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おらんくの組合
ちくと

高知県中古自動車販売商工組合
組合プロフィール
所 在 地：高知市大津乙2126番地１
T E L：088-866-8400
組合員数：20名
設
立：昭和53年3月
主な事業：オークション開催、
小売振興事業
Ｈ
Ｐ：https://kouchi.ju-janaito.com/

関係団体との連携やネットワークを
活かした活動を軸に、安心・信頼の
お店づくりに努めます
理事長

小松

豪

氏

昔ながらの“手競り”にこだわった
オークションで、ＢtoＢを促進
本組合は、中古自動車を販売する県内の業者が集ま
った組織で、高知県中古自動車販売協会とともに「ＪＵ高
知」
と称して、全国規模の中古自動車販売店団体のネット
ワークを活かし、業界の発展・振興に寄与する活動をして
います。
販売店においては、
お客様の要望する中古自動車をより
安く仕入れることが重要になります。
そこで、本組合では中
古自動車の業者間売買取引の場として、
年２回オークション
を開催し、組合員の仕入れ及び販売の機会を設けていま
す。四国内のＪＵでは高知だけが開催しているため、他３県
の協力も得ながら、多い時には400台ほど出品車があり、実
車も会場へ持ち込んでいます。
そのため、
中四国地域を中
心に、遠方では関東からも中古車バイヤーが集い取引をし
ています。今はシステムやオンラインを使った入札方法が主
流となっていますが、当オークションでは
“手競り”
で行って
います。買い手・売り手の双方や競り合う者同士が、表情を
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直に確認しながら競い合う熱気で場が盛り上がるため、成
約率も高くなっているように感じています。
また、全国でオークションをリレーしながら開くことで、他
地域との交流促進や取引の場が拡大するように工夫も凝
らしています。
ちょうど今、10月の高知開催に向けて準備を
進めているところです。

共同展示による催事販売でＢtoＣの
場作りと知名度向上を図る
それから対外的活動として力を入れている取り組みが、
“中古車ジャンボカーニバル”
の開催です。具体的には、高知
ぢばさんセンターの北側駐車場を会場にして、
組合員が厳選
した約400台の中古自動車を展示し、一般向けに販売するイ
ベントです。
今年も
「第７回中古車ジャンボカーニバル」
として、
９月３～５
日の３日間で開催するように準備を進めていましたが、新型コ
ロナウイルス感染症の蔓延防止等重点措置が発せられたた
め、
残念ながら直前で開催を中止することにしました。
このイベントは、厳選された多くの展示車の中からお目当
ての車を探す際に、事前にＱＲコードを使って展示車情報を
webサイトで閲覧してから、来場して実車を確認できるため、
大変好評を得ています。
また、我々にとっても個々の販売店で
は揃えられない台数の展示車を一堂に集めることで、集客向
上につながっています。
さらに、
マスメディアを活用して「ＪＵ高
知」
を広くＰＲし、
知名度向上を図る機会にもなっています。
そのため、当ジャ
ンボカーニバルの
開催については、新
型コロナウイルスの
感染状況を注視し
ながら改めて検 討
していきたいです。

組織力を活かした社会貢献につなが
る活動の検討をスタート
その他に組合では、組合員の取り扱う中古自動車部
品、店舗装飾用品の共同購買事業や、信販会社と提携
した自動車ローンを取り扱う金融事業、運輸支局に車両
を持ち込まないでナンバープレートが取り付けられる封
印事業を実施して、
組合員にメリットを提供しています。
また最近では、中販連で共同出資した㈱ＪＵコーポレ
ーションが運営する展示車共有在庫サービス
（通称：
ＪＵ
テントリ）
の利用を奨励しています。
ＪＵテントリの利用を通
じて、更に組合員の売買取引機会を増やし、
お客様の要
望する車を、
より早く
・リーズナブルに仕入れることでサー
ビス向上も図れます。
このような組合員のメリットになる取り組み以外にも、
ＪＵの組織力を活かして何か社会貢献活動ができない
か、思案しています。他県の先行例を参考に検討してい
るのが、
自然災害発生後の路上に放置された自動車を、
組合員のレッカー車やキャリアカーを使って移動させ、緊
急車両の通行路を確保する取り組みです。少しずつで
すが、災害協定の締結を視野に行政との協議を始めた
ところです。
できるだけ早期に実現できるよう、組合員と連携した内
部の実施体制の確立やルール策定にも取り組みながら、
被災後の早期復旧に寄与できればと考えています。

