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　お待たせしました！
　昨年大好評をいただいた「テイクア
ウトマルシェ」を今年も開催すること
になりました。
　なお、今回は「土佐のおきゃく」の一
環として、はりまや橋商店街と連携し
て行います。
　また高知県木材産業振興課協力の
もと「親子木工教室」も行う予定です。
　お友達や家族揃って楽しめるイベ
ントにしたいと思いますので、皆様ぜ
ひお越し下さい。お待ちしています！！

日時／令和4年5月14日（土）、15日（日）
　　　10：00～16：00
場所／高知市魚の棚商店街、はりまや橋商店街

●ＨＰ　https://uonotana-kochi.com/
●ツイッター　https://twitter.com/uonotanakochi
●インスタグラム　https://www.instagram.com/uonotana.kochi/
●フェイスブック　https://www.facebook.com/uonotana.kochi/

第3回
「テイクアウトマルシェ」
を開催します！

魚の棚商店街は、はりまや橋商店街から

北へ約80メートル、幅3メートル程の小さな

商店街で、江戸時代の初期からという長い

歴史を持っています。

また、高知市民に親しまれる街であるとと

もに、タイムスリップしたような独特の雰囲

気が「インスタ映えする !」と評判の観光名

所でもあります。

こぢんまりとした路地のような通りには、お

馴染みさん相手に店主一人で経営している老

舗のお店もあれば、連日多くの若者やサラ

リーマンで賑わっている人気店もあります。ま

た近年は、この街が持つ独特の魅力に惹かれ

て、若い経営者による新規出店も見られるよ

うになりました。そして現在は、ゲストハウス

やタトゥースタジオなど、小さくても個性豊か

な、バラエティに富んだお店が並んでいます。

そんな個性溢れる魚の棚商店街ですが、

実は昨年法人化したばかりです。

組合を立ち上げたことで、他の商店街の仲

間入りができたと感じていますし、今までは手

に入りにくかった施策情報や、街づくりに関して

様々な相談場所が沢山あると分かったことも、

設立の大きなメリットであったと感じています。

ちなみに本組合は、「周辺まで含めた、地

域全体の活性化を目指したい」という趣旨

のもと、地区を「はりまや町1丁目」と広めに

設定していますし、今後は「賛助会員」も設

ける予定ですから、商店街からは多少離れ

ていても、私たちと一緒に活動していただ

ける方は、ぜひ参加していただきたいと

思っています。

理事長　細川 洋伸 氏

こ
れ
知
っ
ち
ょ
い
て

最新情報はＳＮＳで！
魚の棚商店街の各種サイトをご覧下さい！！

生活＆観光 ！ 人が交じり会う商店街　　
隠れ家のような街には、懐かしくて
新しい魅力が溢れています！！

高知市魚の棚商店街協同組合

＜組合プロフィール＞
所在地 :高知市はりまや町1丁目9番3号
ＴＥＬ: 088-823-3558
設立:令和３年１月１９日
組合員数 : 19名
主な事業
テント、街路灯などの維持管理、 
イベント開催等による販売促進

高知市
魚の棚商店街
協同組合

今月の組合

聞
い
て
見
て
や
！

ち
く
と

HENSHIMO
Special Interview 

HENSHIM
O

  inform
ation

!

　このたび本組合では、ホームページの
ほか、インスタグラム、フェイスブック等を
開設しました。各サイトでは、テイクアウト
マルシェをはじめ、ビアガーデンや七夕まつ
りといった商店街のイベント情報に加え、
組合員店舗については、それぞれの取扱
商品だけでなく、店主のインタビュー記事
も掲載しています。常に街の新しい動きを
お知らせしていきますので、これからはＳＮＳでの情報にぜひご注目下さい！
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はりまや橋商店街

至高知駅

至ごめん

高知
よさこい
情報交流館

デンテツターミナルビル

魚の棚
商店街

中心市街地にありながら昔ながらのたたずまいを残す街
レトロな魅力に惹かれて、新たな店舗もオープンしています

商店街同士の連携で
地域全体の活性化に
取り組んでいます！

せっかく組合を立ち上げたのですから、

新しいことにもいろいろ挑戦したいと思って

います。

ただ、小さな商店街ですので、自分たち

だけで何か行動を起こしても、大きな話題

や地域全体のイメージアップにはなかなか

繋がりません。

そこで、まずは隣接するはりまや橋商店

街と、今後の「中心市街地東側地区」に関す

るアクションプランを策定し、一緒に新しい

ことに取り組む計画を立てました。

ありがたいことに、はりまや橋商店街は1

年を通じて多くのイベントを行っています

し、魚の棚商店街でも「テイクアウトマル

シェ」を実施していますので、まずはそれぞ

れが行っているイベントを合同で開催する

ことから始めることにしました。また、このよ

うな新たな動きが組合員にも伝わるよう回

覧板も開始しました。

このように、他の商店街と連携した取り

組みによって、地域全体の活性化を目指す

とともに、今後は「シャッター・アートイベン

ト」といった、魚の棚商店街としてのオリジ

ナリティ溢れる独自の活動にも力を入れて

いきたいと考えています。

思わぬ掘り出し物が
見つかるかも？！宝探しのような
ＳＮＳサイトを目指しています！

今まで魚の棚商店街は、これといった情

報発信ツールを持っていませんでした。

そこで、昨年度中央会の取引力強化事業

を利用してホームページを作成し、これを機

にインスタグラムやフェイスブック等も立ち

上げました。

各サイトでは、街のイベントや個店に関

するお知らせはもちろん、空店舗情報や、

空地利用に関する呼びかけなども盛り込

んでいく予定ですし、学生さんたちが集

い、彼らの街に対する思いを反映した「壁

新聞」のようなページも検討しています。

なお今後は、SNSだけの「お得情報」も掲

載していきたいと考えていますので、ご覧

になられた方々が、行きつけのお店や掘り

出し物を見つけられる、宝探しのようなサ

イトになれば理想的だと思います。

魚の棚商店街のテーマは「温故知新」

です。昔ながらの街の魅力を、次の世代にも

引き継ぎながら、この街だからこそ似合うよ

うな新鮮さや珍しさが織り交ざる商店街にし

たいと考えています。

そして、そんな「魚の棚ならでは」の味わ

いを、様々なツールを活用しながら、丁寧に

発信し続けていきたいと思っています。

長い歴史と新しさを併せ持つ、魚の棚商

店街を、どうぞよろしくお願いいたします。

高知市魚の棚商店街協同組合

感染症対策もバッチリ！

高知市魚の棚商店街
協同組合
公式ホームページ

レトロな雰囲気が人気の居酒屋

昔ながらの街並みへの入口 個性あふれる店舗が並んでいます ノスタルジックな雰囲気が漂っています

街の由来が書かれた立看板
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令和4年度　中央会事務局紹介
本会は、４月１日付で下記のとおり、令和４年度の人事異動を発令しました。会員の皆様、本年度もよろしくお願い申し上げます。

