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当組合は、須崎市・土佐市の農家を中心
に、外国人技能実習生の受入事業等を行っ
ています。実習生の受入は、１７年前中国人
の受入から始め、現在はベトナム、カンボジ
アから総勢100人を超える実習生や特定
技能外国人が農業の現場で活躍していま
す。新型コロナウイルス感染症の影響で、
実習生の入国が３年間ストップしていまし
たが、今春から徐々に再開し、組合事務所
内にある入国後講習施設も多くの実習生
でにぎわっています。組合の体制は、日本
人職員３名に加え、ベトナム・カンボジア人
の通訳なども雇用し、実習候補生の面談や
受入・管理、実習生からの相談などにもこま
めに対応しています。

「実習生ファースト」で実習生にも
地域住民にも暮らしやすい環境づくり

組合運営の理念は、実習生が高知で暮らし
やすく、実習が受けやすい環境を作ることと
しています。この理念を基に組合では様々な
取り組みを行っています。実習生は、基本的
に３年間同じ場所で実習を続けなければなり
ません。3年間の実習が充実したものになる
ためには、実習生と受入農家との関係はもち
ろん、地域の方々との交流が、非常に大切な
ことだと考えています。
当組合の実習生は、海岸清掃ボランティ

アへ参加したり、月１回の粗大ごみの日に、
お年寄りの大きなごみの運搬のお手伝い
をするなど、地域住民の一員になれるよう
な活動をしています。
また昨年、香南市の中学校の「外国人と

の共生を学ぶ」という課外授業に実習生が
参加させていただきました。外国人との交
流をあまりしたことがない中学生に対して、
母国の位置や文化、高知で暮らしてみて感
じたことなどを生徒たちに伝え、異国で暮ら
すことの難しさや、お互い助けあって生活
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サッカー&フットサル　対戦相手募集中！

高知県で活躍する技能実習生は
地域の宝です

＜組合プロフィール＞
理事長：山本 哲也
所在地 :高知市春野町仁ノ３５８７番地１
TEL：088-894-6500
設立:平成１７年８月
組合員数 :50名
主な事業
共同購買事業・外国人技能実習生受入事業　等
技能実習一般監理団体
特定技能登録支援機関

高知
アグリファーム
協同組合

今月の組合
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　ベトナムやカンボジアではサッカーがとても盛んで、当組合
でもサッカー好きの実習生が多く、サッカーチームを結成して
います。新型コロナの影響もあり、これまで対外試合ができま
せんでしたが、近くの公園で練習に励んでいます。
　今後は、地域大会などの出場を目指していますので、練習試
合をしてくれるチームを募集しています。スポーツを通じて国
際交流をしませんか？
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高知アグリファーム協同組合高知アグリファーム協同組合

日本語を勉強する実習生

東ティモール大使来訪

中学生との交流

実習の様子

することの大切さを知ってもらうことができ
ました。

さらに、実習生に高知の良いところを
伝え、より長く高知に居てもらえるよう、中
央会の事業を活用して、「高知の魅力体
験バスツアー」を実施しました。普段はな
かなか会うことができない仲間とともに、
足摺海洋館「SATOUMI」や竜串海岸を
訪れ、足摺のダイナミックな自然を肌で感
じるとともに、宗田節だし醤油・天日塩づく
りを体験しました。高知の歴史や食文化な
どに触れ、高知の素晴らしい魅力を伝え
ることができたと思います。

こういった活動も実り、長く高知で働く
ことを目指す実習生もでてきています。高
知で暮らしていくには、日本語でのコミュニ
ケーションも必要になるため、組合では、
中央会が開催した日本語教室を利用した
り、組合事務所で漢字を教えるなど、日本
語の習熟を後押ししています。

「高知×外国」・「実習生×農家」の
懸け橋を目指して

当組合では、高知の農業の発展や、国
際貢献を目指し、今後も新しい事にもチャ
レンジしていきたいと思っています。現
在、新たな送出国として、東ティモール民
主共和国に注目しており、実習生の受入
に向けた検討を始めました。東ティモール
は、人口130万人ほどの小さな島国で、
日本への実習生の送出実績はまだありま
せん。しかし、まじめで、気さくな方が多い
国民だと聞いています。今年の８月には、

在日本東ティモール大使が当組合へ来訪
され、東ティモールには、日本語を学び、
日本で農業を学びたい若者がたくさんい
るとお聞きしました。今後、現地への視察
調査・交流を行いながら検討を進めていき
たいと考えています。

新型コロナも終息に向かっており、海
外との交流は今後ますます活発化し、高
知でも実習生をはじめとする外国人の方
が増加していくと考えられます。技能実習
制度は、多くの問題も指摘されています
が、農家が抱える課題解決にもつながり、
実習生も、日本の農業技術、品質管理、市
場での流通など、学ぶことも多く、母国に
帰った時の大きな財産になると考えてい
ます。
地域の方に、実習生の役割を理解しても

らい、実習生と地域が共生できる社会づく
りや、高知県と送出国との発展の一助とな
るため、高知アグリファーム協同組合の活
動を続けていきたいと思います。

天日塩づくり体験

お問い合わせ先：高知アグリファーム協同組合 事務局まで　TEL：088-894-6500
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ものづくりの基盤技術強化を図る研修会のご案内
－  生産性向上支援訓練受託事業  －

