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高知県室内装飾事業協同組合
高知県室内装飾事業協同組合

理事長

久保 浩二 氏

法令を遵守した信頼ある製品・技術で
日々の暮らしを支えています
業界発展のために組合ができること

今月の組合

高知県
室内装飾事業
協同組合

しい状況となっております。今後も原材料

コンの下請け内装工事を行う業者、職人技

高騰の影響が大きくなることが予想される

術を提供する業者、カーテンやクロスなど

状況において、組合員の収益向上と経営基

建物の内装に使用される壁装資材等の販

盤の安定・強化を図るためにはいかに付加

売業者が集まってできた組合です。内装工

価値をつけていくかが重要になり、エンド

事というと「壁紙の張り替え」が一番に連

ユーザーへ直接働きかけ（提案）
を行い、内

想されると思いますが、内装装飾工事とし

装工事全般にわたってコーディネートして

て壁紙やカーペットなどの床仕上げはもち

いく直需型への体質変革を進めていかな

ろん、カーテンやブラインドなど窓回りの取

ければなりません。

り扱いなど多岐にわたります。

特に住宅リフォームは我々内装工事業者

組合員の経営状況は新型コロナウイル

が本来得意とする分野であり、組合員が積

＜組合プロフィール＞

ス感染症の拡大や不安定なウクライナ情

極的に参入できるように組合でサポートして

所在地 :高知市南宝永町10番3号

勢を要因とする原材料の高騰により大変厳

いく環境・体制づくりが重要と考えています。

TEL／FAX：088-885-1611
088-885-1637
設立:昭和49年11月
組合員数 :６６名
主な事業
○壁紙等の資材、防炎ラベル及び
法定防火壁装材料認定ラベルの
共同購入
○壁紙等の資材の研究開発
○各種情報提供及び研修・講習会の
実施
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当組合は、建築業の一部門として、ゼネ
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皆様が安心して過ごせる建築物の
仕上げ業者としての使命

移し、今後は少子高齢化の加速によって住
宅建築市場全体が縮小していくと考えられ
ています。将来的な住宅需要の減少は業

組合の事業としては、設立当時から防炎

界の縮小を意味し、この変化の波をどのよ

表示の認定申請の斡旋と防炎ラベルの共
同購入を実施しています。

うに乗り越えていくかが業界として喫緊の
防火壁装ラベル

昭和44年に消防法に位置付けられた防

課題となっています。
この課題を乗り越えるためには、従来

炎規制では、不特定多数の人が出入りする

また、組合員への教育・情報提供事業と

型の下請体質から脱却を図り、エンドユー

施設等で使用されるカーテンやじゅうたん

して、各種技能資格の取得に向けた研修・

ザーをターゲットとした提案型の事業展

等は防炎性能を持つ防炎物品の使用が義

講習会を実施しています。

開を行うことが重要であると考えていま

務付けられています。

具体的には、国家資格では内装仕上げ

す。その上で、特に我々の得意分野であ

その防火性能は外見では確認すること

施工技能士、民間資格では内装士（インテ

るリフォームに力を入れていくことが重要

ができないため、その性能があることを示

リアデコレーター）といった資格取得を目

で、そのために組合内部に設置した委員

す唯一の証として「防炎」の表示を付ける

指す組合員企業の従業員を対象とした研

会などでリフォームに関する情報収集や

ことになっています。防炎ラベルの受給に

修・講習会の実施を通じて、技能の向上・人

技術・ノウハウの研究に取り組む必要があ

は防炎講習会を受講し、消防庁長官による

材育成に努めています。

ります。

「防炎表示者」としての登録が必要になり

最近では、内装工事業者専用に作成さ

ます。

れたCADシステムも登場するなど、効率
的に業務ができる体制が整ってきました
が、組合員にはまだまだ浸透していない
のが現状です。
将来、業界がより良い方向に進んでい
けるようIT化やインボイスなど組合員が取

防炎ラベル

講習会の様子

り組まなければならない様々な課題に組合
が寄り添うことで解決し、
「誰も取り残さな
い」組合を目指して邁進していきたいと考

「防火壁装ラベル」は、建築基準法の内
装制限に基づき、国土交通大臣の認定を
取得した防火壁装材料仕上げと施工管理

業界の明るい未来を
切り拓くために

者を明示するもので、法定の防炎商品、防

戦後から高度成長期にかけて、日本は

火材料を使用し、安心安全な内装仕上げが

住宅建築ラッシュに沸きました。
しかしなが

我々の使命となっています。

らバブル経済の崩壊後は徐々に下方に推
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えております。
２０２４年には組合設立５０
周年を控えていることもあり、より一層の
組合事業の活性化を推進し、業界の明るい
未来を切り拓けるよう努めていきたいと思
います。

組合HPをリニューアルしました！
当組合では組合のHPをリニューアルし、組合活動のPRや
組合員の募集に積極的に取り組んでおります。
壁紙の張り替えやリフォームなどのご用命がございましたら、
お気軽に組合までお問合せください。

