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おらんくの組合
ちくと

土佐電設事業協同組合
組合プロフィール
所 在 地： 高知市相模町６番15号
T E L： 088-822-4523
組合員数： 22名
設
立： 昭和50年6月24日
主な事業： 共同購入事業
事務代行事業 他

私たちの生活に必要不可欠な電気の
安定供給を通じてライフラインを守ります
電気が誕生して150年、人々の生活を
支えてきた「電気」
世の中に電気が登場してまだ150年ほどと電気工事の
歴史は古くはありませんが、短い期間に目まぐるしい変遷を
たどってきました。電気工事業は建設業の中で、送電線や
配電盤、電灯、電力機器などの設備等を設置する工事で
す。実用的な電気の発明品として世界ではエジソンの白熱
電灯が有名ですが、
日本で初めて電気の明かりが灯され
たのは1878年3月25日のことです。明治20年代に電燈会社
が設立されてから、
日本全国に発電機や電燈が普及してい
きました。
日本での電気は、明治政府の近代化と富国強兵
策の一環として推進されました。明治初期に輸入品だった
配電盤や分電盤、
動力制御盤などは1894年頃から国産化
が始まっています。明治後期には配線器具の国産化が開
始され、1927年には器具型式の認定制度、1935年には電
気用品取締法と、
電気工事人取締規則が制定されました。
日本の電気工事の大きな契機となったのは、
関東大震災
です。
この地震は、地震そのものよりも火事による被害が大
きかったことが知られています。その教訓から分電盤に不
燃のパネルが使われるようになり、
その後JEM、JES、JISな
どの工業規格の規定につながっていきます。
戦後の経済成長により電気が急速に普及し、1973年の
石油ショックをきっかけに、
日本はエネルギー資源を石油だ
けに依存するスタイルから、バランスのよい電源構成を目
指すようになります。石油の代替エネルギーとして有望視さ
れ、今に続いているのが原子力発電です。原子力発電の
おかげで、70年代以降次々と登場したエアコンやコンピュ
ーターなどの大型電化製品に対応できる電力を確保できま
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理事長

川上

曜

氏

した。一方、2011年の東日本大震災が、原子力発電を見直
すきっかけとなり、
環境問題、
エネルギー問題、
そして私たち
の暮らしのバランスをとりつつ電力を確保し、
どう次の世代
につなげていくかが課題となっています。
当組合は、
今や我々の生活に欠かすことができない電気
を取り扱う11名の工事業者が、共同事業による事業活動
の効率化を目指し昭和50年に設立し、現在では22名の組
合員で組織されています。

組合員のニーズに合った組合事業を
展開
当組合は、設立当初から四国電力に対する電力引き込
み工事の代理申請の事業や、電気設備工事などに使用す
る資材を共同で購買する事業を行ってまいりました。電力
引き込み工事の代理申請事業は、組合員の電気事業者が
工務店などから住宅の新築工事などに伴う電気工事を受
注した場合、電力会社へ「低圧工事申込」を行う必要があ
ります。近年では四国電力への電力引き込みに伴う申請に
ついては電子申請が可能となるなど、事業者が効率的に
行える仕組みとなっていますが、
高齢な一人親方が約半数
を占める当組合では、
まだまだ組合員には必要な組合事業
として活用いただいています。電気工事に関する資材の
共同購入事業では、
お客様のニーズの多様化により資材も
多様化が進んだ結果、取り扱う資材の種類も数えきれない
ほどとなるなど、組合員の需要に応じた品ぞろえを意識し
た事業を推進しています。
また教育情報提供事業として、四国電力と連携した勉

強会を開催したり、新たな制度を周知するための講習会な
ど積極的に開催しています。
従前より当組合は「労働保険事務組合」の承認を受け、
組合員の労災事務手続きの負担軽減を図ってきましたが、
４年前からは一人親方が約８割を占める当組合の新たな
事業として、
「一人親方労災保険特別加入団体」の承認を
新たに受け、一人親方に特化した労災保険事務を組合で
一貫して担うことで、一人親方でも加入がしやすい環境の
整備に取り組んでいます。