今年2月開催の
中古車ジャンボカーニバルの風景

こ れ 知 っ ち ょ い て

ＪＵ 適正販売店
JU適正販売店制度は、
「 中古自動車販売士」の在籍

また、中古車をお探しの際には、当組合web

に加えて、中古自動車販売店が本来備えているべき基

サイトからも探すことができますので、興味の

準を満たした販売店を
（一社）
日本中古自動車販売協会

ある方は是非アクセスしてみてください！

連合会が認定する仕組みです。
ちなみに、中古自動車販売士は、同連合会の研修と試
験に合格した中古自動車販売のプロフェッショナルで、

●ＪＵ高知ホームページ

https://kouchi.ju-janaito.com/

現在本県には35名います。
認定された販売店は、店
舗内に標識の掲示やのぼり
旗を掲げていますので、お
車購入の際の安心・信頼の
お店選びの参考にしてみて
はいかがでしょうか。

●適正販売店制度の詳細や販売店情報は、
ＪＵホームページ
（https://www.jucda.or.jp/）から入手、店舗検索ができます。
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インボイス制度に伴う
適格請求書発行事業者の登録申請が
令和3年10月1日に開始されました！

免税事業者
の方にも
関係します

インボイス制度の概要について

◆適格請求書（インボイス）
とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、
「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータ
をいいます。

◆インボイス制度とは
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます！
≪売手側≫

売手は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
（また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります）。

≪買手側≫

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）
である登録事業者から交付を受け
たインボイス（※）の保存等が必要となります。
（※）買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項（インボイスに記載が必要な事項）が記載さ
れ取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

重要
ポイント！

適格請求書（インボイス）を発行できるのは、
「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求
書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
●登録申請は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書の提出が必要で、申請受付が令和3年
10月1日に開始されました。

登録申請は、
「郵送」
と
「e-Tax」による手続があり、郵送の場合は所轄地域のインボイス登録センターへ送付することにな
ります。
申請後に税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録されると
「登録通知書」が送付されます。
インボイス制度に関するご相談は、
「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター」にお問い合わせください。

【フリーダイヤル】0120-205-553（無料）
【受付時間】9：00～17：00（土日祝除く）
また、各税務署にて個別相談（具体的に書類や事実関係を確認する必要があるなど電話での回答が困難な相談）も受け付けています。

インボイス対応セミナーのご案内

しっかり学び、今から対応を！

本会では、インボイス制度の概要・仕組み、事業者に求められる対応や留意点について説明するセミナーを開催します。
お繰り合わせのうえ是非、
ご参加下さい。
〈内 容〉 ●インボイス制度の概要・仕組みについて
〈日 時〉 令和３年１０月２２日
（金）
・事業者に求められる対応や留意点
14：00～15：30
・適格請求書発行事業者の登録申請
【講師】 川越税理士事務所 所長
〈場 所〉 セリーズ（高知市高須砂地155）
税理士 川 越 宏 一 氏
〈対 象〉 中小企業組合及び組合員
●15：00から個別相談の時間を設けます

参加
無料

情報誌同封もしくは本会ホームページ（https://www.kbiz.or.jp/）のチラシに必要事項をご記入の上、下記までご提出下さい。

お問い合わせ・申し込み先
3
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高知県中小企業団体中央会
担当：古谷
TEL：088-845-8870 FAX：088-845-2434

