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おらんくの組合（高知県トラック団地事業協同組合）
インボイス対応IT導入補助金のご案内
ものづくり補助金（14次）公募中です！
事業再構築補助金（第9回）公募中です！
ものづくり企業IoT事例セミナーのご案内
共済推進室からのお知らせ（GLTD）のご案内
組合いんふぉめーしょん
「こうちSDGs推進セミナー」開催（高知県）
出会い・結婚・子育て応援宣言！（高知県）
高知市事業用クリーンエネルギー自動車等
導入支援事業（高知市）
地域おこし協力隊レポート《黒潮町》
県内各業界別動向（2022年12月）
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県内初の集団化による
「トラック団地」

当組合は、瀬戸大橋が開通し、四国内の
高速道路網の整備が進んでいた平成元年
に県内の貨物自動車運送事業者など２５社
が中心となり、集団化による新たな物流拠
点の構築を主な目的として設立しました。
それまで各組合員企業は主に市街地に

立地していたため、土地が手狭で駐車場や
荷捌所の拡張が困難な状況にあり、交通混
雑や騒音などの問題も抱えていました。そこ
で、これらの問題解決を図るため、高度化事
業を活用して高知自動車道南国インター・高
知新港・高知龍馬空港の３つの交通拠点を
結ぶ三角形の中心に位置し、トラック輸送の
基地として最適地であった南国市小篭地区
に団地を形成する計画を立てました。
計画の実施にあたっては、約１万坪の用

地取得交渉や地目変更などの困難な問題が
山積していましたが、地権者や行政機関な
どの理解・協力を得ながら、組合員が一丸と

なって団地形成に向けて取り組んだ結果、
組合設立から約４年経った平成６年１月に県
内初にして唯一のトラック団地を完成させ
ることができ、事業活動を開始しました。
各組合員は駐車場、保管庫、荷捌所など

を整備しており、それぞれの特性を活かしな
がら協力し合い、運送効率の向上とコストの
削減を図ることにより、県内をはじめ全国へ
の物流基地としての機能を発揮しています。

共同事業で組合員及び
組合の事業経営に貢献

組合事業としては、組合員をはじめ運送
事業者向けの共同給油事業を主体に取り
組んでいます。団地内に共同給油所を設
置・運営しており、トラックの主燃料である
軽油販売が９割以上を占めています。太陽
石油（株）の特約店として適正価格と安定
供給に努めることにより、組合員の輸送コ
スト低減はもとより組合の事業収益として
も大きく寄与しています。

理事長　小松 秀則 氏
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高知県トラック団地事業協同組合

＜組合プロフィール＞
理事長：小松 秀則
所在地：高知県南国市小篭８０８-１
ＴＥＬ：０８８-８６３-００１８
設立：平成元年１２月
組合員数：１６名
主な事業
共同施設の設置・運営事業
共同購買事業（共同給油事業）等

高知県
トラック団地
事業協同組合

今月の組合
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　文中でも触れましたが、当組合では共同給油所をトラック団地内「南国こごめ
給油所」と南国久礼田流通団地内「南国くれだ給油所」の２ヶ所運営しています。
広い敷地で大型車の出入りが安心・安全にでき、トラック用の大型洗車機やディー
ゼル車に不可欠なアドブルー（尿素水）補給機も完備しています。また、「南国くれ
だ給油所」には軽油２００キロ超備蓄できるタンクも設置しています。
　組合員をはじめとした運送事業者はもちろん、近隣の事業者や一般のお客様も
利用できますので、是非お気軽にお立ち寄りください。
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また、燃料以外にも、排出ガス浄化技術の
尿素ＳＣＲシステムに対応するアドブルー（尿
素水）補給機を給油所に完備し、安定的な価
格で提供しています。令和３年１２月から令和
４年２月にかけて発生した全国的なアドブルー
不足時にも、これまで築いてきた独自ルートで
積極的に仕入れたことにより、数量制限は
行ったものの常に在庫を切らすことなく販売
することができ、組合員の事業継続に貢献し
ました。今後は、燃料以外の油外商品につい
ても拡充していきたいと考えています。
その他、当組合が管理運営しているト

ラック団地会館において、組合員の人材育
成のための研修会開催や業界情報の提
供、組合員や従業員が気軽に利用できる懇
談スペースの設置など、教育及び福利厚生
事業の充実も図っています。