栄えある受賞おめでとうございます！
令和４年度 伝統的工芸品産業功労者等経済産業大臣表彰

■ □ 開 催 案 内 ■ □

▼情報セキュリティ対策セミナー

お問い合わせ先   高知県中小企業団体中央会　経営支援部（担当：小澤 　　 ）　TEL：088-845-8870

参加費
無料

●開催日時 令和４年１２月１５日（木）１４:００～１７:００
 　　　　　  １６日（金） ９:００～１２:００
●開催場所 高知県中小企業団体中央会　研修室（高知市布師田3992-2　4階）
【研修概要】 本研修では、株式会社カミノバより社内ネットワークの管理やセキュリティ対応等に携わる舩岡俊良氏を
 講師としてお招きし、ＩＴ活用におけるセキュリティ上の脅威やその対策方法に関する知識及び手法の習得を
 目指して、丁寧でわかりやすい講義を行います。
【講　  師】 株式会社カミノバ　管理部兼開発部  舩岡 俊良　氏
【募集人員】 ２０名（※先着順）
【申込締切】 令和４年１１月１８日（金）
【申込方法】 下記のURL又は右の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
【申込サイト】 URL：https：//www.kbiz.or.jp/r4_security/

申込サイト

事業継続力強化の促進・
計画策定セミナーを開催しました

　本会では、南海トラフ地震など自然災害をはじめ、新型コロナウイルス感染症拡大といった事業を脅かすリスクに備え
る防災・減災の啓発と、早期復旧のための事業継続計画（Business Continuity Plan）への第一歩につなげるため、標
記セミナーを開催しました。
　特に中小企業組合においては、共同事業の施設設置や一般消費者が多く利用する公共的施設の運営、電気・ガス・水
道などのライフラインを担っている場合も多く、組合員と連携して災害等への対策を講じることが求められます。

　9月14日の促進セミナーでは、17組合が参加し、事業継続力強化計画の概
要や認定メリットについて、企業維新株式会社の安岡和孝代表取締役に講義
いただくとともに、講師が計画策定に携わった株式会社栗田商店の鎮田倫彰
能力開発室長から取り組みを紹介いただくことで、事業継続力強化計画策定
の重要性について理解を深めました。

　また、9月21日・28日・10月5日・12日の策定セミナーでは、７組合が参加
し、事業継続力強化計画
の策定に取り組み、それぞ
れの作成内容を発表し、意
見交換を行いました。
　セミナーの参加者から
は、「これから事業継続力

強化計画の策定を検討してみる」との声や、「実際に計画策定を通
して必要性の認識が一層高まった」、「計画の認定申請を行う」と
いった声を聞くことができました。

　本会では引き続き、参加いただいた皆様の事業継続力強化計画の
策定フォローをしていくとともに、これから計画策定を検討し取り組ん
でいく組合へのサポートをしますので、お気軽にお声がけください。

　このたび、令和４年度伝統的工芸品産業功労者等表彰が決定し、

本県からは、高知県手すき和紙協同組合の大勝敬文理事長が「経済

産業大臣表彰」の栄に浴されました。

　本表彰は経済産業省が、伝統的工芸品産業の振興に尽力し、その

功績が顕著であると認められる産地組合役員や産地の後継者の方々

を対象に行っているものです。

　なお、表彰式は令和４年11月17日（木）、秋田県秋田市「あきた芸

術劇場ミルハス」にて開催される予定です。

　今後益々のご活躍をお祈り申し上げます。

高知県
手すき和紙協同組合 
理事長

大勝　敬文 氏
高知県中小企業団体中央会 
理事

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：古谷　　　）　TEL：088-845-8870

企業維新株式会社　代表取締役　安岡和孝氏

促進セミナーの様子

策定セミナーの様子

経済産業大臣表彰

〒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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　本会では、ベトナムとの人材・経済交流を促進するため、高知県と共同でミッション団を結成し、去る8月27日（土）～
９月１日（木）の5日間の日程で、ベトナムを訪問しました。ミッション団のメンバーは、監理団体、製造業、林業、教育の
各関係者と県職員等総勢３０名で、ベトナム・ラムドン省の行政機関や学校、農場等を視察・交流を行いました。