E-mail：info@kbiz.or.jp

諸制度改正等への対応・新制度の活用等を後押しします！
－ 諸制度改正に伴う専門家派遣事業 －

料

利用無

中央会では、制度改正や新制度施行の周知とともに、改正で求められる事項への対応や新たな制度活用な
どの対応・促進を図ります。
組合員向けの講習会開催や専門家派遣による助言を希望される場合は、下記までお問い合わせください。

《制度対応・活用例》

【税制】 インボイス制度への対応
【中小企業の強靭化】 事業継続力強化計画の認定、事業継続計画（BCP）の策定
【労働法制】 同一労働同一賃金、障害者法定雇用率への対応
【事業承継】 経営承継円滑化法の認定

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

お問い合わせ先

計
組合会
セミナー
のご案内

本会では、組合役職員の方々を対象に会計処理・税務申告をテーマとしたセミナーを
開催します。
第１～２回は、会計の基本的なルールを学ぶとともに、実際に仕訳処理から精算表の
作成まで講師の解説を交えながら行います。第３回は、税制を中心に学ぶとともに、税
務申告の作成に取り組みます。
尚、当該セミナーは、組合検定試験対策（※P8参照）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。

スケジュール
テーマ

開催日時

開催場所

第１回

◦組合会計の基礎
◦仕訳処理
◦試算表作成

11月2日
（火）

第２回

◦決算整理仕訳
◦精算表作成

11月9日
（火）

第３回

◦組合税制のポイント
◦税務申告の作成

11月16日
（火）

10：00～16：00

お問い合わせ先

高知市知寄町２-１-37

ちより街テラス
「会議室3」

10：00～16：00

各20名

10：00～16：00

講師 ： 松岡宣明税理士事務所
全３回 中 、すべての日に参
加して頂くことも、ご希望の
テーマの日のみに参加して
頂くことも可能です。

定員

所長

松岡 宣明 氏

仕訳処理から
学びたい！

高知県中小企業団体中央会
TEL：088ー845ー8870

決算整理の手順を
知りたい！

担当：山本

曽我部
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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。

●補助事業の概要
概

要

補助金額

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
100万円～1,000万円

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
【低感染リスク型ビジネス枠 】２／３

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
【低感染リスク型ビジネス枠 】上記に加えて、広告宣伝費・販売促進費

申請締切
7次締切からの
変更点

令和３年１１月１１日（木）午後５時

（８次締切）

・過去３年間に２回以上もの補助の交付決定を受けた事業者は、補助対象外
・政策加点に「パートナーシップ構築宣言を行っている事業者」を追加
・賃上げ加点において、従業員数の規模に応じた加点を追加

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/
さまざまな業界で利用されています！
！

導入設備例

▲真空包装機
▲5軸制御CNC
マシニングセンタ

◀急速冷凍機

●CNCマシニングセンタ

●包装機・冷凍機

▲レーザー加工機

●レーザー加工機

◦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

●ソフトウェア

49インチ▶
ディスプレイ
調査・測量用▶
ドローン

32インチ▶
ディスプレイ
▲サーバー
（管理用PC）

その他の
導入設備例

5

◀3次元レーザー
スキャナ

▲70インチディスプレイ

●デジタルサイネージ

●三次元スキャナ・ドローン

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については、
下記ページもご覧ください。
https://www.monodukurihojo.jp/

高知県地域事務局

〒781-5101

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：088-845-6222／088-845-8870
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高知市布師田3992-2

高知県中小企業会館

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 3 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