新たに第２期集団化事業として
「南国久礼田流通団地」を開発・整備

運送業は単に荷物を運搬するだけでは収
益性が低く事業が成り立たないため、倉庫
や一時保管庫などの施設を併設し、様々な
顧客ニーズに対応することが求められてお
り、庫内作業についても運送事業者側で請
負うことが多くなりました。しかしながら、ト
ラック団地の組合員施設の区割りは、300
坪区画と500坪区画を基準に形成されてお
り、新たに倉庫を設置するにはスペースが
足りないといった問題を抱えていました。
一方で、荷主側からはＢＣＰの観点から製

品や材料などの保管場所を１箇所に集約せ
ず分散させたいというニーズがあり、東日
本大震災以降は特に強くなっていきました。
こうした状況から、平成２０年に第２期集

団化計画として、津波の心配がなく地盤が
固い南国久礼田地区において流通団地開
発に着手。開発の提携先企業や行政との交
渉など、トラック団地の開発時以上に長年の
紆余曲折を経て、平成３１年に新たな共同
給油所を開設し、令和４年にようやく全ての
組合員施設が完成しました。新たな給油所
には、備蓄タンクを設置し、災害時における
燃料の安定供給にも備えています。
当組合では、第２期集団化事業を契機とし

てＢＣＰを策定しており、自然災害をはじめ、緊
急時における救援物資の運搬もライフライン
の一つであるトラック輸送の重要な使命であ
るため、今後は県や市町村との防災協定締結
についても推進していきたいと考えています。

困難な時代の波を乗り越え、
引き続き地域社会へ貢献
していくために

　トラック輸送業界は、新型コロナウイルス
の感染拡大による輸送量の減少に加え、燃
料価格の高騰を受けて、事業存続の危機に
つながりかねない厳しい状況にあります。業
界をあげて、適正な運賃と燃料サーチャー
ジへの理解を求めていますが、いまだに燃
料価格の高騰分について価格転嫁が進ま
ず、特にわれわれ中小運送事業者は収受で
きていないのが実態となっています。適正
運賃・料金収受の必要性について荷主をは
じめ、皆さまに周知を図り、国内物流の９割
以上を担うトラック輸送の安定した輸送力を
維持していきたいと考えています。
　社会経済活動を維持し、地域の活性化を図
るためには円滑な物流の確保は必要不可欠
です。運賃以外にも人材確保や労働環境の
整備など、運送業の抱える問題は山積してい
ますが、県内物流業界の一翼を担う組織とし
て、組合員及び組合役職員の全員が一丸とな
り、引き続き輸送コストの低減による経営基
盤の強化と物流の効率化を図り、より良いト
ラック輸送の実現と、地域社会への貢献を目
指した取り組みを進めてまいります。

上／共同給油所、下／高知県トラック団地会館

“トラック団地共同給油所”利便性の
高い２ヶ所のＳＳを完備しています

南国くれだ給油所

南国こごめ給油所

く ら し

ライフラインの一つ“物流”を担う
「トラック輸送」の主要基地として、
地域の生活と経済を支えています
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活用イメージ ※消費税は自己負担となります