社会に貢献できる組合を目指して
新型コロナウイルス感染症の感染拡大やカーボンニュー
トラルの推進など、世界規模で目まぐるしく経営環境が変
化する中、我々電気工事業者も様々な課題に対応してい
かなければなりません。

組合員の事業を補完する機能として、組合の価値を高
めていくことはもちろん、社会への貢献も組合の重要な役
割であると考えています。30年以内に70％の確率で発生が
予測されている南海トラフ大地震への対応としても、
ライフ
ラインを担う我々電気工事業者ができることを行政とも連携
を図りながら取り組んでいきたいと考えています。大規模災
害時において失われたライフラインを少しでも早く復旧させ
ることが、我々電気工事のプロフェッショナルとして重要な
地域貢献活動であると受け止めています。
私たちは、
ライフラインのひとつである電気のおかげで豊
かな社会生活を送ることができていますが、
その電気を取
り巻くあらゆるところで技術が進展し、求められる工事技術
も日々進歩しています。
これからも我々はライフラインを支え
る事業者として研鑽を続け、皆様方の生活の利便性向上
を身近な立場から提案し、皆様方の電気設備の安全を身
近な場所で守ります。

こ れ 知 っ ち ょ い て

月に一度は漏電ブレーカーの定期点検を！
！
ブレーカーには、電気会社と契約した電気容量を超えると電力供給を遮断する
「アンペアブレーカー」、各部屋の電力の安全を管
理する
「安全ブレーカー」、そして漏電の発生を探知して電力を遮断する
「漏電ブレーカー」の3種類があります。もし漏電ブレー
カーが動作しないと、感電事故が発生するおそれがあります。そうした事態を避けるために、漏電ブレーカーにはテストボタンが備
えられております。

【点検方法】
❶漏電ブレーカーには「テ
スト」と記された押しボ
タンがあります。これが
テストボタンです。また、
その付近に押し込まれているボタンがありますが、
こちらは「漏電表示ボタン」となっています。
漏電ブレーカーが「入」になっていることを確認し
て、テストボタンを押してみましょう。もし漏電ブ
レーカーが正常に機能している場合は、押し込まれ
ていた漏電表示ボタンが飛び出し、ご家庭の電気も
切れるはずです。
❷漏電ブレーカーに異常がないことを確認したら、電
力を復旧させましょう。漏電表示ボタンを押し戻
した後で、漏電ブレーカーのつまみを上に戻せば、
電気が点くはずです。つまみが真ん中で止まってし
まっている際は、一度つまみを下に降ろした後で上
に上げるようにしましょう。
なお、近年の機種だと、つまみ部分を戻した時点で漏
電表示ボタンも押し込まれた状態に戻ることが多いで
す。それだけでなく、機種によってはこのボタン自体が
ない場合もあります。漏電ブレーカーのテストボタン
を押しても何も起きない場合は、テストボタンもしく
は漏電ブレーカー自体が故障している可能性がありま
す。いざというときに漏電ブレーカーが作動しないと
感電事故のリスクを背負うことになるので、電気工事
の業者に点検を依頼してください。

電気製品を取り扱う際は下記にもご注意ください！
電気コードを折ったり曲げたり、
束ねた状態で使わない
電気コードを折ったり曲げたりして束ねてい
ると、コードに負荷がかかって電気火災の原
因となってしまいます。使用中のコードは曲
げたり折ったりしないようにしましょう。ま
た、電気コードを整理する際は、円を描くよ
うに巻くと安全です。

プラグやコンセントを定期的に掃除する
電気火災でとくに警戒すべきなのが「トラッ
キング現象」です。プラグ部分にほこりが溜
まることで漏電が発生して火の手が上がるこ
の現象は、漏電ブレーカーでも反応できませ
ん。家の人がいない間にも起きることがある
ので、プラグやコンセントにはほこりを溜め
ないようにしましょう。

濡れた手で電化製品を使わない
感電事故に遭った際、どれだけの影響を受
けるかは電気抵抗の大きさによって変わり
ます。元より人体は電気を通しやすいのです
が、皮膚が濡れた状態だと電気抵抗がより小
さくなってしまうのです。もし濡れた手で感
電事故に遭うと、致命的な影響を受ける可能
性が大きく高まるでしょう。
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～インボイス制度への準備、働き方改革に伴う就業規則の整備etc～