汎用フライス盤技術研修
去る8月19、20日の2日間、県内機械加工技術者を対象とした「汎用フライ
ス盤技術研修」
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、講師として、機械加工の技能・技術及び知識等に関する指導を
行っている高知職業能力開発短期大学校の松谷康平氏をお招きし、汎用フ
ライス盤の基本的な知識及び技術の習得を目的として実施しました。
研修では、はじめに座学形式でフライス盤の概要や操作方法、作業の段
取りについての講義を行い、続いて実技研修として六面体加工やエンドミ
ルでの段付き加工を講師の指導のもと行いました。
派遣いただいた企業からは、
「基礎知識を得たことで、応用の幅が広がる
ことが期待できる」等のご感想をいただき、有意義な研修となりました。

○機械加工技術者研修

■□ 開催案内 ■□
金属材料の破損・不良解析技術研修

●開 催 日 時

参加者募集！

無料

第１回 材料試験：１１月２４日（水）、１２月 １ 日（水）
第２回 金属組織：１２月 ８ 日（水）、１２月１５日（水）
第３回 欠損検査： １ 月１２日（水）
全日程とも 13：30～16：30

●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】 本研修は、県内機械加工技術者の育成を目的として、金属材料を扱うものづくりの現場で発生する欠
陥、破損等の問題解決策を見出す為の手法を身につけることを目標に、講義と実習を織り交ぜた研修
を３つのコースに分けて実施します。
【講

師】 高知県工業技術センター 生産技術課

課長

眞鍋

豊士 氏

チーフ

土方

啓志郎 氏

【募集人員】 各コース５名
【申込締切】 令和３年10月27日（水）
【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/r3metal/

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：曽我部
TEL：088ー845ー8870 FAX：088ー845ー2434
へんしも情報 vol.246●
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海外人材活用事例研究

高度外国人材の活用セミナー
外国人材の雇用には「事業領域の拡大」
「職場の活性化」
「海外展開」等、

令和3年

１０月13日（水）
開催

メリットがたくさんです。
しかし、外国人の雇用は日本人の採用スキームと異な
り、企業には、
「そもそも、どうやって出会うのか？」という採用の壁があります。
そこで、皆さんと一緒に県内企業の実体験から高度外国人材採用のヒントを
探します！

 高度外国人材の雇用の事例を徹底紹介！
 外国の大学生や留学生を採用するメリット・どうやって出会うの？
 インターンシップ制度を活用しよう！

皆さまのご来場を心よりお待ちしております!!
ム
プログラ
14：０0

開会

14：０0

外国人材の採用体験記
ー 高度外国人材・インターンシップ生・技能実習生 ー
講 師：有限会社 上田電機

代表取締役

上田 義隆 氏
STEP1：高度外国人材の活用を学ぶ

〜 質疑応答 〜

高度外国人材の活用セミナー

高度外国人材活躍推進事業の紹介（ジェトロ）

15：00

説明者：ジェトロ高知
1５：2０

所長

事業事務局

県内のJETプログラム参加者や留学生と、
高度外国人材の活用をお考えの企業との交
流会を開催します。

渡邉 真梨 氏

☆令和３年 11月３日（水・祝）
☆高知市文化プラザかるぽーと

グローバルキャリアフェア in 高知のご案内
説明者：高知県国際交流課

1６：0０

グローバルキャリアフェア in 高知

経済産業省 国際化促進インターンシップ事業
事例紹介（オンライン）
説明者：株式会社パソナ

15：4０

STEP2：高度外国人材の活用を学ぶ

川名 洋次郎 氏

課長補佐

吉良 葉子 氏

12：00 外国人向け就職支援セミナー
13：00 企業と外国人の交流会
※使用言語はやさしい日本語です。

閉会

※新型コロナウイルス感染症への対応として、実施に当たっては感染防止対策を行うとともに、感染状況によっては、講習
会を中止又は延期とする場合がございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、
ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。