例1

例2

インボイス制度に対応するため、
新たに会計ソフトとパソコンを
導入するケース

多様化する決済ニーズに対応する
ため、新たに決済ツールとタブレット
を導入するケース

導入内容 導入費用

I
T
ツ

ー

ル

会計ソフト導入
（導入関連費含む）

80万円

クラウド
利用費 20万円

小計 100万円

H
W パソコン 20万円

合計 120万円

導入内容 導入費用

I
T
ツ

ー

ル

決済ツール
導入

（導入関連費含む）
30万円

H
W タブレット 10万円

合計 40万円

補助対象経費 補助率　補助金額 自己負担額
（国補助金活用後）

66.7万円
※1
3/4 50万円 16.7万円

33.3万円 2/3 22.2万円 11.1万円

100万円 - 72.2万円 27.8万円

20万円 1/2 10万円 10万円

120万円 - 82.2万円 37.8万円

補助対象経費 補助率　補助金額 自己負担額
（国補助金活用後）

30万円 3/4 22.5万円 7.5万円

10万円 1/2 5万円 5万円

40万円 - 27.5万円 12.5万円

補助対象経費 補助率　補助金額 自己負担額
（県補助金活用後）

37.8万円 2/3
25.2万円
　　 ↓　　　
25万円

（補助上限）

12.8万円

37.8万円 - 25万円 12.8万円

補助対象経費 補助率　補助金額 自己負担額
（県補助金活用後）

12.5 万円 2/3 8.3万円 4.2万円

12.5 万円 - 8.3万円 4.2万円

補　  助  　額
ソフトウェア（会計・受発注・決済・EC） PC・タブレット等 レジ · 券売機等

50万円以下 50万円超～350万円 ～10万円 ～ 20万円

補　  助　  率 3/4 以内 2/3 以内 1/2以内

補助対象経費 ソフトウェア購入費、クラウド利用費（最大 2年分）、導入関連費、ハードウェア購入費

【参考】ＩＴ導入補助金デジタル化基盤導入枠（デジタル化基盤導入類型）

国IT導入補助金デジタル化基盤導入枠

国IT導入補助金デジタル化基盤導入枠

県インボイス対応IT導入補助金

県インボイス対応IT導入補助金

※1  補助金額50万円（補助対象経費66.7万円）までは補助率3/4以内

国補助金
82.2万円

国補助金
27.5万円

県補助金
25万円

県補助金
8.3万円

導入費用
120万円

導入費用
40万円

申請の流れ
国補助金の交付決定を受けた後、県補助金の交付申請を行ってください。

国補助金

県補助金

令和4年11月30日以降

補助金
交付申請

実績
報告

適格請求書発行事業者
登録申請

適格請求書発行事業者
登録通知書

交付
決定

確定
通知

実績
報告

+

補助金
交付申請

交付
決定

事
業
開
始

ＩＴ導入補助金（国補助金）を活用して、インボイス制度への対応や業務効率化のために
ＩＴツール等を導入する県内中小企業者の取組に対して、県が補助金を上乗せして支援します。
（活用例）

 国補助金と県補助金を併用することで、
は合割担負己自 1割ほどに！

補助制度概要

要　  　件

補助限度額

対 象 経 費

申請受付期間

ソフトウェア購入費、クラウド利用費、導入関連費
ハードウェア購入費（パソコン、タブレット、レジ、券売機　等）

令和５年２月７日（火）～ 令和５年１２月２８日（木）（予定）
※申請期限前であっても、予算額に達し次第終了となります。

補  助  率 国補助金の自己負担相当分の2/3以内

対象事業者 高知県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者

１事業者あたり25万円

以下の全ての要件を満たすこと
❶

❷

国補助金

県補助金

自己負担は

1割
ほど

インボイス制度に対応するため、
新たに会計ソフトとパソコンを導入

多様化する決済ニーズに対応するため、
新たに決済ツールとタブレットを導入

TEL
E-mail

【お問い合わせ先】

HP
088-845 -2512（8:30～17:00 土日祝除く）  
invoice-it@kbiz.or.jp  https://www.kbiz.or.jp/invoice-ithojo/

高知県中小企業団体中央会   高知県インボイス対応ＩＴ導入補助金事務局

自己負担額
4.2万円
（約11％）

自己負担額
12.8万円
（約11％）

令和４年11月30日以降に申請の締切を迎える国のIT導入補助金デジタル化
基盤導入枠（デジタル化基盤導入類型）を活用していること
令和４年11月30日以降に適格請求書（インボイス）発行事業者の登録申請を
行い、県補助金の実績報告までに適格請求書発行事業者登録が完了していること
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本事業の詳細につきまして、下記ＨＰをご覧ください。
【ものづくり補助金総合サイト】　https://portal.monodukuri-hojo.jp

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5F ものづくり補助金事業推進室
TEL：088-845-6222／088-845-8870

導入設備例

製造業　ＮＣ工作機械、検査・選別機、スライサー、洗浄機、充填機

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

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

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
中小企業の設備投資を応援します！

中小企業・小規模事業者（中小企業による共同体含む、業種不問）
NPO法人（一定の要件があります）、社会福祉法人

①通常枠
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。

②回復型賃上げ・雇用拡大枠
業況が厳しい事業者※が賃上げ・雇用拡大に取り組むための革新的な製品・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。
※前年度の事業年度の課税所得がゼロである事業者に限る。