諸制度改正に伴う疑問や質問等はありませんか？！
組合単位のセミナーや専門家による相談業務を受け付けています！
料

利用無

－ 諸制度改正に伴う専門家派遣事業 －

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

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：古谷

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－

○熱処理技術者研修

■□ 開催報告 ■□

熱処理技術研修（熱処理の基礎と金属組織）
去る10月2、9日の2日間、県内の熱処理技術者を対象とした「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、講師として、熱処理加工の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
期大学校の広瀬直俊氏をお招きし、熱処理に関する基本的な知識等の習得を目的として実施しました。
研修では、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を行いました。
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。

○溶接技術者研修

■□ 開催案内 ■□
浸透探傷試験（ＰＴレベル１）技術研修

●開 催 日 時

12月7日（火）・8日（水）

●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）

両日とも午前９時～午後４時

参加者募集！

無料

【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】
【募集人員】
【申込締切】
【申込方法】
【 ＨＰ 】

お問い合わせ先
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高知県立高知高等技術学校 時間講師 飯田 康夫 氏
5名
令和３年11月17日（水）
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
URL：https://www.kbiz.or.jp/r3pt/

高知県中小企業団体中央会 連携推進部 TEL：088-845-8870 FAX：088-845-2434 担当：曽我部

外国人技能実習（農業分野）
に関する事例研究会のご案内
令和3年

１1月17日（水）
開催

実習生の受入の多くが「農業分野」である本県の特色を鑑み、
「農業分野」にフォー
カスを当て、県内外の先進事例の紹介や生産性向上への取組み事例を紹介します。
農業分野の外国人技能実習生を受入れている組合・組合員様や、これから活用を検
討されている皆様のご参加お待ちしております。

 県内外の農業分野の技能実習生活用の先進事例を紹介！
 高度人材と実習生を活用することで現場がスムーズに！
 実習生の処遇を改善して生産性を高めましょう！

ラム
プログ

14：０0

開会

14：０0

先進事例に学ぶ！
技能実習生（農業分野）の処遇改善のすすめ
講 師：合同会社

15：00

代表社員

西野宮  貴昭  氏

（元茨城県中小企業団体中央会 指導員）

ＪＡの農作業請負の事例にみる実習生の特性と労働とキャリア
講

1５：3０

ICHI（イチ）

皆さまのご来場を心より
お待ちしております!!

師：神戸大学大学院農学研究科

博士後期課程

中原  寛子  氏

「実習生」と「高度人材」の連係プレーで生産性向上
講

師：株式会社 熊谷ファーム 代表取締役 熊谷  猛男  氏
マイ・ティ・フェン 氏  (ハノイ農業大学卒)
ラム・ティ・レ

16：0０

トークセッション

1６：3０

閉会

氏  (ハノイ農業大学卒)

※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 １1月17日
（水）14：00～16：30

定

員

50名 （先着順）

場

所

ちより街テラス ３F ちよてらホール

場

所

無料

高知市知寄町２丁目１-３７
申し込み方法

お問い合わせ先

本会ホームページ、もしくはQRコードから申込サイトよりお申し込み下さい。

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
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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（7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 7次締切につきましては、令和3年5月13日（木）
から8月17日（火）までの期間において公募を行いましたところ、全国で5,507事業者より応募がありました。
審査の結果、全国で2,768事業者が採択され、高知県では以下の11事業者が採択されました。
No

