（※先着順）

【申込方法】	 下記記載のURL又は右上のQRコードより「申込サイト」にアクセスしてお申し込みください

【　Ｈ	Ｐ　】	 URL：https://www.kbiz.or.jp/iot-salon/

参加者募集！

無料
■□ 開催案内 ■□

○機械加工技術者研修

金属材料の破損・不良解析技術研修

　去る11月25日（水）、12月2日（水）、9日（水）、16日（水）、1月13日（水）の計5日間、県内機械加工技術者を対象とした

「金属材料の破損・不良解析技術研修」を、高知市布師田「高知県工業技術センター」にて開催しました。

　本研修は、金属材料の破損・不良解析技術の基本的な知識・技術の習得を目的に実施したもので、高知県工業技

術センターの職員を講師として招聘し、当センターの設備等を活

用しながら、強度試験、光学顕微鏡を用いた組織検査、固体発光

分析装置を用いた金属成分検査などについての講義及び実習を

行いました。

　受講者からは、「試験機などに触れる機会が多くあり良かった」

「実践形式の研修で理解しやすかった」などの声が聞かれ、技術

者の基盤技術強化が図られた研修となりました。

■□ 開催報告 ■□

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－
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高知市ハイヤー協同組合

協同組合高知県介護福祉支援センター

　高知市ハイヤー協同組合（明石健市理事長）では、新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、公共交通機関として安心・
安全な運行に取り組んでおります。各組合員では、高知県新型コロナ対策事業費補助金等を活用しながら、ドライバーへ
のマスク配布、車内のアルコール消毒の徹底、除菌コーティングや事務所内での空気清浄機の設置など感染症対策を徹底
しており、組合員企業では、新型コロナウイルス感染症の感染者は発生しておりません。当組合では今後も皆様が安心し
てご乗車頂けるように努めてまいります。

　協同組合高知県介護福祉支援センター（篠原裕一理事長）が運営する「介護付有料老人ホームきずな」では、ご入居者
様に安全・安心な生活をして頂けるよう、新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいます。
　職員は手指消毒と検温、常時マスクを着用するなど基本的な対策を実施し、業務に当たっています。また、施設内の共有
部分のドアノブや手摺は、定期的に次亜塩素酸ナトリウム等で消毒を行っています。外部からのウイルス侵入を防ぐ為、ご面
会や業者の方への対応は原則玄関風除室で行い、ご面会については、国からの補助金を活用しオンラインでも行えるように
設備を整えました。今後も「感染者を出さない、増やさない」をモットーに徹底した感染症対策に努めてまいります。

業者の方への対応及
びご面会は玄関風除
室で行って頂きま
す。ご来所時には検
温と体調を確認させ
て頂いております。

運転席と後部座席をビニールで
分離しており接触を防いでおり
ます。走行中は窓を少し開け、
エアコンは外気導入し常に空気
を循環しております。

（31社中15社）

キャッシュレス決済を導入して
おり、運転手と非接触で決済す
ることが出来ます。
また、社内にはアルコール消毒
液を常備しております。

（31社中25社）

窓ガラスにはプラチナ光触媒を
塗布しており、空気中のウイル
スや菌、花粉、PM2.5などの有
害物質を分解し空気環境を改善
しています。

ご入居者の方は食前
に手指消毒を行って
頂いております。ま
た、職員も消毒の為、
勤務中消毒液を携帯
しています。

窓の開放やサーキュレータ
での換気や手摺・椅子等消
毒を行っています。

❷

❶

❶ ❷ ❸

❸

先行きの見えないコロナ禍において、多くの業界が、感染拡大を食い止めるための、
様々な取り組みを行っています。
「ウィズコロナ」を生きぬくためヒントとして、ぜひご参考になさってください！

安心＆安全を！ 感染防止対策実施中です！

写真提供：土佐ハイヤー株式会社
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中古車展示商談会を開催します！
－第６回  中古車ジャンボカーニバル－