③デジタル枠
DXに資する革新的な製品・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よる
生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援。

④グリーン枠
温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、革新的な製品・サービス開発又は
炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による
生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援。

⑤グローバル市場開拓枠
海外事業の拡大等を目的とした設備投資等を支援。海外市場開拓（JAPANブランド）類型では、
海外展開に係るブランディング・プロモーション等に係る経費も支援。

①・②・③：100万円～1,250万円　　④：100万円～4,000万円　　⑤：100万円～3,000万円
※補助上限額は従業員数に応じて異なります。

①・⑤：中小企業者１／２、小規模企業者・小規模事業者２／３　　②・③・④：２／３

大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例
補助事業終了後、３～５年で大幅な賃上げに取り組む事業者に対し、
上記枠の補助上限を100万円～1,000万円、更に上乗せ。（②などは除く）

令和5年4月19日（水）（通年公募）

補助対象者

概要

補助金額

補助率

その他

公募期間

　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9回公募中です。
　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、【緊急対策枠】が創設され、第8回公募より、「最低
賃金枠」の申請要件が緩和されています。（最賃売上高等減少要件の撤廃など）
　また、令和４年度第２次補正予算が成立し、第１０回公募（令和５年３月下旬開始予定）以降、成長分野への転換を図る事業者
の要件緩和、大胆な賃上げに取り組む場合に更なる補助率・補助金額の引上げ、市場規模が縮小する業種・業態からの転換、円
安を活かした国内回帰を図る事業者を支援する特別枠の創設など、大幅な見直し・拡充が行われます。
　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9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3月24日（金）18：00 まで　（第9回公募）

●補助事業の概要【通常枠】【緊急対策枠】
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屋町大おかみさん市を
開催します！

帯

ども食堂への寄付寄贈を行いましたこ

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

KUMIAI
information

ろ
2

壱
番
街
商
店
街
振
興
組
合

KUMIAI
information

い
1

高
知
県
遊
技
業
協
同
組
合

〒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。

　高知県遊技業協同組合（秋太海理事長）は、
去る令和4年12月23日（金）、高知市潮新町の
「コパン飯こども食堂」を訪れ、食堂運営資金5
万円の寄付並びにお菓子、飲料水など約200点
の寄贈を行いました。
　手渡されたお菓子や飲料水などは、12月25日（日）
にクリスマスプレゼントとして子どもたちに配られ、
当日「こども食堂」はたくさんの笑顔で溢れました。
　当組合では、長年にわたり県内の児童関連施
設にクリスマスプレゼント等を寄贈しており、今
後も子どもたちが集うさまざまな施設への寄贈
等を継続させていく予定です。

【日時】 2月12日（日）11：30～16：00 【場所】 壱番街商店街

　壱番街商店街振興組合（早川賢治理事長）では、
高知おかみさん会および高知県中小企業団体中央会
との共催で、「帯屋町大おかみさん市」を開催します。
　このイベントは、当商店街が毎週日曜日に開催してい
る「おかみさん市」と県内各地の女性団体がコラボレー
ションするものであり、東は安芸市、西は四万十市から
様 な々おかみさんたちが集まり物産品を販売します。
　物産品の販売以外にも、射的ゲームやダンスイベ
ントも開催予定です。
　たくさんのおかみさんたちの笑顔あふれる商店街へ
ぜひ遊びに来てください！

大切な従業員が病気やケガで働けなくなった場合のための所得補償制度を導入し、福利厚生を充実しませんか？

団体長期障害所得補償保険（GLTD）のご案内
　従業員の方が病気やケガで長期間働けなくなった場合、収入がゼロになるリスクがあります。そのリスクに備え、収入を補償する保険
が中央会の“団体長期障害所得補償保険（GLTD）”です。
　万が一の際のセーフティーネットを用意することで、全ての従業員が安心して働けるようになります。

　保険期間中に従業員がケガまたは病気によって就業障害となり、免責期間を超えてその状態が継続した場合に、保険金支払対象期
間（てん補期間）を限度に保険金をお支払いします。
　収入がゼロになった場合でも長期間の所得補償を得られることで、従業員の皆様が安心して療養に専念することができ、早期の職
場復帰に繋がります。