採択者名称

事業計画名

1

株式会社インフラマネジメント

ＵＡＶ／ＩＣＴを活用した新たな検査と３Ｄデータ提供サービスの導入

2

株式会社高陽堂印刷

最新折加工機導入を基盤とした生産性向上と県内外販路獲得

3

有限会社篠原基礎

基礎杭工事の大型化と受注増に向けた新型プラント導入計画

4

新晃商事株式会社

課題対応型の屋根・外壁工事を積極展開するための最新折曲機導入

5

田内歯科

最新のＣＴ設備導入による長寿社会に対応した歯周治療

6

パーツセンター高知株式会社

コロナ対策及び環境対策を有する、非対面・非接触

7

株式会社ハート

女性活躍に資するオーガニック製品の開発および製造能力増強

8

株式会社葉山ヒューテック

新規高性能機械２台の導入による革新的な製造体制確立事業

9

有限会社ベル企画

全国初！提携薬局との共同利用による地域在宅患者への生体管理・健康サポートの展開

10

増田商事株式会社

高性能ガラス加工機導入による加工内製化への取り組み

11

嶺北林材協同組合

高速製材用ＫＶ刃型導入による製材工程の生産プロセス革新と増産体制の整備

美装サービス

（50音順）

採択結果については全国中央会HPもご覧ください

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

ものづくり・商業・サービス
生産性向上促進補助金は
●補助事業の概要
概

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

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。

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
必要設備・システム投資等を支援

要

100万円～1,000万円

補助金額
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

令和３年１１月１１日（木）午後５時

７次締切からの
主な変更点

●へんしも情報 vol.247

（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

詳しくは全国中央会HPをご覧ください
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親睦ゴルフコンペを開催しました
去る9月28日（火）にレクリエーション事業の一環として、今年
度も恒例の「親睦ゴルフコンペ」を香美市土佐山田町「土佐山田
ゴルフ俱楽部」にて開催しました。
当日は総勢12名（3組）が参加。天候にも恵まれ、参加者らは談
笑を交えた和気あいあいとした雰囲気のもとで日頃の練習成果
を競い合いました。
なお、上位成績者は、優勝：田内敬太氏（高知県トラック協会青
年部）、準優勝：堀川貴由氏（高知県トラック協会青年部）、第3位：
谷山正氏（事業協同組合高知総合輸送センター青年部）
でした。

経営能力向上セミナー（秋の交流会）を開催しました
去る10月14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、近年、中小企業においても対応が求められている
「SDGs」について、概要や取組むメリットを正しく理解して
いただくことで経営力の強化につなげていくことを目的として実施。当日は、三井住友海上保険株式会社の川原健太氏を講師
にお招きし、
「SDGsでビジネスチャンスを拡
大」
と題してご講演頂きました。
またセミナー後段では、県内で先進的に
SDGsに取り組んでおられる高知機型工業
株式会社の北副社長に、取組みの概要など
についてご説明いただき、参加した青年部
員等25名は真剣に耳を傾けていました。
高知機型工業㈱

お問い合わせ先

北氏

高知県中小企業青年中央会 事務局
担当：久保
TEL：088ー845ー8870 E-mail：kubo@kbiz.or.jp

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/

へんしも情報 vol.247●
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県内の商店 街イベントが
動き始めました！
！
県内の商店街では、新型コロナ感染症の影響により昨年から多くのイベントが中止されてきましたが、感染者数が
減少化傾向にあり、まん延防止等重点措置も解除されたことから、少しずつ商店街のイベントが再開し始めました！
今後も感染症対策バッチリの商店街イベントにご期待下さい！
！

高知市
帯屋町一丁目商店街振興組合

市
プチ秋まつり、
龍馬誕生祭開催！
四万十
帯屋町一丁目商店街振興組合（文野達朗理事長）では、昨年夏に開催して好評だった
プチまつりを、今年は「プチ秋まつり」として10月16日
（土）
・17日（日）の2日間にわた
り開催。
『ガラガラ』や『ボールゲーム』などの各コーナーには、多くの家族連れや友人
同士の笑顔が溢れていました。
なお、11月15日（月）には、高知市中央公園にて「龍馬生誕祭」が開催されることか
ら、隣接する帯屋町一丁目アーケード内において、各青年団体や学生、公共施設等によ
る小間出店が行われる予定です。皆様、ぜひご来街ください。

【高知市商店街龍馬生誕祭】
●日時 11月15日
（月）  17：00〜20：00
●会場

高知市中央公園、帯屋町一丁目アーケード
プチ秋まつり

高知市
はりまや橋商店街振興組合

絵金生誕祭、
はりまやMarche開催！
市

四万十

はりまや橋商店街振興組合（小谷一雄理事長）では、恒例の「絵金生誕祭」を10月1日（金）、

2日（土）の2日間にわたり開催。歴史あるこのイベントで街は幻想的に彩られました。
なお、同組合では11月13日（土）に「はりまやMarche」を開催します。
人気のカフェやマルシェでしか出会えないスイーツや雑貨、美容コーナーが、はりまや橋商
店街のアーケードにズラリと並ぶ予定ですので、皆様、ぜひお越し下さい。