　高知県中古自動車販売商工組合（小松豪理事長）では、来
る2月5日（金）～7日（日）の3日間、高知ぢばさんセンター 第
３駐車場にて中古自動車展示商談会を開催します。
　当日は、組合員の総力を結集し厳選したお求めやすい、お
すすめの中古車 約400台を展示しています。また、開催日の
3日前からＱＲコードでwebサイトにアクセスし展示車を見る
ことができるので、お目当ての車を先に探して、会場で実車を
確認することもできます。さらに、ご成約いただいた方には、
多彩な特典も用意されています。
　展示会場内には新型コロナウイルス感染防止対策を講じま
すので、お気軽にご来場下さい。
（感染状況によっては開催を中止する場合があります。）

おびさんロード商店街振興組合

みんなで描こう　おびさんロード
SHOPPING × ART

オリジナルショッピングバッグ＆コースターを手に入れよう！！
　おびさんロード商店街振興組合（大西みちる理事長）では、現在、オリジナルのショッピングバッグ（紙製）とコースター
を鋭意作成しており、そろそろ完成間近です！
　今回作成するショッピングバッグは2種類。おびさんロードの石畳を模した背景に、プロの漫画家やイラストレーター、一
般公募で集められた方々による「おびさんロードに居そうな人や動物、置物」などが各々約150体ちりばめられています。
　一方、コースターは、そのバッグに描かれたデザインを、それぞれ個別にフィーチャーしています。
　なお、完成したショッピングバッグは2月中旬頃におびさんロード商店街の組合員店舗にて買い物袋として配布、コース
ターは飲食店舗を中心に配布予定です。
　皆さんが商店街に持つイメージを、ひとつの大きな作品
として一緒に作り上げた、魅力溢れる商店街オリジナル商
品。ぜひこの機会におびさんロードを訪れて、この貴重な
限定品を手に入れましょう！
　皆様のお越しを心よりお待ちしております！！

おびさんロード商店街振興組合
高知市帯屋町２丁目１番３号木山ビル２階
TEL：088-871-6527
ブログ：http://obisun.seesaa.net/

〈お問い合わせ先〉
高知県中古自動車販売商工組合
TEL：088-866-8400

詳細はブログをご確認ください！

高知県中古自動車販売商工組合
WEBサイトからも
展示車が
見られます！

商店街を訪れ
て感染症対策も

バッチリ！
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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！！

高知県遊技業協同組合

児童養護施設にクリスマスプレゼントを寄贈しました！

　高知県遊技業協同組合（秋 太海理事長）
は、令和２年12月23日、高知市内にある「高
知聖園 天使園」（畠山和香園長）を訪問し、
ジュース類200本を寄贈し
ました。
　「天使園」には、児童57
名が入園しており、寄贈し
たジュースは入園児童への
クリスマスプレゼントとし
て配布され大変喜ばれま
した。

協同組合帯屋町筋

　協同組合帯屋町筋（廣末幸彦理事長）の青年部（楠瀬昭一青年部
長）では去る1月10日（日）、万全な新型コロナウイルス感染症対策
を行ったうえで、新成人を対象とした無料撮影会を実施しました。晴
れ着で人力車に乗った風情ある姿で記念撮影をし、台紙に入った写
真を贈ることで、成人の節目のお祝いに彩りを添えています。
　今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、商店街を歩く新成人
の 姿 も例 年 より
少なくなりました
が、写真撮影をし
た方からは「特別
な感じで、よい思
い出になった」な
どの喜びの声が聞
かれました。

新成人の無料撮影会を行いました！

高知県遊技業協同組合
キャラクター
ゆずまくん



高知市から
のお知らせ 高知市商店街を巡って

豪華お宝をゲットしよう！
　高知市では、「高知市GoTo商店街キャンペーン」のメインイベントの一つとして、１月９日（土）から「おまちdeトレジャー
ウォーク」を開催しています。
　このイベントは高知市の各商店街等に隠されている宝箱を専用アプリを使って探し出す位置情報＋ＡＲゲームです！コイ
ンを多く集めるほど高価なトレジャー（賞品）を獲得できるチャンスがあります。お買い物ついでに商店街を巡って、豪華お
宝をゲットしましょう！
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宝をゲットしましょう！
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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/