日

時

令和３年 １０月13日
（水）14：00～16：00

定

員

50名 （先着順）

場

所

セリーズ

場

所

無料

申し込み方法

お問い合わせ先
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高知市高須砂地155番地

本会ホームページより申込用紙をダウンロードしメールまたはＦＡＸにてお申し込みください。

https://www.kbiz.or.jp/
高知県中小企業団体中央会

TEL：088-845-8870

担当：古木

髙瀨

お問い合わせ先

高知県中小企業団体中央会

TEL：088-845-8870

担当：松村

高知県電気工事業工業組合青年部

地域のコミュニティセンターへ防災用品を寄贈しました！
高知県電気工事業工業組合青年部（山本学 部会長）は、宿毛市へ感震ブレーカー、
防災ラジオを寄贈しました。去る８月30日に寄贈式が行われ、青年部会西幡多支部の
栗村支部長より中平市長に目録が手渡されました。なおこれらの防災用品は、地域の
避難先となるコミュニティセンターで活用される予定です。
本組合青年部では、これまでも地域貢献活動の一環として、高知県内各地の児童養
護施設・小学校・公民館などへ感震ブレーカーや防災ラジオなどの防災用品を継続し
て寄贈しています。
これらの防災用品の購入には、高知市で開催された土曜夜市の夜店での売上や関
係者の寄付で賄っています。
本組合では、引き続き社会貢献活動を行い、地域の活性化や防災に貢献していく予
定です。

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！
！
へんしも情報 vol.246●
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高知県から
高知市・南国市・香南市限定

高知県営業時間短縮要請協力金
新型コロナウイルスによる感染が拡大していることを受けて、高知県では、事業者の皆様に、対象地域に所在する施
設の営業時間の短縮へのご協力をお願いしたところです。
この要請に応じて、営業時間短縮の対象となる施設を運営されている方で、業種毎の感染拡大予防ガイドラインを遵
守し、営業時間短縮又は休業及び酒類の提供の時間制限等にご協力いただける大企業、中小企業、個人事業主等の皆
様に対して、
「高知県営業時間短縮要請協力金」を支給します。
詳細は表の右側にあるQRコードよりご確認下さい。

営業時間短縮の対象施設
◆休業時間

午後8時～翌午前5時は休業

① 飲食店
例） キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、パブ、料理店、喫茶店、居酒屋など
（宅配・テイクアウトを除く）

② 旅館、ホテル（施設内の宴会場など、飲食提供の場に限る）
③ カラオケボックス、ライブハウス
※なお、午後8時を超えて営業している①～③の施設で感染防止のため、営業時間の短縮でなく
休業する場合も協力金の対象となります。

協力金名

第3期

市町村名

要請期間

高知市

8/21㈯～ 8/26㈭

香南市

1店舗あたりの支給単価

申請受付終了

2.5万円～7.5万円／日

11/1（月）

HP

8/21㈯～ 9/3㈮
南国市
まん延防止

高知市

8/27㈮～ 9/12㈰

3万円～10 万円／日※

第4期

南国市

9/4 ㈯～ 9/12㈰

2.5万円～7.5万円／日

第5期

高知市

9/13㈪～ 9/26㈰

2.5万円～7.5万円／日※

11/1（月）
11/1（月）
11/30（火）

※期間中の全日協力必須

お問い合わせ
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高知県営業時間短縮要請協力金

申請手続相談窓口（コールセンター）

TEL：088-823-9809 受付時間：午前9時から午後5時まで（土日、祝日も開設）

のお知らせ
高知県営業時間短縮要請対応
臨時給付金 （８ ・ ９月分）
対象事業者

全業種の中小企業等、個人事業主が対象

■令和3年8月又は9月の売上高が、前年又は前々年比で30%以上減少した事業者
※飲食店との取引がなくても給付対象となります。
［拡充］
これまで対象外であった「営業時間短縮要請の対象事業者」
を、新たに給付対象（対象期間の協
力金を受給していることが要件）
として追加しました。ただし、対象期間に受給した協力金額は給
付金の算定額から差し引きます。