【はりまやMarche】
●日時 11月13日
（土）  11：00〜15：00
●会場

7
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はりまや橋商店街アーケード

市

四万十

天神橋商店街振興組合

この冬は天神橋商店街へ！ ～天神橋今昔物語～を開催します
天神橋商店街（國吉康夫理事長）では、11月から年明けにかけて『天神橋今昔物語』イベントを開催します。まずは
天神橋レトロロードから始まり、復活！日曜市＋フリーマーケット等、その他様々なイベントを準備しています。
ぜひ、この機会に天神橋商店街へ遊びに来ませんか？皆様のお越しをお待ちしております！

【天神橋レトロロード】
●日程 11月1日～12月末まで

27日だけの
限定復活！
！

【復活！日曜市＋フリーマーケット】
●日時 11月27日
（土）  10：00～14：00

昭和時代からの商店街
の店舗や街並みの写真
10 0枚以 上をアーケード
内に展示します。
昔の商店街をご存じの
方はもちろん、知らない
方もどこか懐かしさを感
じることができるのでは
ないでしょうか。昭和と現
在の商店街マップを見比
べて違いを探してみたり
…ぜひレトロロードに足
を運んでみてください！

2019年3月に幕を閉じた四万十市の日曜
市が 1日だけ復活します！
アーケードには約20店舗が出店し、雑貨
等を中心に販売します。
※新型コロナウイルス感染症を考慮し、飲
食及び加工食品の販売は行いません。
当日は、スペースの確保や検温・手指消毒
等の感染防止対策を徹底します。
感染状況によっては延期・中止となる場合
もございますのでご了承ください。

（次月号では年末年始のイベントをご紹介します！）

高知アグリファーム協同組合

高知の魅力体験バスツアーを実施しました！

BUS

高知アグリファーム協同組合（山本哲也理事長）では、去る10月４日（月）・５日（火）の
2日間にわたり、土佐市に住む外国人技能実習生を対象とした、
「高知県の魅力体験バス
ツアー」を実施しました。
今回のバスツアーは、本会の「地域社会との共生活動支援補助金」を活用し、実習生が
高知の魅力を知り今後も実習しやすい環境を作ることを目的としたものであり、普段は
なかなか会うことが出来ない仲間とともに、高知県西部の魅力を体感しました。
初日は、足摺海洋館「SATOUMI」やグラスボート、竜串海岸を訪れ、足摺のダイナミッ
クな自然を前に圧倒されている様子でした。また、四国八十八か所の金剛福寺や、ジョン
万次郎資料館では、添乗員の説明を熱心に聞きながら、遍路文化や高知の歴史に触れて
いました。また、当日の夜は足摺の旅館に宿泊し、浴衣を着用し温泉に入ったり、郷土の
料理を楽しみながら親交を深めました。
翌日は、宗田節だし醤油つくりや天日塩づくりを体験し、最後に故郷に暮らす家族や友
人へのお土産も忘れずに買い、高知県を満喫している様子でした。実習生からも、
「また
旅行に行けるように、明日からの実習を頑張っていきたい」などの感想もあり、とても充
実したバスツアーとなりました。
当組合では今後も、須崎市の実習生向けにもバスツアーを計画していくなど、高知の文
化を学ぶ機会を定期的につくり、高知県に愛着を持ってもらい、実習生活を充実したも
のにしていけるよう取り組んでいきます。

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.247●
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高知県からのお知らせ

協力金・給付金の申請締切が近づいています！
まだ申請がお済みでない対象事業者はお急ぎください！
11月30日（火）申請締切です！
対象

飲食店、旅館・ホテル、カラオケボックス・ライブハウス

◎高知県営業時間短縮要請協力金
第5期：9/13～9/26要請分（対象地域：高知市）
【お問合せ先】 高知県営業時間短縮要請協力金 申請手続相談窓口
TEL：088-823-9809（受付時間：9時～17時 土日祝日も開設）