特に「要治療」を放置しないで！
高血圧や高血糖状態を放置すると、動脈硬化が進行し、心疾患や脳血管
疾患の危険性が高まります。
健診で「要治療」と言われたら、できるだけ早く（１カ月以内に）受診し
てください。

Tel.088-820-6010 Fax.088-820-6023

全国健康保険協会 高知支部
協 会 け ん ぽ

インセンティブ制度
令和元年度は総合で全国46位



情報連絡員報告を中心とした

県内各業界の動向 2020年12月（前年同月比）

業界の状況 …好転 …やや好転 …不変 …やや悪化 …悪化

食品団地
12月商況は、新型コロナの感染拡大に伴い、食品の売
上は、スーパー関係は好調、外食系への卸は不調。土
産関連商品も12月は旅客減に伴い不調。歳暮商品も
昨年に比べて売上減となったが、ネット販売は好調。

生コンクリート製造
出荷量は前年同月比	108	%だが、地域偏在がある。
高知市を中心とする地区の市況は低迷したまま。

酒類製造
飲食関係の自粛は、最需要期の業界にとっては大きな
痛手となった。宴会、イベント、会合の自粛、観光客の
減少による土産品の減少等大幅な売上減。県外出荷
が6割を占めており、首都圏のコロナ禍の影響を懸念。

コンクリート製品
出荷数量は、前年同月比91%。前年5月分の出荷から
西日本豪雨災害復旧工事の発注により増加が続いて
いた。7～9月分は前年度より低下、10月分は持ち直
し、11月分は再度低下したが12月分は再度持直した。

木製品素材生産
材価・量ともに回復傾向にはあるが、確実に見通せ
ないのが現状。回復していることは考えられるが、
製品市況・需給状況が見通せない不安がある。

刃物製造
売上高は前年より若干上乗せはあるもののほぼ横ば
い。ネット販売及び海外向けの商品は相変わらず良い
が、国内向けの品は低調である。県内小売業者への卸
が引き続き悪く今後どうなるか心配である。

製材
原木は不足気味であるが、在庫も抱え価格にも大き
な変化なく現状維持の状態。設備、機械の老朽化、
従業員不足の問題も続いている。

船舶製造
生産状況は引き続き高い水準で推移している。海外
取引は停滞。

製紙（家庭紙）
12月に入っても通年の荷動き状況とはならず、越年と
なった。今までは、主原料であるPULP価格が安定して
いたが、ここに来て値上げの動きが出始める。2021年
はより一層厳しいスタートとなりそうである。

珊瑚装飾品製造
11月は予定していた製品大会を規模縮小し、通常の
製品会としたことから取引額は大きく減少したが、12
月は取引額が前年同月比99％と一時的な回復をみせ
た。しかしながら、先行きには不安が残る。

印刷
前半、官公需・民需・県外需要共に回復傾向だったが、
後半新型コロナ感染者の急増により需要が落ち込み、
回復の勢いが削がれた。前年対比は相変わらず厳しい
状況。来年以降は不透明。

卸団地
1.飲食店への時短要請のタイミングが最悪、GoToで多
少戻ってきた売上げが12月は最悪となった。2.売上の
減少が続き、それに伴い利益額が低下するなど新型コ
ロナの影響が大きくなりつつある。

テントシート
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。現在の
状況が続くと思われる。

機械団地
新型コロナ禍により受注減が続く企業がある一方で、
中国経済の拡大に伴い業況は回復傾向にあるとする
企業がある。団地内の景気動向にはバラツキがある。
また顧客訪問の自粛、会合の中止などが続いている。