人材交流に係るMOU締結を目指したラムドン省人民委員会との会談

高知・ベトナム経済ミッション2022高知・ベトナム経済ミッション2022
視 察 報 告

　高知県では、2019年のベトナム視察時にラムドン省人民委員会（行政機関）と
の会談を行い、それをきっかけに始まった交流を更に深め、経済・人材・文化交流
の覚書（MOU）の締結を目指しています。
　今回の訪問では、ラムドン省人民委員会の各機関の首脳陣と会談を行い、ＭＯ
Ｕ締結に向けた具体的な意見交換を行うことができました。
　会談では初めに、本県の産業や技術、多くのベトナム人が活躍している様子な
どを紹介した後、参加企業から自社事業の紹介を行い、本県の技術力の高さをＰ
Ｒしました。ラムドン省からは、農業や林業など一次産業が盛んである産業の特色
や、多くの優秀な人材を輩出している教育機関の説明などがありました。
　また、参加企業より、将来ラムドン省に日本語学校の設立を検討しているとの提
案を行うと、ラムドン省からは、「日本へ行くのには、都会に出て日本語の勉強をす
る必要があり、多くの費用が掛かるなど課題がある。学校の設立により、若い人たち
が少ない費用で高知へ行くことができる。学校設立に向けて省としても支援する。」
との話があり、日本語学校設立に向けて協力していただけることとなりました。
　会談の最後に、本県からは、「将来、高知へ継続的・安定的に人材を派遣してい
ただき、先進的な技術を習得してもらい、ラムドン省の発展に寄与していきたい。
ラムドン省とのMOU締結を目指している。」旨を伝えると、ラムドン省からも「高
知と産業も似ており、良い交流ができると考えている。高知県との人材交流はも
ちろん、農業・工業分野での技術交流や企業進出なども期待している。今後高知
県とラムドン省双方にとって、有益な関係を構築していきたい。」との意見が述べ
られ、来年中のMOU締結を目指していくことを約しました。 
　会談後は、ラムドン省迎賓館での夕食会に招かれ、ラムドン省関係者と懇親を
深めることができ、今後の高知県とラムドン省の良好な交流に向けて大きく前進
しました。

ベトナム・ラムドン省との人材交流を目指した視察 ～農業・ものづくり人材　高度人材　留学生など～

農場・農産物加工場
　ラムドン省は農業が盛んな地域で、中心部から少し離れると大規模な農
場やハウスが広がっていました。そんなラムドン省の農場や農産物の選
別・梱包工場を訪れ、農業環境や流通、雇用の状況などの視察を行いまし
た。収穫されている野菜は、トマトやキュウリ、キャベツなどで、ラムドン省
から全国のスーパーや市場などへ流通していました。施設園芸も盛んで、
イスラエル式農業や韓国の設備を導入している農場もありました。加工場
では、農産物の洗浄や選別は完全に手作業で行われているなど、日本と
のギャップも見受けられました。

国立ダラット大学
　ダラット大学は41学科18,000人が在学している国立大学で、2007年
に日本語学科が設立され、およそ600人の学生が日本語を学んでいます。
今回は、日本語学科4年生の学生約60人に対して、高知県の魅力や専門学
校の紹介、先生や学生との意見交換を行いました。意見交換の中では、「日
本のアニメに興味がある。」、「日本に移住して働きたい。」などの意見が多
く、高知県への留学や就職に対しての具体的な質問もあり、本県への興味
の高さがうかがえました。今後本県への留学・就労などにつながるよう、交流
を継続していきます。

　高知・ベトナム経済ミッション2022では、参加者の皆様のご協力をいただき大変実りのあるベトナム訪問となりました。今後は高
知県とベトナム・ダラッド省とのMOU締結や、訪問した学校とのコンタクトを継続し、双方にとってWIN-WINとなる交流を目指してい
きます。また、現地の市場や環境・歴史・文化などを直接見て体験したことで、海外進出や技術交流など進めていくために大変有意義
な訪問となりました。

ダラット職業訓練学校
　ラムドン省では、就職するための技術を習得するため、実践的な技術
教育を行っている職業訓練学校が多くあり、海外の企業へ多くの学生を
送出しています。ダラット職業訓練学校には、８学部25分野あり、機械工
学・電気電子工学や農業、観光分野など幅広い分野で、3,000人ほどの
学生が学んでいました。学校内に日本語教室も併設し、日本語教育にも力
を入れており、高知県の企業への人材活用に可能性を感じることができ
ました。

ラムドン省

memo
▼

ラムドン省

ベトナムベトナム

　ベトナム南中部の高原地域に位置します。人口約120万人で
省都はダラット。ベトナムの軽井沢と呼ばれ、過ごしやすくフラ
ンス植民地時代に避暑地として開発されたベトナム屈指の観光
地です。主な産業は、観光と農業で、花卉、果樹、高原野菜、
コーヒーなどの産地で、日本へも輸出されています。

★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★

参加者の皆様ありがとうございました。 本会では今後も、海外の優秀な人材の確保、
技術交流・海外展開を検討されている皆様に寄り添い支援を行ってまいります。
参加者の皆様ありがとうございました。 本会では今後も、海外の優秀な人材の確保、
技術交流・海外展開を検討されている皆様に寄り添い支援を行ってまいります。
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●採択結果については全国中央会HPもご覧ください　https://portal.monodukuri-hojo.jp/

●補助事業の概要

※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/

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の
経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援する「事業再構築補助金」が、現在、第8回公募中です。
　前回の第７回公募より、新型コロナの影響を受けつつ、原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響により業況が厳しい中小企
業等が行う、危機に強い事業への事業再構築の取組に対し重点的に支援するため、新たな支援類型【緊急対策枠】が創設されました。
　また、第8回公募では、「最低賃金枠」の申請要件が緩和されております。（最賃売上高等減少要件の撤廃など）
　本会では、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。

○申請要件など、本事業の詳細につきましては、下記ＨＰをご覧ください。
【事業再構築補助金事務局ホームページ】 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

活用イメージ

事業再構築補助金事務局コールセンター（受付時間：9:00～18:00 日・祝日を除く）
ナビダイヤル：０５７０－０１２－０８８　ＩＰ電話用：０３－４２１６－４０８０
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４Ｆ　ＴＥＬ：０８８－８４５－８８７０　Ｅ-ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｋｂｉｚ.ｏｒ.ｊｐ