高知県室内装飾事業協同組合
HP URL https://kosokyo.com
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中小企業も他人事ではない！

昨今、サイバー攻撃の脅威が増大しており、
サイバー攻撃に対する備えは、中小企業にとっても

15:00

避けては通れない経営上の課題です。
本セミナーでは、サイバー攻撃の実態や想定される被害、
中小企業における体制整備の実態を説明し、
中小企業が事前に講じておくべき
サイバー攻撃対策のポイント等を解説します。

※高知県
警察より防犯講話を
いただきます。
※高知県警察が特定の
共済サービスを
−講 師− 推奨するものでは
高知県警察本部
ありません。

サイバー犯罪の
現状と対策

生活安全部生活環境課
サイバー犯罪対策担当課長補佐

明神 康弘 氏

⃞ サイバー空間における脅威の情勢

⃞ 高知県におけるサイバー犯罪の発生状況と手口
⃞ 中小企業に必要とされる対応

⃞ サイバー攻撃を受けた事業者の
⃞ 各種リスクマネジメント策の活用

日 時
開催形式
対象者
定

員

参加費
申込方法

中村 健児 氏

Web形式で開催します。Zoomを利用しての配信となります。
事業者様の経営層、管理者層

200名（1社2名様まで）
無料
本会HPより参加申込書をダウンロードし、下記番号までFAXください。

高知県中小企業団体中央会 共済推進室
担当：曽我部

TEL：088-845-8870

三井住友海上火災保険株式会社 四国西支店高知支社
サイバーセキュリティ対策セミナー事務局
担当：長光、宮川

TEL：088-824-5795

共催／高知県中小企業団体中央会・三井住友海上火災保険株式会社

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
TEL０８８-８３２-３２６１ FAX０８８-８２２-７０６９
URL http://www.kochi-cgc.or.jp/

組合等活性化情報誌

−講 師−
合同会社デジタル鑑識研究所 代表

（水）15：00〜16：30

申込FAX番号：088-871-1204
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サイバー攻撃の実態
ならびに中小企業に
おける対策のポイント

10月26日

令和4年

アドレス：https://www.kbiz.or.jp/r4cybersecurityseminar/

お問合せ

15:25

皆様の
ご来場を心より
お待ちして
おります!!

法的責任と道義的責任

情報
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16:15

最新の
リスクファイナンス
活用策
−講 師−
三井住友海上火災保険株式会社
営業推進部 部長

西山 尚宏 氏

後援／高知県商工会議所連合会

高知高等技術学校との交流事業

とさとーーく を開催！

高知県中小企業青年中央会では去る８月２３日(火)、青年中央会の会員企業と高知高等技術学校の学生が高知で働くことについて
本音で語り合うための交流事業“とさとーーく”を開催しました。
本事業は、企業にとっては学生を理解する場として、
また学生にとっては働くことを考えるきっかけとして、相互理解を深める場の提供
を行うことで、雇用のミスマッチ低減や県内中小企業に目を向
けるきっかけとすることを目的に開催しており、当日は製造業や
電気工事業、
自動車整備業などの企業１０社と学生約４０名
が出席しました。
交流会は業界又は企業ごとに分かれ、
それぞれの状況が
担当者から説明されるとともに、高知で働くことの意義や仕事
のやりがいなどについて意見交換を行いました。学生からは
「普段接する機会の少ない県内企業を知ることができ、貴重
な体験ができた」
との声が聞かれました。
また、参加企業からも
「学生の就職等に対する生の声に触れる良い機会となった」
との感想があがるなど、有意義な交流となりました。
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まいる
マルシェ＆ライブ＆スタンプラリーを開催します！

天神橋商店街振興組合（國吉康夫理事長）
では、10月3日
（月）
から9日
（日）、
「すまいるスタン

い
KUMIAI
information

1

プラリー」
を開催。期間中、異なる3店舗で、
それぞれ500円
（税込）以上お買い上げの方に、景品

天
神
橋
商
店
街
振
興
組
合

としてお花をプレゼントします。
（先着500名様）
また景品交換を行う10月8日
（土）、9日
（日）
には、
こだわりのある美味しいパンやお寿司、
ハンド
メイド雑貨などを集めた
「すまいるマルシェ」、歌やモノマネ、
お笑いで繰り広げる
「すまいるライ
ブ」
も開催する予定です。
皆様、
ぜひ本商店街で楽しいひとときをお過ごしください！

●すまいるスタンプラリー
実施期間 １０月3日
（月）〜９日
（日）
景品交換 １０月８日
（土）
、
9日
（日）
1１:00〜１６:00
交換場所 アーケード内に交換ブースを設置します。
●すまいるマルシェ
日
時 １０月８日
（土）
、
９日
（日）
１１:00〜１６:00
場
所 天神橋アーケード内
●すまいるライブ
内
容 １０月８日
（土）
１３:３０「堀内佳ライブ」
１０月９日
（日）
１３:３０「ツーライス＋モノマネ芸人お笑いライブ」
場
所 「Ｃａ
ｆ
ｅｎ２」
（はれのば）
前
【お問い合わせ】 TEL 0880-31-0280
（組合事務局）