対象

全業種の中小企業等、個人事業主

◎高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金（令和３年８月及び９月分）
【お問合せ先】 営業時間短縮要請対応臨時給付金 申請手続相談窓口
TEL：088-823-9875（受付時間：9時～17時 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
（令和３年８月及び９月分）
【お問合せ先】 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（9時～17時 平日のみ）

給付金の内容を拡充しました！
！
！
（令和3年10月15日）
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（令和３年８月及び９月分）について
※拡充前の申請書類で既に申請された事業者の皆さまは、拡充後の書類での改めての申請は不要です。
県において拡充後の給付額となるよう計算し、給付します。

【令和3年10月15日拡充のポイント】
①既に受給した協力金等の控除を、全額控除から８割控除に見直します。
※「既に受給した協力金等」は、
「営業時間短縮要請協力金」、
「営業時間短縮要請対応臨時給付金」を
既に受給している場合、算定から控除します。
②より厳しい事業者への支援を強化します。
（売上減少50％超については割増し〈
（30～50％）/50％ →（30～75％）/50％〉）
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高知市からのお知らせ

高知市限定

令和3年4月1日以降に新型コロナの感染により
店舗を休業された事業者の皆様へ！

高知市営業自粛店舗支援金のお知らせ
顧客や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、令和3年4月以降に休業を余儀なくされた事業者の皆さま
の事業継続を図るため、感染症対策として実施する店舗等の消毒費用及び休業に対する支援金を支給します。

支給内容

（1）店舗等消毒費用
▶店舗等の消毒に要した経費（上限10万円）
（2）休業日数に応じた支援金
▶１日当たり２万円×休業した日数（最大日数10日間）

!

支給は１事業者につき１回限りとなります。

支給対象者
支援金の支給対象者は、次の要件をすべて満たす方とします。
▶中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号）第2条第1項第1号又は第6号に規定する中小企業者であって、本市に本店、
支店その他の事務所を有する法人又は本市に主たる事務所を有する個人事業者であること。
（※1）
▶令和3年3月31日までに事業を開始しており、かつ、今後も事業を継続する意思を有すること。
▶業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに基づく適切な感染防止対策が講じられていること。
▶ 来店型店舗 において顧客、経営者又は従業員に新型コロナウイルス感染症の患者（感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第18条第１項の規定に基づく通知を受けた者に限る。
）が発生したことによ
り、当該店舗を休業した者であること。
（※2）
※1   みなし大企業など、一部支援金の支給対象とならない場合があります。詳細はホームページでご確認ください。
※2 来店型店舗とは、顧客が来店して店内で物品を購入し、又はサービスを受ける店舗を指します。

申請受付期間

▶令和３年４月１日（木）から 令和 ４年 ３月15 日（火）まで
申請先／お問い合わせ先
▶〒780-8571 高知市本町５丁目１番45号
高知市役所第二庁舎２階商工振興課 TEL 088-823-9375

申請書類はダウンロードも可能です。詳細な情報はホームページをご覧ください。
高知市営業自粛店舗支援金

検索

へんしも情報 vol.247●
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センターの運営は、県から委託を受けた一般社団法人高知県法人会連合会が行っています。高知県は、ひとりひとりの生き方を尊重しながら、
それぞれの希望に応じて
「自分らしく」
活躍することを応援しています。
「結婚」
などは、個人の自由であり、
その他にも様々な生き方があるものと私たちは考えています。高知県は、
それぞれの意思に基づいた生き方を応
援するとともに、
その一環として
「出会い」や「結婚」への支援を希望する方々の応援をしています。
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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
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9月

…やや悪化

…悪化

食品団地

生コンクリート製造

9月度商況は、コロナ禍による店舗の休業等で県内市
況は低調、県外市況からの受注増等によって、前年対
比を維持できた企業が見受けられた。全般的には厳
しさが続いている。