お問い合わせ先

事業再構築補助金（第8回）公募中です！

喫茶店経営
飲食スペースを縮小し、新たに
コーヒー豆や焼き菓子のテイク
アウト販売を実施。

飲
食
業

衣服販売業
衣類品のネット販売やサブスク
リプション形式のサービス事業
に業態を転換。

小
売
業

ガソリン車向け部品製造
グリーン課題の解決に資する取
組としてEV向け部品製造の事業
を新規に立ち上げ。

製
造
業

概要

補助対象者

補助金額

補助率

主な
補助対象経費

応募締切

新型コロナウイルスの影響を受けつつ、加えて原油価格・物価高騰等により業況が厳しい
中小企業等が行う、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、
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
※第7回公募より原油価格・物価高騰等緊急対策枠【緊急対策枠】を新設（別途、加点措置あり）

 中小企業（範囲は中小企業基本法と同様、中小企業による共同体含む、業種不問）
 中堅企業（中小企業に該当しない会社で、資本金１０億円未満の会社）

【通常枠】100万円～8,000万円　　　　※従業員数により金額相違
【緊急対策枠】100万円～4,000万円　　　その他の特別枠は別途確認

【通常枠】中小企業２／３（6千万円超は1/2）、中堅企業１／２（4千万円超は1/3）
【緊急対策枠】中小企業３/４、中堅企業２/３　※但し、従業員数及び金額の条件あり

建物費（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）、外注費　等

 令和5年1月13日（金）18：00 まで　（第8回公募）

●補助事業の概要【通常枠】【緊急対策枠】

組合等活性化情報誌 Vol.259情報組合等活性化情報誌 Vol.259情報

　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１１次締切につきましては、令和４年５月１２日（木）から８月１８日（木）
までの期間において公募を行いましたところ、全国で４，７４４事業者より応募がありました。
　審査の結果、全国で２，８１７事業者が採択され、高知県では以下の１７事業者が採択されました。

　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、１３次公募中です。
令和４年度における最後の公募となりますので、ご注意ください。

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（１１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
１３次公募中です！

（順不同）

令和元年度補正・令和二年度補正・令和三年度補正

お問い合わせ先 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

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

【通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠】100万円～1,250万円
【グリーン枠】100万円～2,000万円（※いずれの枠も、従業員規模により補助上限の金額が異なります。）

【通常枠】中小企業者 1／2、小規模事業者・再生事業者　2／3
【回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠】　2／3

機械装置・システム構築費、技術導入費、運搬費等

令和4年12月22日（木）午後5時（13次締切）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

都築工業株式会社

総合歯科技工所有限会社ワールドラボラトリー

株式会社アッシュ

有限会社アリス

よさ来いワイナリー

株式会社土佐洋

株式会社エヌ・シー・ビー

都市開発コンサルタント株式会社

有限会社エコ企画四万十

株式会社かね岩海苔

高知ケンセン株式会社

ＭｅｔａｌＢｏｄｙＷｏｒｋｓ斧板

西内歯科医院

株式会社ジャパンダイニング

株式会社アンク犬猫病院

株式会社香北ファーム

チカミミルテック株式会社

最新式ドリル導入によるアンカー工事の工期短縮及び国土強靭化事業

ミリングマシン・３ＤＣＡＤ導入によるチタン製技工品生産性向上

「先端デジタル技術×自社技術」による革新的なＩＣＴ施工プロジェクトへ の挑戦

西日本初！腎疾患に対する死亡リスクを低減した新術式の導入

ＩｏＴを活用した自然派ワイン内製化による事業改革

自社一貫で生産するツナ缶の販売により須崎のマグロ文化を発信！

新システム導入による地方信販会社の「家賃保証事業」への進出

地上型３Ｄレーザースキャナーを用いた技術革新及び生産性向上

グラップル導入による木材運搬の生産性向上と売上拡大事業

フレークタイプ海苔の新商品開発と製造現場における生産性向上事業

独自技術である高機能健康肌着の精密且つ高効率な生産体制構築

専用塗装ブースの導入による生産性向上と高品質塗装の実施

設備導入による補綴物製造の内製化と歯周病進行の視覚化及び治療

観光地への新規出店及び新商品開発による業績回復実現事業

デジタル化によるがん・ホルモン系疾患の革新的医療提供

菌床ブロック製造の内製化を図る為、クリーンルームの新規設置

不織布業界のＤＸ推進に資する企業間データ連携システム開発事業
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組合いんふぉめーしょん
KUMIAI information

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！！

掲 載
無 料い・ろ・は・に・ほ・へ・とi

組合等活性化情報誌 Vol.259情報組合等活性化情報誌 Vol.259情報

KUMIAI
information

い
1

高
知
県
理
容
生
活
衛
生
同
業
組
合

　高知県理容生活衛生同業組合（東﨑幸男理事長）では、去る9月12日（月）、「あさかつボラン
ティア」として、桂浜の清掃活動を行いました。
　9月の第2月曜日は『理容ボランティアの日』で、例年組合の恒例行事として実施していました
が、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となっており、今年は約3年ぶりに再開することとな
りました。
　秋とはいえ、まだこの時期は、朝から日差しもきつく、当日は、集まった約30名が、汗だくになり
ながら清掃に励みました。
　当組合では、来年度以降もこの取り組み
を継続していく予定です。