ろ
KUMIAI
information
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まち中村超得 スタンプラリーを開催します！

四万十市商店街振興組合連合会女性部
（四万十玉姫の会／乾梢会長）
では、
10月17日
（月）
か
ら22日
（土）
「
、おまち中村超得 スタンプラリー」
を開催します。
期間中、
異なる5店舗で、
それぞれ
500円
（税込）
以上お買い上げいただき、
スタンプを5個集めると
「お楽しみ抽選会」
に参加できます。
また、
お店ごとに、
期間中だけの週間セールや、
21日(金)、
22日(土)限定の
特典もご用意しておりますので、
ぜひ中心商店街でワクワクするお買い物を
お楽しみください。

抽選日時 １０月２２日
（土）
１０
：00〜１７
：00
抽選会場 一條神社境内
※「ハズレなし」
ですが、
景品がなくなり次第終了となります。

コラボ企画も
お楽しみに！

「障がい者スポーツ」体験コーナー
［時間］１０
：00〜１６
：00 ［場所］天神橋アーケード内
※主催・四万十市社会福祉協議会

（雨天の場合 天神橋アーケード内）
「中村小学校５年生による合唱」
［時間］１０
：30〜１１
：00 ［場所］はれのば 中庭

【お問い合わせ】 TEL 0880-35-2226（エディオン イヌイデンキ／乾梢）
※より詳しい情報については、こちらで検索してください！ 四万十玉姫の会
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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！！

まちで発表会 を開催します！

帯屋町一丁目商店街振興組合
（廣末幸彦理事長）
では、
小学生から高校生によるダンス、
音楽演
奏などのパフォーマンスや、
地域クラブによるグッズ販売等を行う
「おまちで発表会」
を開催します。
当日は、アーケード内に簡易ステージや個別ブースを設置し、それぞれの活動ＰＲをしていただ
くほか、ウルトラマントリガーの写真撮影会も開催する予定です。
日頃から頑張っているお子様たちの笑顔が溢れるおまちに、
皆様揃ってお出かけください！

日
場
内

時
所
容

１０月９日
（日）
正午〜１７:00
帯屋町一丁目商店街アーケード内
●ステージ ※イチヤ前アーケード
楽器演奏、
キッズダンス、
各種芸術系パフォーマンス等
●個別ブース 県内で活動する子供向けクラブやサークルの紹介
高知ファイティングドッグス、
高知ユナイテッドＳＣの活動ＰＲ、
各種グッズ販売
：00 ②１４
：00 ③１６
：00
●ウルトラマントリガー 写真撮影会 ※先着５０組 ①１２

【お問い合わせ】 TEL 088-824-8830
（帯屋町１丁目青年会）

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す
令和4年10月9日から
(時間額)

853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。
●詳しくは最低賃金に関する特設サイトで検索

http://www.saiteichingin.info/

検索

お問い合わせ先 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
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高知県働き方改革推進センターからのお知らせ

高知県労働委員会事務局からのお知らせ

『無料合同労働相談会』
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４年10月28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

●予約受付期間

高知県労働委員会事務局

10月25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
からの
せ
お知ら

10月は「高知県がんと向き合う月間」です
2人に１人はがんになる？!

日本では2人に１人ががんになっています。また高知県では一年間に亡くなる方のうち、
４人に１人ががんで
亡くなっています。
がんは初期のうちは自覚症状がほとんどありません。自分では気づかない身体の変化を見つけるためには

定期検診が最も有効とされています。

「元気だから大丈夫」
「時間がない」
と、ついつい検診を後回しにしていませんか？

がんは早期発見・早期治療で9割以上が治ります。症状がない元気なときに検診
を受けることが大切です。自分のために、大切な家族のために、定期的にがん検診を受けましょう。
職場で受けられる検診や人間ドックの他、40歳以上の男性、20歳以上女性の方は市町村の実施する
がん検診を受けられます。詳しくは高知県健康対策課のホームページをご確認ください。
市町村で実施している
主ながん検診
お問合せ先

肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん

※子宮頸がん検診は20歳以上、それ以外の検診は40歳以上

高知県健康政策部健康対策課
電話：０８８-８２３-９６７４
高知

がん検診

検索

協会けんぽ高知支部からのお知らせ
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高知市からの
お知らせ

NEW

補助率

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けている事業者に加え、

物価高騰の影響を受けている事業者も対象となりました。
募集期間
令和４年３月２日(水)
〜令和５年１月31日(火)