○中小企業組合等課題対応支援事業
　（活路・NW等）

○令和３年度事業環境変化対応型支援事業

○令和４年度制度改正等の
　課題解決環境整備事業

○小規模事業者連携促進事業

○女性商業者等活躍促進事業

○情報発信・情報提供事業

○中山間対策・地域活性化に関すること

○BCP策定支援等の事業継続力強化に
　関すること

○中小企業組合士に関すること

○高知県商店街振興組合連合会補助金に
　関すること

○本会財産の管理運用に関すること

○会計に関すること

○文書浄書・収受・発送に関すること

○資料等の保存に関すること

○研修室等施設の管理に関すること

○会員の加入・脱退に関すること

○予算・決算に関すること

○補助金に関すること

○建議・陳情に関すること

○職員の研修に関すること

○職員の雇用に関すること

○創立６５周年記念表彰
　及び各種表彰に関すること

○総会等の会議運営等に関すること

○高知県中小企業青年中央会
　業務に関すること

○連携組織活性化支援事業

○地産外商・海外展開支援事業

○組合等人材育成事業（組合事務局人材育成）

○ものづくり担い手育成事業

○日本語支援事業

○外国人雇用制度普及啓発事業

○ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

○小規模事業者組織化指導事業

○外国人技能実習制度適正化事業

○生産性向上支援訓練事業

○官公需適格組合支援及び関連業務

○中小企業の事業再構築
　及び生産性向上に関すること

○中小企業の人材育成に関すること

○中小企業の事業承継に関すること

令和4年度 通常総会及び表彰式のお知らせ
◆日時  令和４年６月10日（金）14時30分～
◆場所 「三翠園」　高知市鷹匠町1-3-35

各 部 の 主 な 担 当 業 務

　本会では、去る３月２４日（木）、高知市上町「城西館」にお
いて、令和３年度第２回正副会長会を開催しました。
　会では、久松会長が議長となり、令和３年度収支決算見込み
をはじめ、令和４年度事業計画案並びに収支予算案のほか、
令和４年度通常総会において開催する優良組合等に対する
表彰式の被表彰候補者の選定について審議が行われ、いず
れも満場異議なく承認されました。

令和３年度第２回正副会長会
兼表彰選考委員会を開催

【総務企画部】 【連携推進部】 【経営支援部】
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　会では、久松会長が議長となり、令和３年度収支決算見込み
をはじめ、令和４年度事業計画案並びに収支予算案のほか、
令和４年度通常総会において開催する優良組合等に対する
表彰式の被表彰候補者の選定について審議が行われ、いず
れも満場異議なく承認されました。

令和３年度第２回正副会長会
兼表彰選考委員会を開催

【総務企画部】 【連携推進部】 【経営支援部】
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決算関係書類の提出をお忘れなく

　組合は毎事業年度、通常総会終了の日から2週間以内に、事業報告書及び通常総会議事録（もしくは謄本）とともに、
決算関係書類を所管行政庁に提出することが法律上定められています。所管行政庁では、組合が事業活動を行ってい
るかどうかを決算関係書類の提出の有無によって判断しており、3年連続して提出を怠ると休眠組合と見なされ、解散整
理の対象となります。必ず提出するようにして下さい。

 ○事業報告書　○財産目録　○貸借対照表　○損益計算書
○剰余金処分案または損失処理案　○通常総会議事録（もしくは謄本）

なお、中央会宛に２部（行政庁用１部、本会控え用１部）ご提出いただければ、本会経由で所管行政庁へ提出致します。

組合 Ｎｅｗ Ｆａｃｅ

国際人材協同組合高知
設　　立：令和４年３月25日
所 在 地：高知市春野町仁ノ３５８７番地３７
出 資 金：2,000,000円
組合員数：4名
主な実施事業：農産物等の共同販売、資材等の共同購買、外国人技能実習生の受入 池 宗二郎 理事長

◎理事長からの一言
今般、新型コロナやロシアのウクライナ侵攻など、世界規模での経済不安が拡大するなか、我々小規模事
業者を取り巻く経営環境は大変厳しい状況にあり、各々の努力だけではこれらの難局に立ち向かうには限界
があります。
そうしたことから、今般協同組合を設立し、農産物の共同販売や資材等の共同購買により、組合員の事業の
合理化と経営の強化を図るとともに、技術等の向上を図る研修会開催といった共同事業の実施を通じて、組合
員の競争力強化並びに持続的な発展を目指していきます。また、外国人技能実習生の共同受入れを通じ、農業
や自動車整備業に関する技術移転を行い、我が国の国際協力・国際貢献に寄与することを目指していきます。

組合等活性化情報誌 Vol.253情報組合等活性化情報誌 Vol.253情報

お問い合わせ
〒781-5101　高知市布師田3992-2 高知県中小企業会館４階　TEL：088-845-8870
高知県中小企業団体中央会

中小企業組合等
課題対応支援事業

 ： 切締募公【 ５月２７日（金）】

ものづくり・商業・サービス
生産性向上促進補助金

)次01( ： 切締募公【 ５月１1日（水）】

公募中の事業をご紹介！

〇市場調査、試作品の開発、ビジョンの策定
　などの取り組みを支援。
①活路開拓事業
・補助金額：100万円～2,000万円
②展示会等出展・開催
・補助金額：下限なし～1,200万円

〇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等の
　策定などの取り組みを支援。
・補助金額：100万円～2,000万円

〇「製品・サービスの開発」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・
　システム導入を支援。
・補助金額：100万円～2,000万円
※要件や従業員規模により補助金額の上限が
　異なります
・補助率：１

・補助率：6／10

・補助率①・②：6／10 ／２ 又は ２／３
※要件等により補助率が異なります
・対象経費：機械装置・システム構築費、

　　　
　　  技術導入費、運搬費等

お問い合わせ先

高知県中小企業団体中央会
TEL：088-845-8870

お問い合わせ先

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

11次公募
８月予定

次回公募
８月予定

先ずは、下記のお問い合わせ先にご相談ください
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組合や組合員の「経営基盤の強化」「生産性の向上」を目指した、「既存の共同事業の改善」
「新たな事業開発」のためのフィージビリティ・スタディ（実現可能性調査）の実施、又は
フィージビリティ・スタディの結果を具体化するための事業に対して助成します。