団体長期障害所得補償保険（GLTD）の概要

◆従業員の長期就業障害リスクをカバーします。
◆就業中のみならず、就業外でのケガ・病気も補償
します。
◆長期間の所得補償ができます。（最長65歳の誕
生日まで）
◆補償プランの設計に応じて、精神障害による休業
や親の介護休業等にも備えられます。
◆復職後でも、例えば短時間勤務等で復帰しフル
タイム就労時より収入が減少した場合は、所得の
減少割合に応じて保険金をお支払いします。
◆中央会のスケールメリット（団体割引）を活用する
ことで、保険料が割安になります。

保険の特徴

◆共済契約者（加入事業主）
高知県内に事業所を有する事業主で、本会の会員、または会員組合
の組合員企業等

◆被保険者
事業主（共済契約者）と雇用関係にあり、加入日現在において満15
歳以上満69歳以下の従業員
（健康保険の対象とならないパート、アルバイト等は除く）
（65歳以上の従業員の方のてん補期間は、補償プランにより異なります）

◆保険料
保険料は業種や加入方式、てん補期間、免責期間等の条件により異
なります。まずは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

ご加入の条件等

共済推進室からのお知らせ

ものづくり企業 IoT事例セミナー
開催案内

ものづくりの基盤技術強化を図る研修会開催案内
－令和４年度ものづくり担い手育成事業－

申込サイト

参加費
無料

お問い合わせ先 高知県中小企業団体中央会　共済推進室　担当：曽我部
880 ： LET ー845ー 880 ： XAF  0788 ー845ー2434

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
880 ： LET ー845ー 880 ： XAF  0788 ー845ー2434

●開催日時 令和５年３月８日（水）１４時００分～１６時３０分
●開催場所 オーテピア図書館　４階ホール（高知市追手筋２-１-１）

【研修概要】 本セミナーでは、IoT 技術（Raspberry Pi、Raspberry Pi Pico、LoRaモジュール）の活用事例の紹介及び
 講師と参加者との意見交換を通じて、県内ものづくり企業の生産性向上のための IoT 導入の促進を目指します。

【 講  師 】 高知工業高等専門学校 客員教授 今井一雅 氏
 高知職業能力開発短期大学校 外部講師 森山　博 氏
 株式会社クレアリンクテクノロジー 代表取締役 水原隆道 氏
 株式会社ＳＵＮ電装 営業部長 竹森勝利 氏　等

【募集人員】 ２０名
【申込締切】 令和５年２月２８日（火）
【申込方法】 下記記載の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。
【  Ｈ Ｐ  】 URL：https://forms.gle/uFCZMwMAC7scGSYF6
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令和４年度 第３回
ビジネスにつなげる「こうちＳＤＧｓ推進セミナー」

開催のご案内

お問い合わせ先
高知県産業振興推進部　計画推進課 （担当：安房田・前中・溝渕）
TEL：088-823-9049　E-mail：120801@ken.pref.kochi.lg.jp
ホームページ　https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/120801/sdgs-seminor-R4-3.html

参加費
無料

　高知県では、「第４期産業振興計画」の重点ポイントの１つとして、「ＳＤＧｓの広がりによる持続可能な地域社会づくり」を掲げ、県
内事業者によるＳＤＧｓの取り組みを推進しています。
　この取り組みの一環として、ＳＤＧｓに取り組むために知っておきたい知識や、自社の経営理念とＳＤＧｓのつながりなど、ＳＤＧｓをビジ
ネスに生かすためのセミナーを開催いたします。
　また、当日は、県内事業者によるＳＤＧｓに関する取り組みの事例発表やディスカッションも行います。
　多くの県内事業者の皆さまのご参加をお待ちしております。

開 催 概 要
日時 令和５年２月１４日（火）13：30～16：10　（受付13：00～）
会場 高知県立県民文化ホール　グリーンホール（高知市本町４丁目３-30）
 ※オンラインで同時配信いたします。お申し込みの際、受講方法（来場またはオンライン）をご指定ください。
 ※新型コロナウイルスの感染状況により、オンラインのみの開催とする場合があります。