補助金額（上限）

２/３

４００万円

午後５時１５分必着

※補助金予算の上限に達し次第、受付を終了します。

高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金
新型コロナウイルス感染症及び物価高騰の影響を乗り越えるため、設備等を新たに導入し、
自社の生産性を向上されたいとお考えの方へ、設備等導入経費の一部を補助します。
対象経費
①高知市の認定を受けた先端設備等導入計画に記載された下記の設備等のうち、
工業会証明書
（⑸のソフトウェアの場合は、中小企業等経営強化法施行規則第7条第2項に
規定する要件
（販売開始から5年以内）
を満たすことをソフトウェアの開発元事業者等が
証明する書類）
の添付のある下記の設備等の導入費
⑴機械及び装置で１台又は１基の取得価額が160万円以上のもの
⑵器具及び備品で１台又は１基の取得価額が30万円以上のもの
⑶測定工具及び検査工具で１台又は１基の取得価額が30万円以上のもの
⑷建物附属設備で一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のもの
⑸ソフトウェアで一のソフトウェアの取得価額が30万円以上のもの
※設備等の取得単位は通常１組又は１式をもって
取引の単位とされるものは１組又は１式となります。
②上記①の設備等の導入において不可欠となるソフトウェアの導入費

対象外経費
以下については、
補助対象外となります。
・中古設備等の購入費
・設備等のリース料
・国、県等の補助金の
交付を受けている設備等
・設備等導入に伴う建物増改築費用等
・設備等の保証、保守等係る費用

補助対象者
①本補助金申請日時点において、
令和３年３月１日以降に、先端設備等導入計画に係る本市の認定又は変更認定を受けていること。
②本補助金申請日時点において、市内に事業所を有し、
２年以上事業等を行っている法人又は個人
③【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の場合】
＜法人＞ ・令和3年度の事業収入が令和元年度に比べ5％以上減少していること。
（申請日時点において、令和3年度の
決算期が到来していない場合は、令和2年度における事業収入が令和元年度に比べ5％以上減少していること。）
＜個人＞ ・令和3年分の事業収入が令和元年分に比べ5％以上減少していること。

【物価高騰の影響を受けている事業者の場合】
＜法人・個人共通＞

申請日の属する月の前3か月における事業収入又は付加価値額
（※）
が
令和3年の同期間と比較して5％以上減少していること。
※付加価値額とは、事業収入から材料費、運送費、外注加工費等の外部購入額を
控除した額をいいます。

④中小企業等経営強化法第2条第1項各号に規定する中小企業者であること。
⑤次のいずれかに該当する者でないこと。
・高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則第4号各号のいずれかに該当すると認める者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
・法人税法第2条第5項に規定する公共法人
・政治的活動又は宗教的活動に係る事業を行う者
・市区町村税を滞納している者

ご注意

本補助金への申請は１事業者
（代表者）
あたり１回限りになります。
※過去に本補助金の交付を受けた事業者においては、
新たに生産性を向上させるソフトウェアを導入する場合に限り、申請が可能です。

※詳細については、募集要領をご確認ください。

申請方法・お問い合わせ先について
●詳しい内容及び申請方法などは、
ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

高知市役所 商工振興課
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高知市

生産性向上補助

高知市

んと
ゃ
じ
こ
土佐の

地域おこし協力隊レポート⑩
！
ろ
こ
と
えい

南国市
佐藤 真

自己紹介

はじめまして、
南国市地域おこし協力隊の佐藤真
（さとう・まこと）
と申します。生まれ育ちは青森、
大学で宮城、
就職で東京、
そして
齢３４にして高知デビューでございます。
デザイナーをしていたため、
当時の募集要項である“ものづくりで中心市街地活性化”に惹かれ応募し、
今に至ります。

これまでの活動・これからの活動
この文章を書いている７月現在では、
イベントのチラシをつくった
り、
町を通る人のアイストップになるアート作品を飾ったり、
デジタルサ
イネージに挑戦してみたり…あんまり大したことはまだできてない自覚
はありますが…デザインやアートの力で町に彩りを添えることができな
いかと模索しています。
そんな中で新たに企画しているのが、
ディープ
な地域情報に特化したウェブサイトをつくることです。
この南国市の中心市街地の名前は、
「ごめん
（後免）」
という、一
見謝罪しているような、一度見たら忘れられないユニークな地名で
す。
そんな
「ごめん」にちなんだイベントを企画したり、地元の人も市
役所の人も一体となって盛り上げようと試行錯誤していることを知り
ました。そういった後免の情報を、
ウェブサイトを作ることによって県
外の人へ発信したり、
ブランディングのようなことを担えたら、
と考え

空き店舗を活用した協力隊の活動場所「ものづくりアトリエtete」

ています。現状はシャッター街ですが、名前だけじゃなく“ごめんはこん
なにおもしろいことをやっているんだぞ！”というパワーを広く知らしめて
いきたいのです。

任期後を見据えて
上述のウェブサイト作成のためにあらたな知識をたくわえたり、
い
ずれは独立起業をすることを想定しながら起業セミナーへ参加した
りし始めています。行政も私のやりたいことを後押ししてくれているの
で本当に心強いです。
もし南国市に腰をすえられるのなら、私の特
技はグラフィックの方面だけですが、例えばほかの協力隊と専門分
野を補いあいながら地域に還元する仕事ができたらなぁとか、今はま
だ漠然としていますが、
そんな妄想を形にできるように日々業務をこ
なしています。南国市は新しい道路ができたり、
日々便利になって
いっています。変わりゆく南国市にご期待ください。