桂 浜の清掃ボランティアを行いました！

KUMIAI
information

ろ
2

高
知
ブ
ラ
イ
ダ
ル
写
真
協
同
組
合

　高知ブライダル写真協同組合（樋口剛志理事長）では、去る10月11日（火）、高知市本町「つちば
しビル」において、インスタグラム活用セミナーを開催しました。
　当日は、高知県よろず支援拠点の宮田文乃氏を講師に迎え、ビジネス視点によるインスタグラム
の有効な活用方法に関するアドバイスが行われました。
　セミナーでは、まず、数あるＳＮＳ全般についての解説があり、引き続き、インスタグラムの特徴や
ユーザー数、主な利用者層についての説明がありました。
　その後は、各組合員のホームページを参考にしながら、ユーザーの目を引くプロフィール欄の作成
方法や、リールとフィールド投稿の役割の違い、
運用に関するポイント等、新規顧客獲得のため
の効率的な活用方法が述べられました。

イ ンスタグラム　活用セミナーを開催しました！

組合員サイトへは、こちらからアクセスを！
             https://kochibridalphoto.business.site/アドレス

公式HP

高知ブライダル写真協同組合ホームページ

　　去る１０月６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、働き方改革関連法の施行や同一労
働同一賃金の中小企業への適用、新型コロナウイ
ルス感染拡大に伴う従業員の労務管理など、アフ
ターコロナを見据えた中小企業が対応すべき労務管

理について、三井住友海上保険株式会社の竹内靖人氏
を講師にお招きし、「アフターコロナを見据えた人事労務対策」と題

してご講演いただきました。
　セミナーではコロナ禍における人事労務の現状を踏まえ、テレワーク
導入に関連したセキュリティ対策や柔軟な出勤方法の導入に関する
留意点など、アフターコロナ時代の働き方改革のポイントについて説明
いただき、参加した青年部員等２９名は真剣に耳を傾けていました。

　去る９月２８日(水)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」を芸西村「kochi黒潮カントリーク
ラブ」にて開催しました。
　当日は総勢１４名(４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の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：刈谷雅臣氏（高知県屋外広告美
術協同組合青年部）、準優勝：島田誠氏（協同組合高知機械工
業団地マインテックユース）、第３位：田内敬太氏（高知県トラック
協会青年部会）でした。
　またコンペ終了後には表彰式を兼ねた懇親会を開催し、参加
者一同、和やかな雰囲気のもと親睦・交流を深めていました。

親睦ゴルフコンペを開催しました親睦ゴルフコンペを開催しました

経営力能力向上セミナー(秋の交流会)を開催しました経営力能力向上セミナー(秋の交流会)を開催しました
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高 知 県 か ら の お 知 ら せ

　私の仁淀川町のおすすめグループはフレイルサポーターです。
　フレイルサポーターとは養成講座を受けた町民ボランティアで構成さ
れており、フレイルトレーナーと共にフレイル予防の周知啓発活動を行う
グループです。
　令和１年７月にフレイルサポーター・トレーナー養成研修が行われ、仁
淀川町に高知県初のフレイルサポーターが誕生しました。令和４年３月
にはNPO法人フレイルサポート仁淀川を設立。現在では９２人のフレイ
ルサポーターがいます。
　明るく元気で前向きの方が多く、話をするといつも若い私が元気を分
けてもらっています。私もフレイルサポーターの一員ですが、フレイルサ
ポーターの集まりに顔を出せていない時に役場まで顔を見に来てくれる
方も居て「ありがたいな」と思ったこともありました。
　いろいろな活動を行っていますが、現在の主な活動となるのがフレイル
チェックとハツラッツの実証です。右記の写真はハツラッツの実証の写
真です。
　興味のある方は仁淀川町役場保健福祉課（0889-35-0888）かＮＰＯ
法人フレイルサポート仁淀川（070-3961-3975）にお問い合わせください。

フレイルサポーター

地域おこし協力隊レポート⑪
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！
自己紹介と協力隊になった経緯
１９８５年９月４日生まれ。３７歳。出身は高知県高知市。
前職は介護福祉士として働いていました。退職後、パソコンの勉強をしたい

と思い、パソコンの職業訓練を受講。その際に、なぜ介護福祉士として働いて
いたのか？を考えることがありました。私が見つけた答えは「人の役に立つ仕事
がしたかったから」介護職以外にも自分に合う人の役に立てる仕事があるの
ではないかと探している際、協力隊の話を聞き協力隊に応募。なぜ仁淀川町
だったのか？それは協力隊になろうと思った際に、ふと仁淀川町のしだれ桜を
見て「やなぎ花火みたいできれいやなぁ」と感動した記憶が甦ったからです。

活動紹介・卒業後
２０１９年１１月から活動開始。当時はフリーミッション型。まずは野菜作りを学びまし

た。プロの野菜作りよりも、仁淀川町の住民の方々がどうやって野菜作りを行っている
のかを知るためでした。そして、前職の介護と野菜作りを掛け合わせて園芸福祉活動を
開始。簡単にいうと高齢者施設に出向き、利用者様と一緒に野菜や花を育てるという
活動です。
その後、社会福祉協議会が行っているミニデイに同行。高齢の方々に集まってもら