次第

13：30～14：30 講演 「ＳＤＧｓ時代を生き抜く経営戦略 ～バングラデシュの創業精神に学ぶ～」
 株式会社フィールド・デザイン・ネットワークス　代表取締役　見山 謙一郎 氏

14：45～15：15 ＳＤＧｓ取り組み事例発表
 有限会社泉利昆布海産
 株式会社日東商事
 ニヨド印刷株式会社

15：15～15：45 講師と事例発表企業によるディスカッション
 ファシリテーター：環境省四国環境パートナーシップオフィス　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所長　常川 真由美 氏

15：45～15：50 高知県グリーンボンドの発行について

※15：50より「こうちＳＤＧｓ推進企業登録制度」登録証授与式を行います。

申込方法　 下記の特設ホームページより、お申し込みください。

特設ホームページ　 https://kochi-sdgs.jp
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　黒潮町自慢の4キロにわたる白い砂浜の続いた海
は、雄大な景色が広がっています。
　こういった景色を眺めるスポットは様々なところにあ
り、お気に入りの場所を見つけてもらうことができると思
います。
　ちなみにこの写真は、『道の駅 ビオス大方』付近に
あるスポット。
　黒潮町に来る際には、どこにあるのか是非見つけて
みてください！

白い砂浜と海！

地域おこし協力隊レポート⑭
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！
移住・協力隊に応募したきっかけ
協力隊着任前は、サッカー選手をしており、引退後は同クラブで指導者として

働いていました。
指導者に転向してからは、毎日休みなく朝から夜まで働く日 で々、家族との時間

もほとんど作れない状況下に、「これで良いのか。他に方法はないのか。」と思い、
自分でスポーツクラブを立ち上げることを考え始めました。
スポーツクラブ立ち上げにあたって、妻の地元でもある黒潮町に最適な環境

の「西南大規模公園」があり、黒潮町へ移住することを決めました。
ただ、十分な貯えがあったわけではなかったので、すぐの立ち上げはかなり厳し

い状況。なので、ある程度の収入源を確保した状態で副業から始めようと思って
いたところ、知人の紹介で地域おこし協力隊の制度を知ったことがきっかけです。

協力隊活動内容
「移住相談員」として活動しており、活動内容に
ついては、主に空き家バンクの運営や、移住を検討
されている方々の相談対応等を行っています。
黒潮町では、全国の多くの市町村と同様に、少子高齢化・過疎化・産業の衰

退などの問題を抱えており、活力ある元気な町づくりが急務となっています。
その中で、少子高齢化・人口減少に歯止めをかける対策の一つとして移住施

策を重点的に取り組んでおり、空き家を「資源」として捉えながら町内で増加を続
ける空き家を利活用し、移住を検討されている方や町内で転居を考えている方な
どの住宅支援と空き家の抑制に繋げています。

今後について
協力隊卒業後は、任期中に個人で立ち上げたスポーツクラブを法人化し、「総

合型スポーツクラブ」の創設をしたいと考えています。
地域・住民のニーズを的確に把握しながら、年代や志向にあったプログラムを

実施し、老若男女問わず生涯を通じて、“スポーツを楽しむ・スポーツで繋がる”クラ
ブ作りを目指し、形にしていけるように頑張ります！

黒潮町
神野 達朗

黒潮町で見つけたこじゃんとえいところ！黒潮町で見つけたこじゃんとえいところ！黒潮町で見つけたこじゃんとえいところ！黒潮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.262情報組合等活性化情報誌 Vol.262情報

神野 達朗
（ジンノ タツロウ）

1988年  1月19日生まれ
2010年  吉備国際大学スポーツ社会学科卒業
2011年  南国高知FC
2014年  アイゴッソ高知（南国高知FC 名称変更）
2016年  高知ユナイテッドSC
（アイゴッソ高知・高知Uトラスターが合併により名称変更）
2017年  高知ユナイテッドSC 
　　　　 ジュニアユースU-13担当コーチ
2020年  黒潮町 地域おこし協力隊 着任

家族で入野海岸第二日曜日に開催の海辺の日曜
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情報連絡員報告を
中心とした

2022年12月
(前年同月比)県内各業界別の動向

12月度の売上は順調であった。高知県内・県外共に増加(売上)した。食品用原材料の値上がりが続いており、また4月から電
力の値上げ要請がある等、経営環境は厳しいものがある。新型コロナウイルスの影響で外食用食材の需要が減少している。

