
協定締結後の状況と今後の展開

令和５年３月
大分県 商工観光労働部
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物価指数の推移
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価格転嫁の円滑化に関する協定（令和5年2月17日）

（目 的）
成長と分配の好循環を生み出すべく、中小企業・小規模事業者における賃上げを実現するため、相互に連携及び協力を

行い、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇分を適切に価格転嫁することについての気運を醸成することにより、サプ
ライチェーン全体での共存共栄、付加価値の向上を図り、もって県内中小企業・小規模事業者の稼げる力を高めることを目
的とする。

（内 容）
（１）価格転嫁の状況に関する情報収集と発信

① 県内企業への聞き取り調査等を通じた情報収集 ② 情報収集の結果の共有と発信
（２）価格転嫁の円滑化に関する支援情報等の周知

① 価格転嫁の円滑化に関する支援情報等の共有 ② ウェブサイト、講習会・セミナー等を活用した県内企業への周知
（３）パートナーシップ構築宣言の促進

① 県内企業への周知を通じた認知度の向上 ② 宣言企業に対する支援策の検討

（参加機関・団体）
大分県
国の地方機関：九州経済産業局、九州運輸局、大分労働局
経済団体：大分県経営者協会、大分県商工会議所連合会、

大分県商工会連合会、大分県中小企業団体中央会、
大分経済同友会、大分県中小企業家同友会、大分県トラック協会

労働組合：日本労働組合総連合会大分県連合会
金融機関：大分県銀行協会
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協定 メディアの反響

（テレビ）

2/17 ＮＨＫ 「適切な価格転嫁めざす 県や経済団体・労働組合が協定」
ＴＯＳ 「全国で２例目 価格転嫁で賃上げ実現へ１３団体が協定締結」

2/22 ＯＢＳ 「「痛いですよ…もう体力の限界」出口が見えない原材料費の高騰
中小企業の不安と葛藤いつまで」

3/21 ＴＯＳ 「物流が止まる日 燃料代高騰も値上げ交渉は難航…苦境の運送業どう守る」
→YouTube視聴回数5.5万回（3/27時点）

（新聞）

2/28  物流ニッポン１面 「大分ト協 価格転嫁円滑化へ協定」

3/7 大分合同新聞 「中小の価格転嫁 円滑に」
労働新聞 「価格転嫁促進へ協定 物流業界の賃金引上げを 大分県」

3/17 大分合同新聞 「価格転嫁へ連携重要」（連合大分石本会長インタビュー）

4



ホームページ等での周知

県HP
詳しくは→
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ホームページ等での周知
大分県オリジナルちらしも作成
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パートナーシップ構築宣言の状況

7※ 各県の宣言率は中小企業白書の企業数をもとに大分県が計算

市町村別まとめ
大分市 106
別府市 25
中津市 58
日田市 21
佐伯市 13
臼杵市 10
津久見市 6
竹田市 5
豊後高田市 5
杵築市 7
宇佐市 17
豊後大野市 15
由布市 5
国東市 5
姫島村 0
日出町 6
九重町 3
玖珠町 4
計 311

宣言企業数
2023.3.27現在

企業数
2016

宣言率

福岡 705 135,389 0.52%
佐賀 124 24,459 0.51%
長崎 160 41,846 0.38%
熊本 229 47,877 0.48%
大分 311 34,752 0.89%
宮崎 139 34,855 0.40%
鹿児島 149 49,970 0.30%
沖縄 152 47,168 0.32%

パートナーシップ構築宣言県内企業数（R5.3.27)

業種 企業数
運輸業、郵便業 108
製造業 62
建設業 35
その他サービス業 30
小売業 29
医療、福祉 12
宿泊業、飲食サービス業 12
生活関連サービス業、娯楽業 8
卸売業 5
電気・ガス・熱供給・水道業 4
情報通信業 3
農業、林業 3
総計 311

業種別まとめ



パートナーシップ構築宣言企業への県補助金加点措置
加点を予定する補助金例 ※名称や内容はR４年度のものとなりますのでご注意ください。

経営革新加速化支援事業費補助金
経営革新計画の承認を受けた中小企業・小規模事業者が、計
画に従って実施する事業の経費の一部を補助

【対象事業】 ①販路開拓事業
②商品等改良事業
③生産性向上事業
④シェアリングエコノミー推進事業

【補助率等】 一般枠１/２ 上限額150万円
小規模事業者枠２/３ 上限額100万円

【担当課】 経営創造・金融課

地域牽引企業創出事業
優れた経営基盤を活かし、５年以内に雇用人数30人以上
又は付加価値額１億円以上増加させる中期経営計画の認
定を受けた地場中小企業の事業経費の一部を補助