DI=（増加、好転）-（減少、悪化）
DI（景気動向指数）

売　上　高
収益の状況
業界の景況

情報連絡員報告
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青果卸売
年末用の一部商品は高騰したものの全体的に相場安
であった。量販店の売上げはよかったが、新型コロ
ナの影響で業務関係は壊滅状態で年を越しても心配
は変わらない。

商店街（四万十市）
年末に時短営業の要請が出て、「コロナに負けるな
商品券」の使用期限はまだあるものの、店が開いて
いない状態になり、あわてて期限を延長するなど、
各方面で混乱が見られた。

生鮮魚介卸売
マグロは例年より入荷が減り売上げに影響してい
る。カツオは例年になく12月に入荷が好調だっ
た。小物の入荷は例年通り。飲食店が時短営業にな
り売上げが大きく減少している。

旅館・ホテル
GoToキャンペーンや新型コロナにより時季、ルー
ト変更した修学旅行などがあり、出だしは好調で
あった。現在GoTo停止、第3波による宿泊のキャン
セルが出ており、今後も影響は増えそうだ。

ガソリンスタンド
原油価格は12月から値上げに転じており市況は大きく変動し
た。しかし、12月の高知は新型コロナ感染が急激に増え、GoTo
トラベルの中止もあってか県外客が減り始め、飲食店へ営業
時間の短縮要請も出て再び経済の落ち込みの不安は募る。

旅行業
組合クーポン前年同月対比　89％、全旅クーポンを加
味して34％。12月に入り、年末年始の旅行需要が感染
拡大により減少。緊急事態宣言も関東方面を中心に発
令が相次ぐ。今年度の売上回復は絶望的となった。

電気機械器具小売
12月は前年比全商品平均で128%で好調だった。特
に、テレビが132%、冷蔵庫121%、空気清浄機が
146%であった。

一般土木建築工事
令和2年12月分の公共用生コン出荷量は、前月比
85.0％、前年同月比101.5％、公共工事請負金額は前
年同月比で87.2％。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。

中古自動車小売
販売面では先月までの勢いがなく減少傾向だが、顧
客からの車検、整備等は受注が増え好調。

電気工事
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85.4％となった。高知中央地区が前月の反動
で約30%減となった。

商店街（安芸市）
GoTo商店街事業を活用し、スタンプラリーを計画して
いたが、GoTo商店街のイベントについて全国一斉に一
時停止となり、当組合のイベントにも影響があった。引
き続き、需要の減少が心配される。

商店街（高知市）
中央公園地下駐車場利用状況　売上：前年比40.9％、
台数：前年比96.1％	 	県内感染者の急激な増加に伴
い、来街者は例年の約半分。県の特別警戒発令によっ
て、繁忙期の飲食店に時短、閉店の店舗もみられた。

一般貨物自動車運送
新型コロナの影響で荷動きが鈍くなってきており、
組合事業は前年にくらべると1割弱減額となった。
燃料価格も少しずつ上昇しており今後の不安材料と
なっている。

タクシー
実働1日1車当りの前年同月比営業収入：89.2％、輸送
回数：87.0％。実働率は55.3％。前月より利用者が減
り、仕事を切り上げるしかなく、収入にならないことを
理由に退職者が増えるのではと心配している。

各種小売（土佐市）
高知県で営業時間短縮要請が出て、飲食業は大ダ
メージを受けたが、協力金のおかげで何とか。協力
金のもらえない小売店にはとても厳しい年末となっ
た。

飲食店
業種、店舗により差はあるが売上高は前年度比3割程
度、緊急事態宣言以来の落ち込み。時短要請の発表以
降集客が激減、夜間だけではなく昼間の集客も減っ
た。繁忙期のため前年度との差は大きい。
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〒781－5101		高知市布師田3992－2		中小企業会館４階
TEL		088－845－8870　IP電話		050－3537－1702　FAX		088－845－2434
E-mail		info@kbiz.or.jp

人を継
つな

ぎ、組織を育む

高知県中小企業団体中央会
URL  https://www.kbiz.or.jp

●制作発行