コロナ等により巣篭り状態が増えたせいか、スーパー、量販店の売上は増加傾向のため、売上高も増加した。前年対比
116％アップ。新型コロナウイルスの影響としては、従業員等にも感染者、濃厚接触者が出たりして、社内業務にも影響が
出始めた。

全商品平均で前年比103％。省エネタイプエアコン好調。材料費の高騰により利益率が悪化した。

毎年12月の通行量調査を各商店街で2日間執行。忘年会などの予約は少人数グループが多かったようだ。2次会への流
れも未だ少ない状態。

行政各所が実施するキャンペーンの後押しにより、11月、12月の宿泊人数は2019年と同水準まで回復してきたが、
2023年1月以降の動きは鈍い。全国旅行支援が2023年も実施されることになったが、コロナ感染者の増加もあり、先々
の見通しは立たない。

景気はホテルリネンなどで回復してきたが、宴会需要やホーム全般も依然厳しく限定的。料金改定により売上増、収益状
況はわずかに好転した。リモートワークなどの行動変容が定着。節約志向が強まる可能性あり。

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。各種原材
料の値上げが続いており、販売価格への転嫁が大変な状況。

全般的に荷動きは鈍く、製材価格の先安感が強まっている。

感染症の影響以上に、原材料・エネルギー等の高騰が経営を圧迫した1年となった。年始早々に大幅な価格転嫁を打ち出
している大手家庭紙メーカーに期待している。

新型コロナウイルスの第8波や原材料の高騰・円安など一向に良い兆しが見えず、厳しい状態が続いており、先行きはわ
からない。なかなかコロナ前の状態には戻らない。売上の鈍い状態が続いている。

出荷量が増加する時期であるが、令和4年12月分は前年同月より減少した。

受注残の品が、備品等の入荷でまとまって出荷でき、昨年より大幅に売上を伸ばすことができた。また、3年ぶりに独自の
イベントも開催し、小売の売上も増え好結果である。

年末に従業員の感染者が若干増えた。

12月の取引額は前年同月比65％と、依然として低調であり、回復の兆しは見えない。

・昨年の年末商戦とくらべると、コロナ規制がないため回復傾向だが、公の宴席は少なく厳しい状況は続いている。・新型コロナウ
イルスと原材料高騰のため、経営が圧迫されている。・また、新型コロナウイルスの影響では売上減、従業員の欠員(感染又は濃厚
接触者として)、コロナの増加により小売店舗への来店が減っている等の影響も出ており、今後も売上減少が続くと思われる。

食品団地

青果卸売

電気機械器具小売

商店街（四万十市）

旅館・ホテル

クリーニング

テントシート

製材

製紙（家庭紙）

製紙（手すき和紙）

コンクリート製品

刃物製造

船舶製造

珊瑚装飾品製造

卸団地

商品仕入れ価格が上昇し売上は伸びているが収益にはつながっていない。カツオの入荷が減少し、高値になっている。ま
だまだ厳しい状態。

年末に新型コロナウイルス感染者数の増加に伴い、キャンセルが増えたり、人の出が少なくなったり… なかなか厳しい年
末となった。来年こそは落ち着いてくれたら… いつまで続くのか… 来年に期待するというよりも心配の声が多かった。

11月後半から販売台数が前年同月より減少傾向にあり、買替需要が低迷している。一部の車種が高値を維持はしている
ものの、相場全体が落ち着いているので、仕入れしやすい環境ではあるが、問合せや注文数が少ない。年度末に向けての
在庫確保等繁忙期に備えている。

中央公園地下駐車場　　売上前年比：104.8％　利用台数前年比：106.9％。16日から25日の間、中央公園で開催され
た「クリスマスマーケット」は若者やファミリー層で賑わった。反面、コロナ感染の拡大で忘年会の中止が目立った。

組合・全旅クーポン総合計の前年度同月対比73％。全国旅行支援が1月以降も開始されているが、各組合員の顧客単価、
売上は増加しておらず、顧客への割引手続き、全国旅行支援事務局への精算手続きが困難を極めている。