うのではなく、高齢の方々が集まる場所でレクリエーションを提供し、楽しんでいただくこ
とが目的でした。さらに住民の方 と々話をすることで地域の実情を聞くこともできました。
その時「デイサービスセンターの庭が畑になれば野菜を植えれるのに」という話を聞き

「じゃあ、私が畑にしよう」と庭を畑にする活動を始めました。思ったよりも大変で協力隊
の仲間の力も借りながら８ヵ月程で完成。今では職員と利用者様が一緒に野菜などを
育ててくれています。
私は、誰かの役に立ちたい、私と関わってくれる人が幸せになってもらいたい。特に

高齢の方の役に立ちたいと思っています。自分が幸せにできる人の数は限られている
と思っているので、活動終了後は大好きになった仁淀川町で住民の方 と々関わり、関
わった人が幸せになる仕事ができたらと考えています。

仁淀川町
氏原 祐輔

仁淀川町で見つけたこじゃんとえいところ！仁淀川町で見つけたこじゃんとえいところ！

組合等活性化情報誌 Vol.259情報組合等活性化情報誌 Vol.259情報

氏原 祐輔（うじはら ゆうすけ）
出身：高知県高知市　年齢：37歳　着任：2019年11月

別枝　中越家しだれ桜別枝　中越家しだれ桜

田村　伝統野菜　田村蕪田村　伝統野菜　田村蕪

ハツラッツ　勉強

ハツラッツ　運動

長者　せいらん荘長者　せいらん荘

結婚したいけれど出会いがない･･･と思っていませんか？
高知県では３つの結婚支援に取り組んでいます！
まずは、高知県で出会いを見つける一歩を踏み出す
あなたを応援するミュージックビデオ、こうち出会いサポートセンターを
通じた出会いのドラマを見てみませんか？
今ならお得なキャンペーンも実施中です♪ぜひ、ご覧ください！

出会い・結婚応援動画ができました

子育ては大変！でも楽しい！ひとりで頑張らなくていい！
誰もが安心して子育てができるよう、高知県内の市町村の取り組みを動画にしました。
子育て世代包括支援センターって何？地域子育て支援センターってどんなところ？
実際のセンターの様子や、利用者の生の声を、動画で発信しています。
プレマチャンネルで、ぜひ、ご覧ください！

誰もがある日突然、犯罪被害者になる可能性があります。
犯罪にあうと、身体、財産上の直接的な被害だけではなく、関連して「二次被害」を受けることが少なくありません。

　こうした被害を少しでも軽減・回復するためには、犯罪被害者の方々が仕事を続けられることが重要となり、年次有給休暇
だけでなく、被害回復のための休暇制度の導入など、職場の配慮や支え（職場環境整備）が必要です。

高知の子育てがよく分かる動画、できました♪

こうち出会い
サポートセンターHPで
動画掲載中♪

子育て体験記も募集中！

犯罪被害からの回復を支援する職場での取組について犯罪被害からの回復を支援する職場での取組について

·命を奪われる
·ケガをさせられる
·物を盗まれる　など

直接被害

①勤務変更や勤務調整
　犯罪被害にあわれた職員
の希望に応じた部署への異動
や仕事内容の変更、時短勤務
の活用などについて、検討・調
整を行う。

③社内での周知
　社内広報等で犯
罪被害からの回復に
必要な休暇を付与す
る旨を周知する。

②休暇制度の活用・創設
　既に病気休暇、介護休暇、裁判員休暇等の特
別な休暇を導入している事業者（会社）であれば、
その制度の対象に「犯罪被害への対応」を追加す
る。休暇制度が未整備の場合は、新たに“犯罪被
害者等休暇”を設ける。

職場環境整備の具体的な取組事例とは

各事業者（会社）の状況に応じた取組をご検討いただき、職場環境の整備にご協力をお願いいたします。

高知県 犯罪被害者等支援窓口（文化生活スポーツ部 県民生活課）　電話：088-823-9319
高知労働局 雇用環境・均等室　電話：088-885-6041

·事件にあったことによる精神的ショックや身体の不調
·医療費の負担や失職、転職などによる経済的困窮　
·捜査や裁判の過程における精神的、時間的負担
·SNSなどネットでの誹謗中傷や周囲の人の無責任なうわさ話、
  マスコミの取材や報道による精神的被害　など

二次被害

厚生労働省  犯罪被害者  休暇制度　　検索
問い合わせ先 

子育て
支援課

県民
生活課

ひ   ぼう
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情報連絡員報告を
中心とした

2022年7月
(前年同月比)県内各業界別の動向

　　　　　　　　　　　　　な　　　し

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。

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。

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
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
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。

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
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
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。

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
第で影響が出てくる。

荷動きは全般的に低調であるとの声が聞かれた。

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。

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
概ね前年並みの業況で推移している。

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。

7月の取引額は前年同月比85％と、回復の兆しが見えない。

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。

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。

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
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
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
伴い最終日は通年の8割に留まった。