【対象経費・補助率】
・組織力強化事業費 ２/３
・競争力強化事業費 １/２
・機械等設備（建物除）１/２

【上限額】 5,000万円

【担当課】 経営創造・金融課

先端技術挑戦プロジェクト加速化事業費補助金
IoT、AI、ビッグデータ、ロボット等の先端技術を活用し、地域課
題の解決を図るプロジェクトの認定を受けた事業の経費の一部を
補助

【補助率等】 一般枠１/２ 上限額1,000万円

【担当課】 先端技術挑戦課
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アバター戦略推進加速化事業
遠隔操作ロボット「アバター」に関連した製品や、アバターを活
用したサービスの創出につながるプロジェクト実施に必要な経費
の一部を補助

【補助率等】 一般枠１/２ 上限額1,500万円

【担当課】 先端技術挑戦課

※その他の加点実施補助金を含め、公募が始まりましたら価格転嫁の円滑化推進のHPでもお知らせしていきます。→
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企業の声（特徴的なもの）
大分県 500社企業訪問調査より

業種

運輸 ○ 自社のトラックドライバーにはアイドリングストップの徹底等、基本的な行動を再周知し励行させた。
そのうえで、一部荷主へ燃料サーチャージの導入を依頼し承認を得た。

○ 中小は単独では中々値上げが出来ないのが現状で、大手の値上げに合わせて値上げをさせても
らった。

○ 機械化・省力化推進による生産性向上、新規仕入れ先の追加による競合効果による仕入れ価
格低減などの取組を行ったうえで、大手商品値上げに合わせて値上げ実施。

○
地道な生産性向上の努力を続けており、そのことを取引先にしっかり説明したうえで価格転嫁を
認めてもらった。納入業者に対しても、よく話を聞いたうえで、生産性向上の余地があればアドバイ
スしている。

卸売 × すぐに価格転嫁できない部分もあり、同業他社の動きを見ながら判断している。

小売 ○ 原材料価格の高騰などは影響があるが、消費者も値上げは許容する空気になっていると思う。

価格転嫁の状況

製造

中企庁 価格交渉促進月間（2022年9月）フォローアップ調査の結果について より
業種 下請Gメンヒアリング等による生声

卸売 値上げの理由と額について事細かにデータを求められている。

電気・情報
通信機器

リピート品でも使用に多少の違いがあるので、発注の都度、前回との差異を毎回見積りで明らかに
するようにしている。

化学 取引先からは複数回にわたって詳細な資料を要求され、夏に価格改定されたが、要求の半分程
度の値上げしか認められなかった。

自動車・
自動車部品

交渉は厳しいが、根拠となる詳細な資料を提示して、協議を行った結果、自社の主張の理解を得
ることができ、100％要求が認められ、2022年秋からの値上げとなった。



価格交渉支援ツール（埼玉県作成）

埼玉県価格交渉支援ツールのダウンロードは以下のサイトから可能です。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/library-info/kakakukoushoutool.html 10

【出所】 埼玉県ホームページ



価格交渉支援ツール（埼玉県作成）
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価格交渉支援ツール（埼玉県作成）
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最低賃金を引き上げる企業への支援

＜対象事業者＞
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が

30円以内の中小事業者
例）最低賃金が860円の企業の場合

860円－854円＝6円なので対象

＜対象経費＞
・生産性を向上させる設備投資や人材育成の取組

※直近３ヶ月の売上高が15％以上減少している場合は、
定員７人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用
自動車や貨物自動車、パソコン、タブレットなども対象

＜助成率＞
・当該企業の最低賃金額に応じて４/５又は9/10

＜上限額＞
・引上げ金額や労働者数、事業場規模に応じて

30～600万円

＜問い合わせ先＞
業務改善助成金コールセンター 0120-366-440

＜申請窓口＞
大分労働局雇用環境・均等室

【国】 業務改善助成金 【県】 物価高騰対応業務改善奨励金

＜対象事業者＞
・国の業務改善助成金交付決定者

＜支給率＞
・対象経費から国助成金を差引いた額の１／２

＜上限額＞
・引上げ金額や労働者数、事業場規模に応じて

3.8～75万円

＜問い合わせ先・申請窓口＞
大分県雇用労働政策課
097-506-3354・3353

県独自の上乗せで自己負担を最小化！
1/10又は1/20

13

Ｒ5年度も継続予定

＜社会保険労務士等への報酬費用分＞
10/10  10万円上限

申請事務の負担軽減！
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2023年春 500社企業訪問調査

【実施期間】 ４月～６月

【ヒアリング内容】
景況感
DXの取組状況
設備投資計画
雇用人員状況、働き方改革の取組
事業承継の必要性
経営上の課題

○価格転嫁の実施状況、できた理由、できなかった理由
同業者・消費者の雰囲気、詳細なデータ…

○賃上げの実施状況、賃上げのために必要なこと
価格転嫁、設備投資、従業員教育、年収の壁…
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