先月に続き、大きな変化は感じられず、人材不足が続いている。開発要員もそうだが、特にマネージメントができる人員が
足りてないと思われる。

昨年同期はコロナ禍の状況からやや持ち直したものの、その後値上げ、飲酒量の減少により出荷量の回復には至っていない。

丸太価格は全体に値下がりしてきたが、前月からは横ばい状況となっている。長級(3ｍ・4ｍ)によって差があり、特にヒノキ
4ｍの注文が入ってきており、年明けにはヒノキ価格が少し上向くのではないかと期待している状況。入荷量は12月23日
に高知市内周辺で大雪となり、一部山間部でも影響があったが、全体的には大きな影響は出ておらず、変わりない状況で
あり販売量は確保できている。新型コロナウイルス感染者が増加しており、現状木材価格への影響は少ないと思われる
が、先行きはわからない。

公共工事、民間とも仕事量が少ない。ウッドショックがまだ続いている。新型コロナウイルスに関しては、現場の人、建具を
作る人ともにコロナにかかった人が増えてきている。

売上については同等、設備操業度は低下。県内需要及び県外需要とも低調にて、先月までの若干の回復傾向は感じられ
なかった。

12月単月の出荷数量は、対前年比76.9％、4月からの累計は80.2％で地区的には前月及び前々月同様に高幡地区を除
き全県下で減少傾向が続いている。

様々な原材料コストの上昇が見られるなか、電力需要の大きい事業所では電力料高騰分の価格転嫁がうまくいかず、収益
を圧迫している。また、一部にコロナ禍による納期の遅れが継続している。新型コロナウイルスの影響に関しては、納期の
遅れは改善しつつあるも、相変わらず納入時期が不明な一部資材がある。

来年1月より補助金の上限を段階的に縮小することが決まった。毎月2円の縮小により5月には35円だった上限を25円ま
で縮小することが決まったが、12月22日現在15.6円の補助額となっており、上限25円を下回っているため仕切り・市況
価格への大きな変動はない見込みである。コロナやインフルエンザの感染が拡大しており、規制のない正月を迎えた後の
感染拡大が不安である。また、感染の拡大による販売数量の落ち込みが心配。

年末恒例の歳末大売出しを実施。参加店舗の減少が気がかりである。

本月は業界の繁盛期だがコロナ感染者が増加、団体の消費は落ち込んだが県外客や個人消費は比較的好調だった。
前年同月比と売上は同程度だが光熱費や仕入れ価格が高騰しているため収益は悪化、波状的な原材料の値上げに価
格転嫁が追い付かない。コロナ禍以前の同月との比較では7、8割と依然厳しい。業態により経営環境に大きな差があ
り、収益にも反映されている。今後、業界の規模が縮小すると思われる。感染者数の減少に伴い集客数は回復基調だ
が長引くコロナ禍で業界は疲弊している。縮小した事業規模を回復させるために設備投資や雇用等の助成や補助が
必要。

令和4年12月分の公共土木用生コン出荷量は、前月比100.0％、前年同月比74.9％。令和4年4月から令和4年12月計
においては前年累計対比92.6％。12月の工事請負金額は前年当月比で87.0％、前年対比累計金額では87.7％。令和4
年12月末時点の前年対比累計請負金額は、国：94.9％、高知県：同累計71.4％、市町村：同累計83.6％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。共販率の引き上げに苦慮している。1月1日契約分以降の生コンクリート
価格引き上げについては、高知市内はようやく足並みがそろった感がある。その他の地区については、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107.7％とほぼ前年並みとなった。

原油価格は若干落ち着いているが、円安等の影響、補助金の縮小により国内での軽油価格は高止まりしている。荷動きも
鈍く、前年同等もしくは若干減少した様に感じられる。燃料だけでなくその他資材も高騰しており経営を圧迫している。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。荷動きが戻らなければ収益が落ち、経営を圧迫する。

実働1日1車当りの前年同月比営業収入：106.7％、輸送回数：103.1％、実働率は53.0％。前月以後情勢に変わりない。
運転者不足に苦慮している。

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）

旅行業

ＩＴ事業

酒類製造

木製品素材生産

建具

印刷

生コンクリート製造

機械団地

ガソリンスタンド

商店街（安芸市）

飲食店

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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売　上　高
収益の状況
業界の景況

5.9

▲14.7
▲20.6
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