給付額

（５・６月分から変更なし）

■売上高減少額以内で、給付上限額は25万円～75万円以内／月
（法人・個人一律）
給付上限額の算定式
前年又は前々年の1日当たりの売上高×0.3×10＝給付上限額
※算定した給付上限額が75万円を超える場合は、給付上限額を75万円とし、25万円未満の場合は給付上限額を25万円とします。

申請受付期間

令和3年9月10日
（金）～令和3年11月30日
（火）

お問い合わせ先

営業時間短縮要請臨時給付金 申請手続相談窓口（コールセンター）
TEL：088-823-9875 受付時間：午前9時から午後5時まで（土日、祝日も開設）

新型コロナウイルス感染症対策雇用
維持臨時支援給付金 （８ ・ ９月分）
対象事業者
■令和2年1月～12月の年間売上高が前年比で15%以上減少しており、かつ、以下のいずれかに該当
する事業者
①令和3年8月～9月の2か月の売上高合計が、前年又は前々年比で30%以上減少した事業者
②令和3年8月又は9月の月単位の売上高が、前年又は前々年比で30%以上減少した事業者

給付額
■対象期間に納付した社会保険料の事業主負担分をもとに算定（注）
※対象期間の「高知県営業時間短縮要請協力金」
（以下、
「協力金」
という。）及び「高知県営業時間短縮要請臨時給付金」
（以下、
「臨時給付金」
という。）は算定から控除します。
（できるだけ協力金及び臨時給付金を受給した後に本給付金を申請してください。）
（注）算定方法が変更になる可能性がございます。

申請受付期間

令和3年9月10日
（金）～令和3年11月30日
（火）

お問い合わせ先

高知県雇用維持臨時支援給付金 申請受付センター
TEL：088-821-7566 受付時間：午前9時から午後5時まで（平日のみ）
へんしも情報 vol.246●
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高知労働局からのお知らせ

高知県最低賃金が改定されました。
10月2日から

令和3年

(時間額)

820 円

◆年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適
用されます。
◆確認の方法は、確認したい賃金を時間額にして最低賃金額（時間額）と比較しましょう。
お問い合わせ先

●詳しくは最低賃金に関する特設サイトで検索

http://www.saiteichingin.info/

無料

検索

高知労働局  労働基準部  賃金室
高知市南金田1 ー 39

TEL：088 ー 885 ー 6024

高知県内の労働相談の専門家による

合同労働相談会を開催します
労働問題でお悩みの方を対象に弁護士、司法書士、社会保険労務士などの専門家が面談又は電話
にて相談をお受けします。事業主の方も相談できますのでお気軽にご相談ください。

相談日時

令和３年10月29日㈮ 午前10時～午後５時

面談場所

高知県庁北庁舎（高知市丸ノ内２－４－１）

当日専用
相談ダイヤル

088-821-4661

※受付は４階、高知県労働委員会事務局で行います。

●予約受付、お問い合わせ

TEL088-821-4645

高知県労働委員会事務局

●予約受付期間

10月26日（火）午後５時まで（事前予約優先、先着順）
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※この相談会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のため、今後の状況により、変更又は中止になる場合
があります。最新情報や詳細については、予約受付電
話番号にお問い合わせください。

高知県働き方改革
推進支援センター をご利用ください
高知県働き方改革
推進支援センターに
相談してみたら？

?

働きやすい
職場づくりって
どうしたら
いいんだろう？

でもどんなところか
不安だな…
ご安心ください！
高知県働き方改革推進支援センター
では労務管理の実務に精通した

社会保険労務士が
相談無料、秘密厳守

う ん…

Good!