佐藤が協力隊OGと企画した、
お互いの作品の展示会

佐藤 真（さとう まこと）

出身：青森県青森市 年齢：34歳 着任：2022年3月
◆南国市人口：46,432人
（令和４年8月３１日現在）

南国市で見つけたこじゃんとえいところ
！

ものづくりアトリエtete
南国市の地域おこし協力隊の活動場所である
「ものづく
りアトリエtete
（てて）」
では、高知県内の作家さんたちが講師
となって、ハンドメイド雑貨のワークショップを行っています。
ワークショップへの参加は予約制ですが、
アロマやレジン
アクセサリー、
ソーイングやフラワーアレンジメントなど多彩な
講座は、主に大人の女性に大人気です。
ワークショップの様子やイベントの予告など、Instagramにて
更新しています！
住所：南国市後免町1-7-7 電話/FAX：088-881-2675
定休日：日・月・火
（2022年7月現在） 開館時間：〜17:00
※定休日・開館時間は協力隊の常駐時間により変更の可能性が
ありますので、
ご見学の際は一度お電話でご確認ください。

2022年5月8日に
行われた
「母の日
ワークショップ」の様子

ものづくりアトリエtete instagram

https://www.instagram.com/atelier̲tete̲nankoku/
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情報連絡員報告を
中心とした

県内各業界別の動向
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な
し 9月以降は団体ツアーのキャンセルが増加しており、秋の旅行シーズン
7月頃までは回復傾向にあったが、8月より下降の見通し。
の受注予想は芳しくない。エネルギーや原材料費のコストアップは下落する目処が立たず、最低賃金の上昇、人手不足など労働力
確保の課題も残ったままである。
8月度商況は、昨年と比べやや好転。
しかし収益状況はやや悪化。原因はエネルギー価格の高騰に食品
原材料、副資材等の値上がりが影響している。商品の値上げで対応せざるを得ない状況。

8月商況は、昨年と比べると好転した。県内市況は、よさこい祭りや帰省・観光客がともに増加したようである。エネルギー価格の高

食品団地
夏休みになり、
県外からの往来は増えた。
観光客だけでなく、多くの業種で出張も再開している。
商店街
（四万十市）騰は、
値上げでカバーする動きが活発になってきた。
原油価格からの電気代の上昇が心配される。
酒類製造
旅館
・ホテル
コンクリート製品

クリーニング

7月以降は新型コロナウイルス再拡大の影響を受け、
団体客を中心にキャンセルも発生。
インターハイの受
徐々に出荷回復の兆しであるが、
値上げ前の仮需の数字も一部か？
また、新型コロナウイルスの影響で飲酒の習慣性に変化が出
け入れもあるが、売上高の最大化が困難で、施設により客単価が低下する側面もある。慢性的人員不足で
てくると思われる。
人的マネージメントが困難。最低賃金の上昇、エネルギーのコストアップ等収益構造が揺らぐ状況が続く。

出荷数量は前年同月よりやや増加。令和4年度の災害復旧工事を含む公共工事の需要は減少はしているものの、少しではあるが
クリーニング価格の改定は広がってきているが、
資材などの価格上昇が相次ぐため十分ではない。全体
昨年度の繰越工事の出荷もあり、
令和4年8月分は前年同月よりやや増加した。

として売り上げは回復傾向にあるが、経費がそれ以上に膨らみ、粗利益は減少傾向にある。行動制限が

電気機械器具小売

なくなり、ホテルリネン、外出着などの需要は回復傾向にある。
8月度は金額ベースで前年比106％。
エアコン 前年比107.3％、冷蔵庫 103％、大画面テレビ 前年比88％。

商店街（四万十市）

少しずつイベント等の予定を入れようと準備をしている。地元のお客様は食事のお持ち帰り注文がまだ多いのが現状。居酒屋等か
丸太価格は前月より少し下がってきているが、依然高値で推移している。出材量も順調であるが天候次
ら二次会の店へと人が流れていないようだ。

木製品素材生産

第で影響が出てくる。

製材
テントシート

荷動きは全般的に低調であるとの声が聞かれた。
コロナ禍ではあるが、
各種イベント開催がされるようになり、イベント関連主力の事業所も活気が戻りつつあるがまだまだ、厳しい状況。

刃物製造

4月・5月は売上は低迷していたが、
6月後半より7月の売上が上昇し、
マイナスを取り返すことができた。
全体的に値下がり傾向となっているが、
スギ価格は大きな変動はなく、
ヒノキは値下がりしてきている状況。
しかし、スギ・ヒノキとも
引き合いは良好。出材状況は前月と変わらず順調であるが、ヒノキは少しダブついている。新型コロナウイルスがまた増加してき
原材料や電力価格の高騰は続いており、
一部に売上や収益等を落としている事業所がある。
団地内は
ており、
コロナによる木材価格への影響は少ないと思われるが、
先行きは心配。