組合等活性化情報誌 Vol.253情報組合等活性化情報誌 Vol.253情報

市場開拓・新製品等の
実現可能性調査等を助成します

組合や組合員の魅力を発信するための
チラシやホームページ作成等を助成します

（小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業） （取引力強化推進事業）

事業概要

上記支援事業を活用したこれまでの主な事例紹介

例：ＩＴ活用による経営の効率化、新技術・新製品の開発、新市場・販路の開拓、海外展開、物流
の効率化、商店街・商業施設・中心市街地の活性化、ＳＤＧｓ・ＢＣＰ・事業承継への対応等
※以上のようなテーマに関するフィージビリティ・スタディ及びフィージビリティ・スタディの
　結果を活用した事業の具体化等に対して助成を行います。

テーマ例

構成員の４分の3以上が小企業者（常時使用する従業員の数が５人（商業又はサービス業
を主たる事業とする事業者については、2人）以下の会社及び個人）である組合及び企業
組合等

対象組合

【補助金額】３0万円以内　　【補助率】１０分の６以内補助金額・補助率

令和４年５月２３日（月）～7月29日（金）
第一次締切：令和４年6月３０日（木）
第二次締切：令和４年7月29日（金）
※締切ごとに、審査・採択を行い、予算枠に達した時点で終了となります。

公募期間

組合や組合員の「経営基盤の強化」を目指した、「共同事業の活性化」「受注拡大」等の「取
引力の強化促進」を図るために実施する取り組みに対して助成します。事業概要

○共同事業活性化
共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介など行う組合
ホームページやチラシ等の検討や作成などを行う事業
○受注促進
共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシなどの検討や作成などを
行う事業
○ブランド構築
連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブラ
ンドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージなどの検討・作成を行う事業
○取引条件改善
団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉など、組合員の取引条件の改善、構造改革
を促進するために行う事業
○その他 
上記の他に、業界の特徴などを踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進す
るための事業

補助対象となる
事業内容

構成員の２分の１以上が小規模事業者（常時使用する従業員の数が２０人［商業又はサー
ビス業を主たる事業とする事業者については、５人］以下の会社及び個人）である組合及
び企業組合等

対象組合

【補助金額】５0万円以内　　【補助率】3分の2以内補助金額・補助率

令和４年５月２３日（月）～7月29日（金）
第一次締切：令和４年6月３０日（木）
第二次締切：令和４年7月29日（金）
※締切ごとに、審査・採択を行い、予算枠に達した時点で終了となります。

公募期間

　一般消費者からの受注工事の獲得と、若手及び技術者の人材確保のためのホームページを全面リニューアルし、イベ
ントなどで配布するパンフレットを作成。ホームページでは、近隣の組合員店舗や、通信・防犯など各専門の電気工事会
社の検索機能を実装。一般消費者に分かりやすい具体的な工事事例の紹介や電気工事士の仕事紹介等を盛り込んだ。
URL ： https://www.denki-kochichuo.com/index.html

★組合・組合員の活動の認知度向上のためのホームページリニューアル・
　パンフレットの作成（高知中央電気工事業協同組合）

上記支援事業を活用したこれまでの主な事例紹介

経営者の高齢化により、大型家電の配送や設置工事が困難になっている中、組合員同士による配送等業務の協
業化について、アンケート及び実地等による実現可能性調査を行った。調査結果をもとに、課題・要望を明確化。協
業の内容・方法・料金設定などの検討を行い、組合員間で支援しあう協業体制を構築した。

★家電小売店での、配送・設置・取付業務の協業化に向けた
　実現可能性調査

伝統工芸品の商品デザインや販促チラシ、インバウンド向けのWEBサイト等について、展示会参加者に対して
聞き取り調査を実施。調査結果をもとに多様化するライフスタイルに合った新商品の開発や、インバウンド向けの
WEBサイト・パンフレットのデザインの開発を行った。

★伝統工芸品の商品開発・インバウンド対応に関する具体化事業
　及び実証調査

【問い合わせ先】　高知県中小企業団体中央会　高知市布師田３９９２-２　  TEL０８８（８４５）８８７０　http://www.kbiz.or.jp　担当高瀬
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の効率化、商店街・商業施設・中心市街地の活性化、ＳＤＧｓ・ＢＣＰ・事業承継への対応等
※以上のようなテーマに関するフィージビリティ・スタディ及びフィージビリティ・スタディの
　結果を活用した事業の具体化等に対して助成を行います。

テーマ例

構成員の４分の3以上が小企業者（常時使用する従業員の数が５人（商業又はサービス業
を主たる事業とする事業者については、2人）以下の会社及び個人）である組合及び企業
組合等

対象組合

【補助金額】３0万円以内　　【補助率】１０分の６以内補助金額・補助率

令和４年５月２３日（月）～7月29日（金）
第一次締切：令和４年6月３０日（木）
第二次締切：令和４年7月29日（金）
※締切ごとに、審査・採択を行い、予算枠に達した時点で終了となります。

公募期間

組合や組合員の「経営基盤の強化」を目指した、「共同事業の活性化」「受注拡大」等の「取
引力の強化促進」を図るために実施する取り組みに対して助成します。事業概要

○共同事業活性化
共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介など行う組合
ホームページやチラシ等の検討や作成などを行う事業
○受注促進
共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシなどの検討や作成などを
行う事業
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連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブラ
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団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉など、組合員の取引条件の改善、構造改革
を促進するために行う事業
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ビス業を主たる事業とする事業者については、５人］以下の会社及び個人）である組合及
び企業組合等

対象組合

【補助金額】５0万円以内　　【補助率】3分の2以内補助金額・補助率
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公募期間
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【問い合わせ先】　高知県中小企業団体中央会　高知市布師田３９９２-２　  TEL０８８（８４５）８８７０　http://www.kbiz.or.jp　担当高瀬
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「事業再構築補助金」の  第6次公募中！

組合等活性化情報誌 Vol.253情報組合等活性化情報誌 Vol.253情報

1.2020年4月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前（2019年又は2020年1～3月）の
　同３か月の合計売上高と比較して10％以上減少していること。
※上記を満たさない場合には、2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の
　同3か月の合計付加価値額と比較して15％以上減少していることでも申請可能。

2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。

3.補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%（グリーン成長枠は5.0％）以上増加、又は従業員一人当たり付加価
　値額の年率平均3.0%（同上5.0％）以上増加の達成。

　新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する
中小企業等の挑戦を支援するものです。第6回公募からは、売上高等減少要件が緩和されるとともに、事業類型が大きく変わりました。

高知県中小企業団体中央会は「認定経営革新等支援機関」です。
組合や組合員企業が作成した事業計画書のブラッシュアップをお手伝いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