で個別対応いたします！

その他相談事例

支 援 サービス体 制も充 実！

●助成金について教えてほしい
●36 協定の作成方法を教えてほしい
●パート職員の年次有給休暇日数・賃金の計算方法を教えてほしい
●就業規則を最新の法令に対応したものに改正したい
●男性の育児休業・育児休暇について知りたい
ワークライフバランス推進企業認証取得についてもお問い合わせください

お
問
い
合
わ
せ

時間外労働の上限や賃金・
休暇などについてよく分かったし、
相談してよかった！
これからもっと働きやすい
職場を目指すぞ！

●電話、来所、メール等によるご相談に対応します
●働き方改革に関するセミナーを開催しています
●ご要望に応じ、個別訪問を行っています
きめ 細 かくサ ポートしま す！
お 気 軽 にご 相 談くださ い。

高知県働き方改革推進支援センター

高知県働き方改革推進支援センター幡多出張所

〒781-5101 高 知 市 布 師 田 3 9 9 2 番 地 2
公益財団法人高知県産業振興センター内

開所日時：月・水・金 8:30 ～ 17:00 （祝日、年末年始除く）

開所日時：月～金 8：30 ～17：00（祝日、年末年始除く）

〒787-0029 四万十市中村小姓町 46 中村商工会館 2 階

フリーダイヤル

0120 ー 899 ー 869
ホームページ

メールアドレス

( 高知、幡多共通 )

https://joho-kochi.or.jp/hatarakikata/

hatarakikata@joho-kochi.or.jp
高 知 県 働 き方 改 革 推 進 支 援 センター

検索

お金のこと、経営のことのほかにも、
デジタル化の推
進や事業承継など、
さまざまな経営課題に対して
その道のプロフェッショナルが解決策を提案します。
信用保証協会では、経営の「今」
を全力でサポート
します。

〒７８０-０９０１ 高知市上町３丁目１３番１４号
TEL ０８８-８３２-３２６１ FAX ０８８-８２２-７０６９
URL http://www.kochi-cgc.or.jp/
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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=
（増加、好転）
（減少、
悪化）
DI
（景気動向指数）
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2021年8月（前年同月比）
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…好転
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売 上 高
収益の状況
業界の景況

▲46.7
▲50.0
▲56.7

-80

8月

…やや悪化

…悪化

食品団地

生コンクリート製造

コロナ禍によって低調。回復の兆しが見えないまま、
原材料費等の値上がりが収益状況を厳しくしており、
大手メーカーの食品卸価格の値上げ発表があった。
中小の値上げも間もなく始まる予想。

建設関連予算の削減、予算執行の遅延などの影響が
増えてきそうである。

酒類製造

コンクリート製品

先月同様、県内のまん延防止宣言、首都圏の非常事
態宣言等により大幅な落ち込み。対策なし。

出荷数量は、前年同月比91％。令和元年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。令和2年7月分以降は、増減を繰り返
し、令和3年8月分減少に転じた。

テントシート

機械団地

コロナ感染拡大防止策でイベント関連事業の中止、
延期で売上ダウンの状況が続いており、イベント関連
主力の事業所は、大変な状況。

原材料費高騰により収益が悪化する事業所がある一
方で、完工高が増え収益を伸ばした事業所もあり、団
地内の業況にはバラツキがある。

木製品素材生産

刃物製造

スギ・ヒノキともに量は1割程度減で、価格的には横ば
いの状況。しかしながら、外材減少の余波は続いてお
り、先が見通せない不安状況がある。

昨年より売り上げは減少した。まだ受注残はあるもの
の新規受注が少し落ちている。

製材

船舶製造

原木、製品共に不足気味で価格上昇傾向は変わら
ず。

生産活動は高い水準で推移している。新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響は軽微であるが、海外営業活動
ができていない。

製紙（家庭紙）

珊瑚装飾品製造

外出する際に利用する“ポケットティッシュ”が特に需
要減となっている。ポケットティッシュの売り上げ比重
が高い県内家庭紙メーカーは、“人流”に制限が掛かる
コロナ禍では厳しい状況が続く。