食品団地

商店街（四万十市）

旅館・ホテル

クリーニング

木製品素材生産

製材

刃物製造

機械団地

船舶製造

珊瑚装飾品製造

生鮮魚介卸売

各種小売（土佐市）

中古自動車小売

商店街（高知市）

特に大きな動きは感じられないが、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
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。

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
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
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
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
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。

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
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。

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。

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
付かない状況である。

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
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
不安でいっぱいである。

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
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
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
もあり厳しい状況に変わりはない。

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
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。

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
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。

・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・
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。

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。

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。

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。

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
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
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。

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％。

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
加した。

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。

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
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
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
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
タン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：131.3％、輸送回数：118.8％、実働率は52.1％。少しずつ
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
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。

ＩＴ事業

一般土木建築工事

酒類製造

テントシート

製紙（家庭紙）

製紙（手すき和紙）

印刷

生コンクリート製造

コンクリート製品

卸団地

青果卸売

電気機械器具小売

商店街（安芸市）

飲食店

旅行業

電気工事

一般貨物自動車運送

建具

ガソリンスタンド

タクシー

組合等活性化情報誌 Vol.257情報組合等活性化情報誌 Vol.257情報

業界の状況
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情報連絡員報告を
中心とした

2022年9月
(前年同月比)県内各業界別の動向

宿泊動向として9月は元々需要が高くない状況に加え、シルバーウィークに台風の影響を受けるなどして落ち込んだ。10月以降は
行政が実施する誘客策の効果が期待されるが、人員不足、売上原価高騰など課題が残る。宴会部門はキャンセルが続き、好転する
きっかけが見当たらない状態である。

かなりの増加がみられた。値上げ前の仮需も多少の要因か。実需要の結果であればよいが、来月の動向にやや不安。

台風等の異常気象、長雨の為、販売価格上昇に伴い売上高は増加したが、資材等の値上がりもあり原価率は上がっている。新型コ
ロナウイルスの影響も、業務関係は少しは改善されてはきたがまだまだである。

よさこい四万十が台風のために中止。大きな自転車レースの参加者が市内にも訪れたり、ソフトボール選手も多数商店街で見かけ
ることがあった。100キロマラソン大会は中止が決まった。

コロナ禍の影響か外食向け食材は低調。後半には市況がやや好転。工場コストとしての電気・ガス料金の上昇が収益を悪化させている。

コロナ禍ではあるが、各種イベントが開催されるようになり、イベント関連主力の事業所も活気が戻りつつある。しかしながら、イベ
ント関連事業も少しずつ回復基調になりつつあるものの、厳しい状況。

全般的に荷動きは鈍い傾向。

特に変化はない。新型コロナウイルスに関しても落ち着いている。

8月の前年同月比170％から一転、9月の取引額は前年同月比50％と、業況が安定しない。

状況は全く変わらず。元々9月はあまり人の動きが多くはないが、見通しが立たない状況に小売店は頭を悩ませている。

ぢばさんセンター駐車場にて中古車フェアを3日間開催。在庫不足の中での開催であったが、軽、普通車ともに高年式車の販売台
数が多い。前回2月の開催時より来客数が2割増、販売台数も微増の結果となった。

中央公園地下駐車場　売上前年比：121.3％、利用台数前年比：113.9％。9月23日高知大丸東館5階が新しくフードホールとして
オープンした。

前年同月比は120～130％だが比較対象の前年同月は感染拡大の只中。結局、例年（コロナ禍以前）と比べると売上は7、8割程
度と低迷したまま。業態により売上に大きな差がある。県外客は増加、県内客は減少。光熱費や仕入価格の高騰がさらに拡大。10
月から食料品全般が更に値上がるため（まとめ買い）を行った事業所が多かった。新型コロナウ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。

組合クーポン前年同月対比102％、全旅クーポンを加味して165％。（令和元年度同月対比41％）前年対比の売上増加であっても、
旅行業界の景況が改善されている状況ではない。全国旅行支援が開始されるが、支援内容の周知が実施直前になった上、説明会等の
実施もなく、GOTOトラベルの際より旅行業者の事務作業が増加しており、組合員より、手に負えない状況で大変苦慮しているとの報
告がある。また、全国旅行支援システム自体の利用が困難な組合員に対する組合事務局のサポートが必須となっている状況である。

特に目立った動きもなく、全体的には相変わらず人材不足が続いている。売上も上がっている感じはなく、好転している感じは見受けられない。

旅館・ホテル

酒類製造

青果卸売

商店街（四万十市）

食品団地

テントシート

製材

船舶製造

珊瑚装飾品製造

各種小売（土佐市）

中古自動車小売

商店街（高知市）

飲食店

旅行業

ＩＴ事業

全体的に値下がり傾向となっており、スギは若干下落、ヒノキは値下がりしてきている状況であるが、販売量は確保できている。今
後、年末に向けても厳しい状況と思われる。入荷量は、天候にも恵まれ前月より微増。新型コロナウイルスは減少してきており、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。

建材、木材、金物等が依然値上がりを続けており、建具の値段に転嫁できていないところがある。全体的に仕事量も少ない。新型
コロナウイルスは、組合員及びその社員にも広がっている。今後、飲食関係の仕事は少ないと思われる。