詳しくは、事業再構築補助金事務局ホームページをご確認ください。

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/　

補助対象経費

高知県中小企業団体中央会　 TEL：088-845-8870 

お問い合わせ先

▲

回復・再生応援枠

▲

大規模賃金引上枠
必須要件１.～３.を満たし、かつ補助事業実施期間の終了時点を含む事

業年度から３～5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金

を年額45円以上の水準で引き上げること及び補助事業実施期間の終了

時点を含む事業年度から３～5年の事業計画期間終了までの間、従業員

数を年率平均1.5％以上（初年度は1.0％以上）増員させること。

従業員数５人以下：100万円～500万円
従業員数６～20人：100万円～1,000万円
従業員数21人以上：100万円～1,500万円

従業員数101人以上：

　　8,000万円～1億円

中小企業　３/４

中堅企業　２/３

中小企業 ２/３（6,000万円超は1/2）

中堅企業 １/２（4,000万円超は1/3）

中小企業：100万円～1億円

中堅企業：100万円～1.5億円

中小企業　１/２

中堅企業　１/３

▲

最低賃金枠
必須要件１.～３.を満たし、かつ2020年10月から2021年６月までの間で、

３月以上最低賃金＋30円以内で雇用している従業員が全従業員の10％

以上いること及び2020年４月以降のいずれかの月の売上高が対前年又

は前々年の同月比で30%以上減少していること（※）。

（※）売上高の減少に代えて、付加価値額の45％の減少でも可。

従業員数５人以下：100万円～500万円
従業員数６～20人：100万円～1,000万円
従業員数21人以上：100万円～1,500万円

中小企業　３/４

中堅企業　２/３

▲

通常枠

従業員数20人以下：100万円～2,000万円
従業員数21～50人：100万円～4,000万円
従業員数51～100人：100万円～6,000万円
従業員数101人以上 ：100万円～8,000万円

中小企業2/3（6,000万円超は1/2）

中堅企業1/2（4,000万円超は1/3）

補助額 補助率

補助額 補助率

補助額 補助率

補助額 補助率

補助額 補助率

●第6次公募の締切りは6月30日です。
●申請後、審査委員が審査の上、予算の範囲内で採択されます。公募要領に記載されている
審査項目や注意事項を確認の上、事業計画を策定してください。

必須要件１.～３.を満たし、かつ以下の①又は②のどちらかを満たすこと

①2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対2020年又は2019年

の同月比で30%以上減少していること。

②中小企業活性化協議会（旧：中小企業再生支援協議会）等から支援

を受け再生計画等を策定していること。

※中小企業者の範囲については、

中小企業基本法と同様

▲

グリーン成長枠
以下の要件を全て満たすこと（売上高の減少は求めない）。

①事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再

構築に取り組む。

②補助事業終了後3～5年で付加価値額の年率平均5.0％以上増加又は従業員一

人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加の達成。

③グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組とし

て記載があるものに該当し、その取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発

又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行う。

建築費（建物の建築・改修等※但し、建物の新築については必要性が認められた場合に限る）、機械装置・システム構築
費（設備、専用ソフトの購入やリース等）、技術導入費（知的財産権導入に要する経費）、外注費（加工、設計等）等

対
象（
必
須
申
請
要
件
）

〒７８０-０９０１  高知市上町３丁目１３番１４号
TEL０８８-８３２-３２６１          FAX０８８-８２２-７０６９
URL http://www.kochi-cgc.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。
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蛭田塾HP

蛭田塾HP URL　https://peraichi.com/landing_pages/view/hiruta-juku/

懐かしい木造校舎の雰囲気がその
まま残る農村交流施設。初夏には周
辺を幻想的に蛍が飛び交い周辺に
は、田んぼや畑、山、集落など日本の原
風景が残る。地元の人達もここに集
まって、交流して、心温まる時間を過ご
せます。

農村交流施設 森の巣箱

地域おこし協力隊レポート⑤

津野町で
見つけた

こじゃんと
えいところ！津野町で

見つけた

こじゃんと
えいところ！

地域おこし協力隊の活動について
初めまして、津野町地域おこし協力隊の蛭田と申します。神奈川県海老名市で育ち、関東の大学に進学したのち新卒で津野町

の地域おこし協力隊に着任させていただきました。大学4年生の夏に津野町を訪れた際に、床鍋地区の農村交流施設「森の巣
箱」と出会い、住民主体で運営する元気な宿泊施設に憧れて移住を決断いたしました。
2020年4月、新型コロナウイルスの蔓延と同時期に移住して、地域活性化をミッションとして活動を始めました。地域のことを何も

知らない自分でもまず始められることが芋けんぴ作り、米作り等農業でした。親切な方が、新卒で武器もなく地域に来た自分を心配し
て、何か食い扶持になるようなものを与えてやりたいという思いから自分にこれらの農業を勧めてくださいました。
ただ、自分はもともと「森の巣箱」の運営に携わりたいという思いで移住してきているので、そのことと関係性の薄い（と思われる）

農業にはなかなか気持ちがついていかない時期が続きました。ワガママだとは思いますが、自分のやりたいことに素直でないと、気持
ちも入らず続かないと思います。私が当時するべきだったことは、地域住民の方 と々の関係を良好に保つことはもちろん、自分のした
いことをもっと強く主張するべきであったと思います。他の移住者の方も、何か「やりたい」を持って移住してきている方がほとんどなの
で、それを地域住民・移住者ともに共有できる場が必要です。

活動に教育の「彩り」が加わる
2020年5月から約1年間取り組んだ「学習ボランティア」は今の私の事業

を形作る大事な活動になりました。新型コロナによる休校が続き、生徒たちが
勉強の習慣を断たれてしまう懸念から、放課後に町内3ヶ所を借りて中学3年
生を対象に勉強を教える活動をさせていただきました。町内には塾がほとんどな
く、今回の休校の前から「学校以外の勉強場所」がなく、求められていることに
のちのち気づいたのですが、町内の中学3年生の1/3程度が来てくれたととも
に、受験まで一緒に並走して感動も共有させていただきました。
ありがたいことに、この活動を続けてほしいというご要望をいただいたことも

あり、現在は町内の施設で塾（有料）を開業させていただきました。「教育をやれ
る兄ちゃんやろ」と認知していただくことが増え、修学旅行の受け入れ等自分の
活動拠点である「森の巣箱」での活動にも幅が出てくるようになりました。

私の未来
これからは、廃校を活用した宿泊施設「森の巣箱」に元気な子供たちの声を甦らせることを目標に掲げ、協力隊最後の1年を活

動していきます。自然体験教育など、地域×自分が活きる領域で高知県内のみならず、広く知られる活動をしていきたいと思います。
また、協力隊卒業後は現在営業している塾を起点に教育の仕事を増やしていこうと考えており、現在津野町で「ハヤマチリング」

の2階を借りて塾を営業しています。勉強そのものを面白がることで学力向上につなげることをモッ
トーとして営業させていただいておりまして、津野町外からも来ていただいている方がいらっしゃい
ます。（ご用命の際は、下記リンクからお問い合わせください。）
受験勉強もでき、自然から学ぶこともできる、教育に強く子育て世帯から選ばれる若 し々