8月の取引額は前年同月比95％となった。しかし、コ
ロナ禍前の前々年と比べると40％であり、依然回復の
兆しが見えない。末端の消費者による購買力が低調
である。

印刷

卸団地

前年対比は昨年同等。県外需要で一部回復傾向も見
られたが県内需要が蔓延防止措置等の影響もあり厳
しい。一昨年対比で見ると大幅減で相変わらず回復傾
向は見られない。

1.コロナの影響で、観光・外食は低調である。2.今年
は、原油価格が上がったうえに、オリンピックの影響
もあり、地方経済は、悪い方向に動いている。
（コロ
ナ禍、消費税増税の影響大）
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青果卸売

商店街（四万十市）

天候不順（長雨、高温）の為入荷量は減少し、品質も
悪化。販売価格も上昇し、売上前年対比は87.4％に
なってしまった。

観光客、お盆の帰省客ともに増加した。その後感染
者数が増えるにつれ各業種にはキャンセルが目立つよ
うになってきた。一進一退を繰り返している。

生鮮魚介卸売

旅館・ホテル

カツオは順調に推移。マグロは足りている状態。小物
は少ない。飲食関係の時短営業により売上も大幅に
減少。仲卸店舗でもコロナの影響で一店舗廃業。第5
波の影響で増々厳しい状況になると思われる。

緊急事態宣言等の拡大により個人客のキャンセルが
増加。お盆休みも特定日以外は閑散としていた。

各種小売（土佐市）

飲食店

8月はお盆、長期休みがあってもコロナのせいでお客
さんも入りも少なく、小売店には非常に厳しい状況が
続いている。

食糧品全体に値上がり傾向、仕入価格が上昇。月前半
は集客もよく売り上げは回復傾向だったが、全国的に
感染が拡大するのにつれて集客が激減した。長引く売
上減により業界の景況は悪化の一途をたどっている。

ガソリンスタンド

旅行業

原油価格は軟調推移も、市況を下げるには至らず期
間終盤には反発、9月には原油急上昇の予想も出てい
る。またカーボンニュートラルによる販売数量の減少
は避けられず、マージン確保の為、価格は安定しない。

組合クーポン前年同月対比176％、全旅クーポンを加
味して172％だが、令和元年8月対比は32％。旅行業者
は秋のシーズンにかけているが、キャンセルが相次い
でいるとの報告あり。打つ手がない。

電気機械器具小売

一般土木建築工事

8月度は、前年比92％。長雨の影響で、特にエアコン
が前年比80％ぐらい。

令 和 3 年 8月分 の 公 共 用 生コン出 荷 量 は 、前 月比
87.4％、前年同月比93.7％。公共工事請負金額は前年
同月比で95.6％。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

電気工事

中古車相場の高止まりが続いている中、高年式車種
等の注文、問い合わせが先月より増加傾向ではある
が、収益率は厳しい。

組合員の施工する電力引き込み線工事量は、前年同
月比92.5％となった。県下全域で横ばいまたは減少し
た。

商店街（安芸市）

一般貨物自動車運送

県下の新型コロナ感染者数増加により『まん延防止
等重点措置』が発令され、非常に厳しい状況となっ
た。ワクチン接種を条件に行動制限が緩和され、イベ
ントの開催や客足が戻る事を願う。

組合実績は昨年度より微増。組合員企業も昨年より
は物量が若干増加しているところもでてきているが、
コロナ感染拡大により今後は不透明といえる。燃料価
格は高止まり。9月は大幅値上げの可能性もある。

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61.4％、
台数：前年比78.5％。長雨とコロナ感染拡大で散々な
8月。まん延防止等重点措置が適用されて以降、観光
客を中心に来街者はかなり減っている。

まん延防止等重点措置の地区となった高知市では外
出する年配者も大幅に減り、昼夜を問わず需要がな
い。雇用安定助成金の受給で運転者は生活している
状態。仕事を休まざるを得ない。お客様がいない。
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