県内家庭紙業界に大きな変化はなく、厳しい状況が続く。各種イベント、行事等々が、従来の状況に戻り、人流が活性化する事を期
待する。

コロナ禍や原材料の高騰・円安に伴い、取引先に価格交渉をしているが、なかなか厳しい状況が続いている。新型コロナウイルスの
影響で売上の伸びが鈍い状態が続いている。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。

売上については若干上昇、設備操業度は微増か。コロナ以前比較でも若干回復傾向が見られる。しかし用紙等の再度の価格改定
もあり、厳しい状況が継続すると思われる。

9月単月の出荷数量は、対前年比69.3％、4月からの累計出荷量は83.8％で地区的には高幡地区を除き全県下で減少傾向が続
いている。生コン価格は、10月からの原材料価格の値上げに伴う価格転嫁を2023年4月から実施する方向で調整中。

出荷数量は前年同月よりやや減少。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
昨年度の繰越工事の出荷もあるようだが、令和4年9月分は前年同月よりやや悪化した。

小売の販売は前年を割っているが、先月出荷できなかった品が、当月に入り順調よく出荷でき、売上に繋がった。海外向きの品は相
変わらず多く、国内への販売をカバーしてくれている。新型コロナウイルスに関して、感染は少し落ち着き始め、影響は徐々に減少
していくのではないか。

一部にコロナ禍による資材不足で納期の遅れが生じている。団地内の業況は、業種によりバラツキがあるものの、一進一退の状況
である。

・単価の上昇により売上は増えているが、利益率は低下している状況。・9月の連休は、台風等の影響で、観光・外食はあまり動いて
いない。・景気悪化と円安、電気料値上げと、企業経営には厳しい状況となっている。新型コロナウイルスの影響で売上減少が続い
ており、今後も外食産業の不振が続き、食品関係企業の悪影響が続くことが危惧される。

台風のためカツオ・マグロその他入荷が少なかった。外国産（サーモン・ウニ・カニ・エビ他）の値上がりが止まらない。

・全商品前年比98.6％。・資材の高騰のため、経営が厳しい。・台風14号の影響で、テレビのアンテナ倒壊の被害が多かった。

ロシアのウクライナ侵攻も継続している。また円安により原油価格は高止まりが続いている。9月は新型コロナウイルスの感染が
落ち着きをみせ、旅行者も増えており、経済は少しずつ動き始めている。政府による燃料油価格激変緩和事業発動の補助金額は9
月末で1リットル当たり35.7円となり、原油価格は上下してもその差額分を補助金の調整でほとんど市況は動かずの状態が続い
ている。政府はこの補助金の期日を9月末から12月末に延長、さらに来春まで延長する意向があるとのことでガソリン価格の変動
（値下がり）はしばらくの間小さいと思われる。

物価高騰による値上げで、消費者や事業者への影響は大きい。新型コロナウイルスに関しては徐々に感染者が減少してきたが、客
足は伸び悩んでいる。今後、飲食業や観光向け支援・地域振興券の発行などにより客数が増える事を期待。

価格改定を行う業者がさらに増えるが、点数減でクリーニング需要は横ばい。エネルギー、燃料費など高止まりで、資材の一部値
上げなど経費がかさむ。点数減で。新型コロナウイルスに関しては、外出控え気味が続き、冠婚葬祭も小規模になる。宴会需要も回
復しない。それに伴うクリーニング需要が減少している。今後もwithコロナで多人数の集まりが減少し、外出機会の抑制などによ
る需要減少が予測される。

令和4年9月分の公共土木用生コン出荷量は、前月比105.2％、前年同月比69.3％。令和4年4月から令和4年9月累計において
は前年累計対比83.8％。9月の工事請負金額は前年同月比で103.0％、前年対比累計金額では81.5％。令和4年9月末時点の前
年対比累計請負金額は、国：80.9％、高知県：同累計67.0％、市町村：同累計97.0％となっている。生コン出荷量、工事請負金額共
に累計では落ち込んでいるが、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。現在は共販率の引き上げに苦慮している。高知市内での価格引き上げについては、難航予想。その他の地区については、概し
て引き上げに理解を得ている。

組合員の施工する電力引込線工事量は、前年同月比119.1％となった。安芸、須崎、窪川地区が増加した。

7.8月と値下げとなっていた燃料価格は9月若干の値上となった。原油価格は少し落ち着いたものの、円安の影響により高値で推
移している。組合実績も微減となり物量も伸び悩んでいるとみられ、組合員企業も厳しい状態が続いている。また、新型コロナウイ
ルスの影響で荷動きが悪く売上が伸びない。このまま荷動きが戻らなければ収益が落ち、経営を圧迫すると思われる。

実働1日1車当りの前年同月比営業収入：126.9％、輸送回数：119.0％、実働率は50.5％。気候も良くなり、行楽シーズンとなる
が、タクシーを使って出かける人、高知に来てタクシーで観光する人はほとんどなく、活気がない。いつものことながら、運転者不
足が厳しく、これだけはなすすべがない。ハローワーク主催でセミナーを開き、数名出席があったが希望者はゼロ。

木製品素材生産

建具

製紙（家庭紙）

製紙（手すき和紙）

印刷

生コンクリート製造

コンクリート製品

刃物製造

機械団地

卸団地

生鮮魚介卸売

電気機械器具小売

ガソリンスタンド

商店街（安芸市）

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
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情報連 報告DI（景気動向指数） 絡員
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