木製品素材生産

機械団地
製材

船舶製造

概ね前年並みの業況で推移している。

引き続き荷動きは低調であるとの声が多かった。

仕入価格のさらなる上昇や仕入材料（電気部品類）が入手困難となる不安がある。

まだまだ新型コロナウイルスが蔓延し、それに加え、原材料の高騰・円安と何一ついい状況ではなく、売上もまだまだ鈍い状態が続
製紙
（手すき和紙）
7月の取引額は前年同月比85％と、
回復の兆しが見えない。
珊瑚装飾品製造
いており、
今後も不安材料が山積み。今後も新型コロナウイルス
・原材料高騰・円安といつまで続くのか見当もつかない。

生鮮魚介卸売
船舶製造

カツオ・マグロの入荷が少ない。
少し伸びていた居酒屋関連が、
新型コロナウイルスでまた少し困っている。
夏季休業明けに
（新型コロナウイルスの）
陽性者や濃厚接触者が複数出たため、
対応が必要だった。
少し新型コロナウイルスも落ち着いたかと思われたが...商店街・小売店に元気が無く、活気が無い。この
状態がいつまで続くのか頭を悩ませている。

珊瑚装飾品製造
各種小売
（土佐市）8月の取引額は前年同月比170％となったが、コロナ禍以前の水準までの回復には至っていない。
中古自動車小売

高年式車両の販売が好調。程度の良い車両であれば高くても売れている。軽自動車、ミニバン、ワンボックス中心の販売が多い。
慢性的な在庫不足、
相場高騰により厳しい状況が続いており、
近県から全国まで仕入れ先の範囲が広
例年、
今から販売台数が伸びるので、
相場高騰の中、思案をしながら在庫確保の準備をしている。

商店街（高知市）

が、商品によっては、
納期が定まらないのでなかなか難しい。
中央公園地下駐車場
売上前年比
：120.7％、利用台数前年比：110.2％。よさこい祭りは開催されたが、通年のような賑わいには
至らなかった。感染拡大に歯止めがかからない状況で、重苦しい状態が続く。

中古自動車小売

がっているが、経費等は販売価格に転嫁できないのが現状。オプション品等での客単価UPを図っている
中央公園地下駐車場の利用状況

売上：前年比117.5％、利用台数：前年比115.0％。7月2日からス

タートした土曜夜市は、
第4週まで通年以上の人出で賑わいを見せたが、
コロナウイルス感染の拡大に
商店街（高知市）特に大きな変化はなし。
ただし円安が一段と進んだ結果、
海外製のサーバー利用料などが値上げ傾向にあり、
今後コスト増が懸念
ＩＴ事業
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ＩＴ事業
一般土木建築工事

令和4年8月分の公共土木用生コン出荷量は、
前年同月比89.5％。令和4年4月から令和4年8月累計において
特に大きな動きは感じられないが、前月比439.8％、
海外のサーバーの利用費用が円安の影響を受け、
若干上がってい
は前年累計対比87.7％。
8月の工事請負金額は前年同月比で100.5％、
前年対比累計金額では77.5％。令和4年8月末時点の前
る。その他、原価が徐々に上がってきていることもあり、
値上げ傾向にある。
年対比累計請負金額は、国：77.9％、高知県：同累計61.1％、市町村：同累計99.9％となっている。生コン出荷量、工事請負金額共
に落ち込んでいるが、
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。
生コンクリート単
令和4年7月分の公共土木用生コン出荷量は、
前月比90.3％、前年同月比71.7％。令和4年4月から令
価については、
引き続き値上げ交渉を行うことと共販率上昇に向けた取り組みを当組合としてもできることを行っていく。
和4年7月累計においては前年同月累計比87.2％の水準。
7月の公共工事請負金額は前年同月比で

一般土木建築工事
製紙（家庭紙）

72.9％、前年対比累計では72.7％。令和4年7月末時点の発注者別前年対比累計では、国：74.3％、高
知県51.3％、市町村107.8％と国・県共に大幅減となっている。災害復旧工事、防災・減災対策工事、高
人流の回復で消費はやや上向きであるが、
原材料・エネルギー・その他の高騰で、
利益率が低下しており、
厳しい状況が続く県内家
速道路の延伸工事などの大型工事は継続している。
生コンクリー
ト単価については、
引き続き値上げ交
庭紙業界である。
渉を行うことと共販率上昇に向けた取り組みを連合会主体に行っていく。

印刷

売上については若干上昇、設備操業度も微増。県内需要は昨年同等模様、県外需要はイベント関連等が徐々に回復し全体を押し上げ
つつある。
しかしコロナ以前比較ではまだまだの数字。又原材料等の値上げが再度予定されており収益状況は厳しくなると思われる。
新型コロナウイルス感染状況悪化の影響か？出荷量は順調に回復傾向であったがやや鈍化。
燃料費等