高知市周辺の市況、未だ改善されず。

酒類製造

コンクリート製品

外食自粛、観光客減少による消費の落ち込みが続き、
出荷量の減少止まらず。

出荷数量は、前年同月比147％。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9月分増加に転じた。

テントシート

機械団地

コロナ禍でイベント関連主力の事業所は、まだまだ大
変な状況。

コロナ感染が落ち着きを見せる中で、徐々に引き合い
は増える傾向にあるが、原材料費高騰による納品遅
延や収益悪化が事業活動に影響している。

木製品素材生産

刃物製造

スギ・ヒノキ共に量・価格共に横ばいの状況。

コロナ第5波の影響か、小売業者・店舗からの受注・
納品がかなり落ち込んでしまった。

製材

船舶製造

原木は不足気味で価格の上昇傾向は続いている。

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

コロナの影響と夏場の不需要期が重なり、9月も低調
に推移した。10月に入り、感染者が急激に減少してい
る為、“人流”が回復し需要が戻る事を期待している。

9月の取引額は前年同月比95％、前々年同月比57％と
厳しい状況が続いている。

印刷

卸団地

9月は昨対を若干上回るが、一昨年対比は80％程度。
県外需要で一部回復傾向が見られるが、県内需要が
相変わらず厳しい。全体で前年対比は若干上回るが、
一昨年対比で見ると相変わらず減で厳しい状況。

◦海外の納期遅れが増加。◦購買意欲は低下したまま
で、景気回復は感じられない。◦非常事態宣言で飲食店
への悪影響大、関連業者は開店休業状態。月末頃にな
り、改善方向に向かうも、安心できる状態ではない。
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青果卸売

商店街（四万十市）

7～8月の天候不順等のため、入荷減と相場高騰によ
り売上高は全体で約1割ダウン。コロナの景況も合わ
さり業績は悪化した。

シルバーウィーク頃から観光客が増加。食事をしてか
らお酒が飲める店への流れも少し出てきたようだ。感
染症対策を守りながらの小さなイベント等も控えめ
ながら計画中。地元の人達はまだまだ出歩かない。

生鮮魚介卸売

旅館・ホテル

アジ、サバの入荷は少ないが、カツオ、シイラは順調に
入荷。マグロの需要は足りている。コロナの影響（飲
食店等の時短）もあり売上げは減少している。

緊急事態宣言、まん延防止措置を受け、予約は低調。
団体、個人ともキャンセルが相次ぐ。行楽シーズンに入
る中、上記制限が解除となり、少しでも回復すること
を期待する。

各種小売（土佐市）

飲食店

人が動かず、店も元気がない。今の状態が続くと店の
存続が心配される。

食糧品全体に値上がり傾向、仕入価格が上昇。全国的
な緊急事態宣言・蔓延防止重点処置によりすべての業
態において集客は激減。前年度同月と比べても売り上
げは7、8割となった。業界の景況は更に悪化した。

ガソリンスタンド

旅行業

原油価格は新型コロナウイルスワクチンによる景気回
復の期待や米国ハリケーンによる在庫の減少やサウ
ジ原油調整金の上昇により毎週上昇したため、10月の
市況は大きく変動しそう。再度の感染拡大が心配。

組合クーポン、全旅クーポントータルで前年同月対比
6％。

電気機械器具小売

一般土木建築工事

9月度は、全商品平均で前年比89.6％。昨年は、国の
補助金があり好調であったが、今年度は厳しい。

令 和 3 年 9月分 の 公 共 用 生コン出 荷 量 は 、前 月比
143.2％、前年同月比116.4％。公共工事請負金額は前
年同月比で90.1％。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

中古車市場の流通量の減少と相場の高値が続く中、
仕入れに苦戦している。販売面では、高年式車、高価
格帯の販売が続いている。

組合員の施工する電力引き込み線工事量は、前年同
月比126.5％となった。高知中央地区の伸びが大き
い。

商店街（安芸市）

一般貨物自動車運送

9月後半からコロナ感染者数が徐々に減少しており、
これに伴い商店街への人の流れが増える事を期待。

まん延防止等重点措置や緊急事態宣言の影響は少な
がらずあったが売上は昨年とほぼ同等となった。燃料
価格の高騰などもあり収益は減少した。

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160.3％
台数：85.4％。昨年はコロナ対策で、土日祝を無料開
放した関係で、収入はアップしているが、利用台数は昨
年よりも15％減少、来街者は中々元に戻らない。

実働1日1車当りの前年同月比営業収入：85.3％、輸送
回数：86.3％。実働率は50.1％。全国的に感染者が減
少傾向にあり、少しは明るい状況が見えるといいのだ
が…
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