い地域づくりを、教育×地域で実現していきたいと思います。

蛭田彩人（ひるた　あやと）　25歳
担当：地域活性化、農村交流施設「森の巣箱」の運営サポート
略歴：東京工業大学・一橋大学を卒業し、ご縁のあった高知県で地域おこし協力隊の応募を
探し津野町に出会う。地域×教育を軸に「森の巣箱」を活用しながら卒業後の定住を図る。

土佐のこじ
ゃんと

えいところ！
土佐のこじ

ゃんと

えいところ！ 津野町
蛭田彩人

経済産業省からのお知らせ
I T 導 入 補 助 金
（サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業）

IT導入補助金

ITで業務効率化・
データ活用をしたい！

働き方改革・コロナ対策
を進めたい！

全社的なDX（デジタルトランス
フォーメーション）を進めたい！

IT導入による生産性
向上を後押しします！！ （サービス等生産性向上

 IT導入支援事業）

組合等活性化情報誌 Vol.253情報組合等活性化情報誌 Vol.253情報

　IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入す
る経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
　自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入する
ことで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。

通常枠

　複数の中小・小規模事業者が連携してITツール及びハードウェアを導入することにより、地域DXの実現
や、生産性の向上を図る取組に対して、複数社へのITツールの導入を支援するとともに、効果的に連携するた
めのコーディネート費や取組への助言を行う外部専門家に係る謝金等を含めて支援するものです。

（A・B類型）

デジタル化基盤導入枠
（デジタル化基盤導入類型）

デジタル化基盤導入枠
（複数社連携I T導入類型）

　中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の
一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。

◆通常枠（A・B類型）、デジタル化基盤導入枠（デジタル化基盤導入類型）
中小企業（飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象）
◆デジタル化基盤導入枠（複数社連携I T導入類型）　
・商工団体等
・当該地域のまちづくり、商業活性化、観光振興等の担い手として事業に取り組むことができる中小企業者又は団体
・複数の中小企業・小規模事業者により形成されるコンソーシアム

補助金の上限額・下限額・補助率

ハードウェア購入費用（デジタル化基盤導入枠）

デジタル化基盤導入類枠A類型 B類型

上限額・下限額 30万円～150万円未満 150万円～450万円以下 5万円～50万円以下 50万円超～350万円

補助率 1／2以内 2／3以内3／4以内

補助対象経費
区分

ソフトウェア購入費、クラウド利用料（最大1年分補助）・
導入関連費等

ソフトウェア購入費、クラウド利用料（最大2年分補助）・
導入関連費等

サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター▲

ナビダイアル 0570-666-424 　

▲

IP電話等からのお問い合わせ先 042-303-9749
受付時間 9：30～17：30（土・日・祝日を除く）※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。（通話料がかかります）

【お問い合わせ先】

PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器：補助率1/2以内、補助上限額10万円

レジ・券売機等：補助率1/2以内、補助上限額20万円
ハードウェア購入費

補助対象
事業者

複数社連携IT導入類型種類

種類

補助額

補助率

補助上限額

補助対象 

デジタル化基盤導入類型の
要件に属する経費

ソフトウェア購入費・クラウド利用費
（最大2年分補助）・導入関連費

ソフトウェア購入費・クラウド利用費
（最大1年分補助）・導入関連費

デジタル化基盤導入類型の要件に属さない複数社類型特有の経費

（2）消費動向等
分析経費

内、5万円～
50万円以下部分

内、50万円超～
350万円部分

50万円×参画事業者数 （ （1） ＋ （2） ）×10％

（3）補助事業者が参画事業者をとりまとめるために
要する事務費、外部専門家謝金・旅費（1）基盤導入経費

5万円～350万円

3/4以内 2/3以内

3,000万 200万

2/3以内 2/3以内

◆デジタル化基盤導入枠（複数社連携I T導入類型）
【１次】令和4年 6月10日（金）17：00　【２次】令和４年 8月19日（金）17：00　【３次】令和4年10月31日（月）17：00

◆デジタル化基盤導入枠（デジタル化基盤導入類型）
【２次】令和４年5月16日（月）17：00　【３次】令和4年5月30日（月）17：00　【４次】令和４年6月13日（月）17：00

◆通常枠（A・B類型）
【１次】令和4年5月16日（月）17：00　【２次】令和４年6月16日（木）17：00

締め切り
住所／高岡郡津野町床鍋392-2
TEL／0889-40-1703
1泊2食宿泊料／1名 6,500円（要予約）
素泊まり宿泊料／1名 4,500円（要予約）
チェックイン／ 15:00
チェックアウト／ 11:00
交通アクセス／
津野町役場本庁舎から車で約20分、
高知市から車で約1時間20分
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蛭田塾HP

蛭田塾HP URL　https://peraichi.com/landing_pages/view/hiruta-juku/

懐かしい木造校舎の雰囲気がその
まま残る農村交流施設。初夏には周
辺を幻想的に蛍が飛び交い周辺に
は、田んぼや畑、山、集落など日本の原
風景が残る。地元の人達もここに集
まって、交流して、心温まる時間を過ご
せます。

農村交流施設 森の巣箱

地域おこし協力隊レポート⑤

津野町で
見つけた

こじゃんと
えいところ！津野町で

見つけた

こじゃんと
えいところ！

地域おこし協力隊の活動について
初めまして、津野町地域おこし協力隊の蛭田と申します。神奈川県海老名市で育ち、関東の大学に進学したのち新卒で津野町

の地域おこし協力隊に着任させていただきました。大学4年生の夏に津野町を訪れた際に、床鍋地区の農村交流施設「森の巣
箱」と出会い、住民主体で運営する元気な宿泊施設に憧れて移住を決断いたしました。
2020年4月、新型コロナウイルスの蔓延と同時期に移住して、地域活性化をミッションとして活動を始めました。地域のことを何も

知らない自分でもまず始められることが芋けんぴ作り、米作り等農業でした。親切な方が、新卒で武器もなく地域に来た自分を心配し
て、何か食い扶持になるようなものを与えてやりたいという思いから自分にこれらの農業を勧めてくださいました。
ただ、自分はもともと「森の巣箱」の運営に携わりたいという思いで移住してきているので、そのことと関係性の薄い（と思われる）

農業にはなかなか気持ちがついていかない時期が続きました。ワガママだとは思いますが、自分のやりたいことに素直でないと、気持
ちも入らず続かないと思います。私が当時するべきだったことは、地域住民の方 と々の関係を良好に保つことはもちろん、自分のした
いことをもっと強く主張するべきであったと思います。他の移住者の方も、何か「やりたい」を持って移住してきている方がほとんどなの
で、それを地域住民・移住者ともに共有できる場が必要です。