生コンクリート製造

8月単月の出荷数量は、対前年比89.5％、4月からの累計出荷量は87.7％で地区的には中部、高幡、幡多が若干増加傾向にある
が、中
・東部地区での減少幅が大きい傾向。
生コン価格は、
10月からの原材料価格の値上が予定されており、今後の検討課題。
イベン
ト関連の受注が回復基調だが、
まだまだ新型コロナウイルスの影響が続いている。

酒類製造
テントシート

刃物製造
製紙
（家庭紙）

の上昇による、低温保管に係る経費の増加で厳しい状況である。

当月は売上は落ちてしまったが、
原因として商品の付属品の入荷が遅れ出荷することができなかった。
今後の課題である。
付属品等の
近年にないパルプ価格上昇と重油、
電力、資材類、運賃、その他、諸々の値上げが続き、
価格転嫁が追い
値上がりも痛いところである。
また、新型コロナウイルスの感染者が増え、今月は土、日の営業は休むことにした。今後も心配である。
付かない状況である。
団地内は概ね横ばいの業況である。
なかでも、原材料の価格上昇分を売価に転嫁できたところとそうでない事業所で明暗は分か
新型コロナウイルス感染症の爆発的な感染に加え、
原材料の高騰が高止まり、加えて円安と何かと良い

れている。
新型コロナウイルスの影響で、
従業員の自宅待機者増加により、
作業人員を確保できない。また、
仕入納期の遅れによ
機械団地
ことがなく、
経済を回すと対策をしないままの状態で、
経済も回らなくなっている。
今後さらにどうなるか
製紙（手すき和紙）
り、現場作業の目途が立たない。
今後、人員不足による生産調整が懸念される。
不安でいっぱいである。

卸団地

・景気回復は感じられない。
・コロナ禍が続き、景気が悪化している。
・仕入品値上げが続き、十分転嫁できない状況である。
・ガソリ
売上、操業度共に昨対は若干アップ。
県内官公需､民需はインターハイ関連、
商品券等の特需もありまず
ン代、
電気代等値上げが続いている。
・例年は、コロナ対策融資の返済が始まるが、
苦しくなるのでは。
・お金の動きは、中山間のホ
まず。
又県外需要もイベント等の回復もあり良い傾向。
但し一部の業者の好調が全体をカバーしている
テルや観光地への食材は動いていたが、
高知市中心の外食は全く動かない。
が、業界全体は厳しい。新型コロナウイルス前と比較すると
８０％程度か。原材料及び電力料金等の高騰

青果卸売

県内販売は前年度並みだが、県外出荷が減少した模様である。販売価格の上昇の為もある。新型コロナウイルスの影響に関して
は、よさこい、
花火等により感染者数の急上昇のため業務系は壊滅状態である。
7月の出荷数量は、
対前年比71.7％で6月に引き続き減少している。地域的には東部・嶺北での減少幅

印刷

もあり厳しい状況に変わりはない。

生コンクリート製造
生鮮魚介卸売

が大きい。価格に関してはセメント等の原材料価格の値上が計画されており、今後の課題である。

カツオの入荷は順調。マグロ類の入荷がかなり少なかった。従業員に新型コロナウイルスが出て、大変な店もある。

出荷数量は前年同月より減少。令和元年5月からの西日本豪雨による災害復旧工事により増加は続いて

コンクリート製品
状況は変わらず、土佐市の2大祭りも中止だったので、
活気もなく寂しい夏となった。
各種小売（土佐市） 8月も少しは人の動きが見えたものの、
いたが、令和2年7月以降より増減を繰り返し、
令和4年7月分は前年同月より減少した。
卸団地
ガソリンスタンド
青果卸売

政府による燃料価格激変緩和事業発動の補助金額は8月末で1リッ
トル当たり32.4円となり、
また、ロシアのウクライナ侵攻も継続し
・高知市中心部の外食は動きの悪い状況が続いているが、
四万十方面等の観光の動きは活発になってき
ており、
8月は新型コロナウイルス感染拡大が進行しているが今のところ規制がないため、
経済は少し動いているようである。
原油価
ている。
今後は、新型コロナウイルスの状況が心配だが...・新型コロナウイルス禍の続く中、
ウクライナ
・
格は下落したが、
値下がり分を補助金のマイナスでほとんど市況は下がらず、
スタンドはお客からのクレームの対応に追われている。
ロシア戦の影響で原料価高騰しているため、
収益を圧迫している。
再びの感染拡大だが規制はないため、以前ほどの落ち込みはないが感染者の数が多く、今後再び規制があるのか不安である。