活動に教育の「彩り」が加わる
2020年5月から約1年間取り組んだ「学習ボランティア」は今の私の事業

を形作る大事な活動になりました。新型コロナによる休校が続き、生徒たちが
勉強の習慣を断たれてしまう懸念から、放課後に町内3ヶ所を借りて中学3年
生を対象に勉強を教える活動をさせていただきました。町内には塾がほとんどな
く、今回の休校の前から「学校以外の勉強場所」がなく、求められていることに
のちのち気づいたのですが、町内の中学3年生の1/3程度が来てくれたととも
に、受験まで一緒に並走して感動も共有させていただきました。
ありがたいことに、この活動を続けてほしいというご要望をいただいたことも

あり、現在は町内の施設で塾（有料）を開業させていただきました。「教育をやれ
る兄ちゃんやろ」と認知していただくことが増え、修学旅行の受け入れ等自分の
活動拠点である「森の巣箱」での活動にも幅が出てくるようになりました。

私の未来
これからは、廃校を活用した宿泊施設「森の巣箱」に元気な子供たちの声を甦らせることを目標に掲げ、協力隊最後の1年を活

動していきます。自然体験教育など、地域×自分が活きる領域で高知県内のみならず、広く知られる活動をしていきたいと思います。
また、協力隊卒業後は現在営業している塾を起点に教育の仕事を増やしていこうと考えており、現在津野町で「ハヤマチリング」

の2階を借りて塾を営業しています。勉強そのものを面白がることで学力向上につなげることをモッ
トーとして営業させていただいておりまして、津野町外からも来ていただいている方がいらっしゃい
ます。（ご用命の際は、下記リンクからお問い合わせください。）
受験勉強もでき、自然から学ぶこともできる、教育に強く子育て世帯から選ばれる若 し々

い地域づくりを、教育×地域で実現していきたいと思います。

蛭田彩人（ひるた　あやと）　25歳
担当：地域活性化、農村交流施設「森の巣箱」の運営サポート
略歴：東京工業大学・一橋大学を卒業し、ご縁のあった高知県で地域おこし協力隊の応募を
探し津野町に出会う。地域×教育を軸に「森の巣箱」を活用しながら卒業後の定住を図る。

土佐のこじ
ゃんと

えいところ！
土佐のこじ

ゃんと

えいところ！ 津野町
蛭田彩人

経済産業省からのお知らせ
I T 導 入 補 助 金
（サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業）

IT導入補助金

ITで業務効率化・
データ活用をしたい！

働き方改革・コロナ対策
を進めたい！

全社的なDX（デジタルトランス
フォーメーション）を進めたい！

IT導入による生産性
向上を後押しします！！ （サービス等生産性向上

 IT導入支援事業）

組合等活性化情報誌 Vol.253情報組合等活性化情報誌 Vol.253情報

　IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入す
る経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
　自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入する
ことで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。

通常枠

　複数の中小・小規模事業者が連携してITツール及びハードウェアを導入することにより、地域DXの実現
や、生産性の向上を図る取組に対して、複数社へのITツールの導入を支援するとともに、効果的に連携するた
めのコーディネート費や取組への助言を行う外部専門家に係る謝金等を含めて支援するものです。

（A・B類型）

デジタル化基盤導入枠
（デジタル化基盤導入類型）

デジタル化基盤導入枠
（複数社連携I T導入類型）

　中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の
一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。

◆通常枠（A・B類型）、デジタル化基盤導入枠（デジタル化基盤導入類型）
中小企業（飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象）
◆デジタル化基盤導入枠（複数社連携I T導入類型）　
・商工団体等
・当該地域のまちづくり、商業活性化、観光振興等の担い手として事業に取り組むことができる中小企業者又は団体
・複数の中小企業・小規模事業者により形成されるコンソーシアム

補助金の上限額・下限額・補助率

ハードウェア購入費用（デジタル化基盤導入枠）

デジタル化基盤導入類枠A類型 B類型

上限額・下限額 30万円～150万円未満 150万円～450万円以下 5万円～50万円以下 50万円超～350万円

補助率 1／2以内 2／3以内3／4以内

補助対象経費
区分

ソフトウェア購入費、クラウド利用料（最大1年分補助）・
導入関連費等

ソフトウェア購入費、クラウド利用料（最大2年分補助）・
導入関連費等

サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター▲

ナビダイアル 0570-666-424 　

▲

IP電話等からのお問い合わせ先 042-303-9749
受付時間 9：30～17：30（土・日・祝日を除く）※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。（通話料がかかります）

【お問い合わせ先】

PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器：補助率1/2以内、補助上限額10万円

レジ・券売機等：補助率1/2以内、補助上限額20万円
ハードウェア購入費

補助対象
事業者

複数社連携IT導入類型種類

種類

補助額

補助率

補助上限額

補助対象 

デジタル化基盤導入類型の
要件に属する経費

ソフトウェア購入費・クラウド利用費
（最大2年分補助）・導入関連費

ソフトウェア購入費・クラウド利用費
（最大1年分補助）・導入関連費

デジタル化基盤導入類型の要件に属さない複数社類型特有の経費

（2）消費動向等
分析経費

内、5万円～
50万円以下部分

内、50万円超～
350万円部分

50万円×参画事業者数 （ （1） ＋ （2） ）×10％

（3）補助事業者が参画事業者をとりまとめるために
要する事務費、外部専門家謝金・旅費（1）基盤導入経費

5万円～350万円

3/4以内 2/3以内

3,000万 200万

2/3以内 2/3以内

◆デジタル化基盤導入枠（複数社連携I T導入類型）
【１次】令和4年 6月10日（金）17：00　【２次】令和４年 8月19日（金）17：00　【３次】令和4年10月31日（月）17：00

◆デジタル化基盤導入枠（デジタル化基盤導入類型）
【２次】令和４年5月16日（月）17：00　【３次】令和4年5月30日（月）17：00　【４次】令和４年6月13日（月）17：00

◆通常枠（A・B類型）
【１次】令和4年5月16日（月）17：00　【２次】令和４年6月16日（木）17：00

締め切り
住所／高岡郡津野町床鍋392-2
TEL／0889-40-1703
1泊2食宿泊料／1名 6,500円（要予約）
素泊まり宿泊料／1名 4,500円（要予約）
チェックイン／ 15:00
チェックアウト／ 11:00
交通アクセス／
津野町役場本庁舎から車で約20分、
高知市から車で約1時間20分
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情報連 報告

売　上　高
収益の状況
業界の景況

電気機械器具小売

食品団地

酒類製造

テントシート

木製品素材生産

製材

建具

製紙（家庭紙）

生コンクリート製造

刃物製造

機械団地

船舶製造

珊瑚装飾品製造

青果卸売

印刷

コンクリート製品

卸団地

生鮮魚介卸売

各種小売（土佐市）

ガソリンスタンド

商店街（安芸市）

旅館・ホテル

飲食店

クリーニング

一般土木建築工事

電気工事

一般貨物自動車運送

タクシー

商店街（四万十市）

旅行業

中古自動車小売

商店街（高知市）

3月度は前年比106％、全体的に好調だった。リフォーム関連は前年比108％、テレビ前年比98％。

まだまだコロナの影響でイベント関連主力の組合員は大変な状況である。

スギ・ヒノキともに量、価格ともに横ばいの状況である。

原木等の原材料の品不足傾向が続いている。

3月度商況は、前半が新型コロナの影響にて低調。半ばからやや持ち直しとなった。全般的に業況
は低調。原材料・燃料・資材等の値上がりが急激であり、販売価格への転嫁ができない企業も多く
収益的に厳しい状況が続いている。

辛うじて前年維持だが、飲み控えの習慣に慣れ回復には時間が必要か。飲食街もコロナ前の活
気には程遠い状況。

新型コロナの影響で先が見えず廃業する人が増えてきている。逆に残ったところはビジネス
チャンスだと思われる。

家庭紙の主原料であるPULP価格が再度上昇傾向、同時に為替が円安に振れ、ダブルパンチを受け
ている。その他、資材、薬品、運賃、等々の高騰を受け価格転嫁に動いているが、難航している。厳し
い状況が続く。

業界の景況については、令和4年になってからは「不変」が続いているが、売上は、1月が「減
少」、2月が「不変」、3月が「増加」となっている。

売上高は増加したものの、新型コロナの関係か小売業への納品額は減少している。海外向けの
品物と4月からの値上（価格改定）を前に受注が増加した。

各事業所とも資材高騰や品薄の課題を抱えている。売価への価格転嫁や代替品対応などで売上
や収益を確保しており、業況は前年同月を上回る事業所が増加している。

仕入れ原価及び販売価格の上昇のため、前年同月よりは売上高はアップしたが、依然として新型
コロナの影響は続いており、業務関係は不調である。

展示車両の確保が厳しいが、注文買いの件数が伸びているので売上高、販売台数は前年同月と
同水準となってはいるが、業界全体の相場価格の上昇により利益確保が難しい。

中央公園地下駐車場利用状況　売上：前年比91.0％、台数：前年比89.9％。3月下旬の高知大丸
リニューアルオープン以降、来街者はかなり戻ってきたように思われる。

3月の取引額は、前年同月比139％となったが、新型コロナ禍前と比較すると、依然回復の兆しが
見えない。

生産状況は引き続き高い水準で推移している。新型コロナウイルスの影響は少ない。

昨年同等の数字は確保した模様。但し各企業によって売上に加減が多々見られる。又県内需要、
県外需要も業種によって同様の傾向が見られる。

出荷数量は、前年同月比87％。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4年3月分は減少
に転じた。

物価の値上がりは影響が大きく、販売価格を上げる店舗は多い。イベントは規模を縮小して実施。
シンプルだが面白みがない。中止になるよりはありがたいというのが現状。飲食店の明かりが戻っ
てきて観光客が増えたのを感じる。

組合クーポン前年同月対比43％　全旅クーポン合算で、55％。県民対象の旅行割引が実施され
ているが、県内限定の為、組合クーポン売上に繋がらない状況である。

1.景気回復が感じられないまま、仕入れ商品の値上やガソリン代高騰等経費が上昇してきて、経
営に影響が出ている。2.マンボウ明けで、飲食店は通常営業が可能になっているが、鮮魚をウリに
しているような店は営業していない店も多く、通常の売上には戻らない状況である。

まだまだ新型コロナの影響がいろんな職種に生じている。小売店には厳しい状況が続いている。

カツオは順調に入荷している。マグロは高値の入荷が続いている。去年と比較すると需要はある。
全体的に高値の仕入れのため、売上高は高くなっているが、利益率は……

新型コロナウイルスやロシアのウクライナ侵攻により原油価格上昇が止まらず、政府の価格変動
緩和政策も上限に達した。原油価格は乱高下しているため、補助金で実質価格もプラスマイナス
を繰返しており安定しない。

新型コロナウイルス感染症の影響で、今年もひなまつりのイベントが中止となった。まん延防止措
置が解除され、若干、人の流れも増えてきたが、感染者数の増減によって変動がみえる。

新型コロナ第6波は5波までと異なり、収まりが悪く、早くも7波の心配からか予約が入りづらい。
見込みもつかず、業績の見通しは悪い。

月前半はまん延防止で集客は非常に少なかった。後半は徐々に増えたが月の売り上げは先月程
度か。仕入れ価格の上昇は今までになく大きく収益状況悪化に拍車をかけた。

ホームクリーニング売上は微減。チェーン店は、人件費・家賃の負担割合が大きく苦戦。ホテルリネンも
観光客が戻らず苦戦。病院リネンは売上堅調。ガソリン、灯油、重油やハンガーなど石油製品価格の上昇
で、経費増。新型コロナウイルスの影響でリモートワークによるワイシャツの減少、外出着の減少が続い
ており、今後も同様の傾向が続くと思われる。

セメントメーカー各社よりセメント製造時に用いる輸入石灰価格の急騰、および海上運賃の高騰を
要因とする、大幅なセメント価格改定の申し入れがあり、自助努力だけで吸収できる範囲を大きく
超えており、早急な販売価格への転嫁を余儀なくされている。また、混和剤（材）や輸送費更に産
業廃棄物処理費用の値上げ要請もあり、現行単価プラス㎥当たり2,000円～3,000円程度の販
売価格改定の要請を県下全地区の組合員に行った。全体的には令和4年4月1日（一部令和4年2
月1日）出荷分より改定をお願いしている。ただし、過去の経緯、現在の市場価格より高知市内の
価格改定は、難航が予測される。

組合員の施工する電力引込線工事量は、前年同月比87.9％となった。高知中央および須崎地
区以外は減少した。

新型コロナウイルスの影響により組合員企業の業績は業種により明暗が分かれている。燃料の
高騰は経営の大きな負担となった。組合事業は前年比で微減だった。

実働1日1車当りの前年同月比営業収入：80.1％、輸送回数：80.3％、実働率は45.0％。まん延
防止等重点措置は解除されたが、なかなか利用者が増えず、同時に運転者も退職者に比べ採
用者がなく稼働率が悪いため、総収入が少ない現状。

DI（景気動向指数） 絡員

組合等活性化情報誌 Vol.253情報組合等活性化情報誌 Vol.253情報

▲3.1

▲40.6
▲46.9

業界の状況

…好転

…不変

…悪化
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3月度は前年比106％、全体的に好調だった。リフォーム関連は前年比108％、テレビ前年比98％。