まだまだ続く新型コロナウイルスの影響で業務系の悪化は必然的である。

8月20日(土)に開催予定だった、第15回全国「商い甲子園」大会が新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い中止となった。今
商店街（安芸市）
客数が戻ってくることを願う。
全商品平均で前年比87.2％。
特にエアコンが前年比74％で大変厳しい。
電気機械器具小売後、感染者数が減少してきているので、
結局前月と同等の売上。売上が落ち込んだ前年
8月20日(土)開催予定の商い甲子園の開催に向けて、準備を進めている。
商店街（安芸市）月前半はコロナ禍以前並みの集客だったが後半はコロナ感染者数が激増し集客は激減、

飲食店

飲食店
旅行業

旅行業

電気工事

クリーニング

同月に比べると好転しているが、例年（コロナ禍以前）との比較は７割程度。業態により売り上げに大きな差がある。県外客は増加、県内
客は減少。
光熱費や仕入れ価格の高騰がさらに拡大、
コロナ感染者数も激増し集客は減少。
マイナス要因には事欠かない。
新型コロナウ
前月と比べ売り上げは微増、
前年同月では同程度。
例年（新型コロナウイルス禍以前）
との比較は6〜7
イルスの感染拡大による集客減、
売上の低下が起こっており、今後は業界(県内事業主)の規模が縮小する恐れがある。
割程度。業態により売り上げに大きな差がある。
県外客は増加、県内客は減少。光熱費や仕入れ価格の

高騰がさらに拡大、新型コロナウイルス感染者数も激増し集客は減少、売り上げの低下などマイナス要

組合クーポン前年度月対比85％、
全旅クーポンを加味して154％。
雇用調整助成金制度が11月まで延長されたが、現状で制度
因には事欠かない状態が続く。
今後、業界(県内事業主)の規模が縮小することが危惧される。
廃止になった場合、旅行業界の雇用維持が厳しくなる見通し。秋の修学旅行は、8月の感染者増加により、盆明けに修学旅行の延
期、キャンセル対応に追われたケースもある。
売上自体は前年を上回っても、
収益確保には程遠く見通しは厳しい。
組合クーポン売上、前年同月対比4倍、
全旅クーポンを加味して9倍。
令和元年度売上比較、約50％。
回復傾向にあったクリーニング需要は停滞してきており、
先行き不透明。経費負担増で利益は悪化、
秋には価格改定する業者が一
組合員の施工する電力引込線工事量は、前年同月比113.7％となった。
高知中央
・安芸・室戸地区が増
段と増える傾向にある。
新型コロナウイルスの影響でリモートワークによる仕事着減少、観光による外出着増も回復限定的となっ
加した。
ているが、今後もリモートワークが定着、外出を控える行動変容による需要減少が見込まれる。

荷動きは業種によっては7月選挙が終わった頃から少しずつ動き始めたように思うが、昨年同時期と比
べると少ないと感じる。燃料価格も高値で推移しており経営は厳しい状態が続いている。

一般貨物自動車運送組合員の施工する電力引込線工事量は、前年同月比136.1％となった。高知中央・香長・須崎地区の伸びが大きい。
電気工事

一般貨物自動車運送

建具

物流は緩やかに回復しているように見えるがまだまだ鈍いといえる。燃料価格も若干値下げとはなったが、まだまだ高値で推移し
ており経営を圧迫している。
新型コロナウイルス感染拡大の影響としては、
荷動きが悪く売上が伸びない。荷動きが戻らなければ
仕事が少ない。新型コロナウイルスの影響では、
ワクチン3回目の接種証明書がないといけないなど現
収益が落ち、
経営を圧迫することが懸念される。
場に簡単に入れなくなっている。

政府による燃料油価格激変緩和事業発動の補助金額は7月末で1リットル当たり39円に達しており、ま

ガソリンスタンド
建具

タクシー
タクシー

新型コロナウイルス感染拡大の影響だと思われるが、
民間の仕事が激減している。
今までは、若い人がコロナにかかっていたが、
た、ロシアのウクライナ侵攻も継続しており、
ここにきて、新型コロナウイルスも再び感染拡大している
最近は組合員
（社長）及び40〜50代の人もコロナにかかって、
生産がストップしているところもある。
今後、コロナがますます広
が今のところ規制がないため、
経済は少し動いているようであるが、
原油価格の乱高下は続いておりス
がって、
トップするところが増えてきそう。
タン現場及び建具屋の工場もス
ドは対応に困惑している。
実働1日1車当たりの前年同月比営業収入
：116.3％、輸送回数
：113.3％、
実働率は51.1％。
ますます運転者不足が深刻化し、
新
実働1日1車当たりの前年同月比営業収入
：131.3％、
輸送回数
：118.8％、
実働率は52.1％。少しずつ
規運転者になるための法定講習性が0人となった。
退職者は毎月5人く
らいあるのに・
・
・
・このままでいくと労務倒産を危惧している
利用者も戻ってきたようだと安堵した矢先、
新型コロナウイルス感染第7波の勢いが強く、
又々利用客の
業界である。
新型コロナウイルスの影響で夜間需要は減少している。
減少、運転者不足、
燃料費の高騰と厳しい経営、非常事態に陥っている。
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