まだまだコロナの影響でイベント関連主力の組合員は大変な状況である。

スギ・ヒノキともに量、価格ともに横ばいの状況である。

原木等の原材料の品不足傾向が続いている。

3月度商況は、前半が新型コロナの影響にて低調。半ばからやや持ち直しとなった。全般的に業況
は低調。原材料・燃料・資材等の値上がりが急激であり、販売価格への転嫁ができない企業も多く
収益的に厳しい状況が続いている。

辛うじて前年維持だが、飲み控えの習慣に慣れ回復には時間が必要か。飲食街もコロナ前の活
気には程遠い状況。

新型コロナの影響で先が見えず廃業する人が増えてきている。逆に残ったところはビジネス
チャンスだと思われる。

家庭紙の主原料であるPULP価格が再度上昇傾向、同時に為替が円安に振れ、ダブルパンチを受け
ている。その他、資材、薬品、運賃、等々の高騰を受け価格転嫁に動いているが、難航している。厳し
い状況が続く。

業界の景況については、令和4年になってからは「不変」が続いているが、売上は、1月が「減
少」、2月が「不変」、3月が「増加」となっている。

売上高は増加したものの、新型コロナの関係か小売業への納品額は減少している。海外向けの
品物と4月からの値上（価格改定）を前に受注が増加した。

各事業所とも資材高騰や品薄の課題を抱えている。売価への価格転嫁や代替品対応などで売上
や収益を確保しており、業況は前年同月を上回る事業所が増加している。

仕入れ原価及び販売価格の上昇のため、前年同月よりは売上高はアップしたが、依然として新型
コロナの影響は続いており、業務関係は不調である。

展示車両の確保が厳しいが、注文買いの件数が伸びているので売上高、販売台数は前年同月と
同水準となってはいるが、業界全体の相場価格の上昇により利益確保が難しい。

中央公園地下駐車場利用状況　売上：前年比91.0％、台数：前年比89.9％。3月下旬の高知大丸
リニューアルオープン以降、来街者はかなり戻ってきたように思われる。

3月の取引額は、前年同月比139％となったが、新型コロナ禍前と比較すると、依然回復の兆しが
見えない。

生産状況は引き続き高い水準で推移している。新型コロナウイルスの影響は少ない。

昨年同等の数字は確保した模様。但し各企業によって売上に加減が多々見られる。又県内需要、
県外需要も業種によって同様の傾向が見られる。

出荷数量は、前年同月比87％。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4年3月分は減少
に転じた。

物価の値上がりは影響が大きく、販売価格を上げる店舗は多い。イベントは規模を縮小して実施。
シンプルだが面白みがない。中止になるよりはありがたいというのが現状。飲食店の明かりが戻っ
てきて観光客が増えたのを感じる。

組合クーポン前年同月対比43％　全旅クーポン合算で、55％。県民対象の旅行割引が実施され
ているが、県内限定の為、組合クーポン売上に繋がらない状況である。

1.景気回復が感じられないまま、仕入れ商品の値上やガソリン代高騰等経費が上昇してきて、経
営に影響が出ている。2.マンボウ明けで、飲食店は通常営業が可能になっているが、鮮魚をウリに
しているような店は営業していない店も多く、通常の売上には戻らない状況である。

まだまだ新型コロナの影響がいろんな職種に生じている。小売店には厳しい状況が続いている。

カツオは順調に入荷している。マグロは高値の入荷が続いている。去年と比較すると需要はある。
全体的に高値の仕入れのため、売上高は高くなっているが、利益率は……

新型コロナウイルスやロシアのウクライナ侵攻により原油価格上昇が止まらず、政府の価格変動
緩和政策も上限に達した。原油価格は乱高下しているため、補助金で実質価格もプラスマイナス
を繰返しており安定しない。

新型コロナウイルス感染症の影響で、今年もひなまつりのイベントが中止となった。まん延防止措
置が解除され、若干、人の流れも増えてきたが、感染者数の増減によって変動がみえる。

新型コロナ第6波は5波までと異なり、収まりが悪く、早くも7波の心配からか予約が入りづらい。
見込みもつかず、業績の見通しは悪い。

月前半はまん延防止で集客は非常に少なかった。後半は徐々に増えたが月の売り上げは先月程
度か。仕入れ価格の上昇は今までになく大きく収益状況悪化に拍車をかけた。

ホームクリーニング売上は微減。チェーン店は、人件費・家賃の負担割合が大きく苦戦。ホテルリネンも
観光客が戻らず苦戦。病院リネンは売上堅調。ガソリン、灯油、重油やハンガーなど石油製品価格の上昇
で、経費増。新型コロナウイルスの影響でリモートワークによるワイシャツの減少、外出着の減少が続い
ており、今後も同様の傾向が続くと思われる。

セメントメーカー各社よりセメント製造時に用いる輸入石灰価格の急騰、および海上運賃の高騰を
要因とする、大幅なセメント価格改定の申し入れがあり、自助努力だけで吸収できる範囲を大きく
超えており、早急な販売価格への転嫁を余儀なくされている。また、混和剤（材）や輸送費更に産
業廃棄物処理費用の値上げ要請もあり、現行単価プラス㎥当たり2,000円～3,000円程度の販
売価格改定の要請を県下全地区の組合員に行った。全体的には令和4年4月1日（一部令和4年2
月1日）出荷分より改定をお願いしている。ただし、過去の経緯、現在の市場価格より高知市内の
価格改定は、難航が予測される。

組合員の施工する電力引込線工事量は、前年同月比87.9％となった。高知中央および須崎地
区以外は減少した。

新型コロナウイルスの影響により組合員企業の業績は業種により明暗が分かれている。燃料の
高騰は経営の大きな負担となった。組合事業は前年比で微減だった。

実働1日1車当りの前年同月比営業収入：80.1％、輸送回数：80.3％、実働率は45.0％。まん延
防止等重点措置は解除されたが、なかなか利用者が増えず、同時に運転者も退職者に比べ採
用者がなく稼働率が悪いため、総収入が少ない現状。

DI（景気動向指数） 絡員
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おらんくの組合（高知市魚の棚商店街協同組合）
中央会だより
令和４年度中央会事務局紹介
正副会長会開催／通常総会のお知らせ
通常総会終了後の各種事務手続き
決算関係書類の提出について
組合New Face （国際人材協同組合高知）
公募中の事業をご紹介
小企業者組合成長戦略プログラム等支援事業
取引力強化推進事業
事業再構築補助金のご案内
IT導入補助金のご案内
地域おこし協力隊レポート
県内各業界別動向（2022 年 3月）
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