2020

№791

毎月１回 25 日発行

11

西宮商工会議所報
図鑑
品
西宮逸
五味のバランスを整えた

第 16 回

究極の調味料が好評

「めぐみの雫」（中国料理

ぴーまん

青椒）

CONTENTS

્ૐ⋇ IHDWXUH
「税務に関するかかりつけ医」として、
顧問先の目線に立って経営課題の解決に挑む

税理士法人 長沼税務会計事務所
્ૐ⋈ IHDWXUH

特集 feature
税理士法人 長沼税務会計事務所 ……………… P１〜２
新型コロナウイルス関連支援策
【2020.10.15 時点】………… P３〜４
専門家 Q & A ………………………………………………… P５
Monthly あ・ら・かると ……………………………… P６
INFORMATION ………………………………… P７〜 10
がんばってます ………………………………………… P11
ジェイ・エム東大阪／中島 PR

新型コロナウイルス関連支援策

【2020.10.15 時点】

福おんな通信 女性会の活動 ………………………… P12
Blue Navi 青年部からのご案内 ……………………… P13
西宮逸品図鑑 …………………………………………… P14
めぐみの雫（中国料理青椒）

Feature

特 集 税理士法人 長沼税務会計事務所

「税務に関するかかりつけ医」として、
顧問先の目線に立って経営課題の解決に挑む

長沼隆弘 代表。半世紀にわたる活動によって築かれた信頼の輪を継承し、「お客様の立場での提案を心掛けている」。

半世紀にわたり税務を通じて
地元企業の繁栄を支援
税理士法人 長沼税務会計事務所は、阪急・西宮北口
駅前にて半世紀以上にわたって活動を続けている税理

人だからこその数字だ。西宮商工会議所との関係も深
く、税務をはじめとして経営や経理に関わる助言を通
じて、地元企業の繁栄に貢献してきた。
事務所の特長について、代表の長沼隆弘氏は「情報
力と組織力」を第一に挙げている。

士法人である。顧問先は西宮市や宝塚市、芦屋市の周

「当事務所は、多種多様な業種業態のお客様との良好

辺にとどまらず、大阪や京都、神戸、遠くは東京、岡

な関係を通じて、20名以上の職員が日々、税務や経営、

山にも顧客先を有しており、その数は 700軒以上（う

経理に関する豊富な情報に接しています。しかも、職

ち法人は約 400 社）に及ぶ。その多くは既存の顧問先

員の平均勤続年数が約 15 年と長く、お客様の経営に

企業の紹介によるものであり、頼りにされる税理士法

精通した職員が実務を担当しています。こうして蓄積
している知見は、毎月の全体会議などで共有化を図っ
ており、お客様のお困りごとに対して迅速かつ適切な
助言を行うことできます。いわば事務所全体でお客様
をサポートする体制を構築し、持続的成長の支援に努
めているのです」

会計業務のプロとして企業経営に役立つ
税理士法人を追求
事務所内の執務風景。3 チームの体制で
お客様の経営を支えている。
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同事務所は「税務に関するかかりつけ医」として、イ
ンフォームドコンセント（十分な説明と同意）に基づく

対話を重視したサービスの提供に努めている点も、顧
問先の厚い信頼を得ている理由の一つだ。

相続案件に関して 500件以上の申告実績

同事務所が「巡回」と呼んでいる月次監査では、経営

「税務に関するかかりつけ医」の立場として、企業経

者との面談を実施し、試算表や税務対策に関する説明

営における税務に加えて、経営者個人の資産に関わる

を行っている。
「西日本で一番遠いお客様は、三重県に

税務に関しても、同事務所は積極的に取り組んでいる。

ある旅館様で、毎月お伺いしています。調査の際は、

これに関して、長沼代表は、
「従来、節税や相続、事業

泊まりがけで巡回させていただき、社長様との面談を

承継などに関するご相談を多数いただいております。

行っている」とのことだ。

相続の案件に関してはこれまでに年間 30件を超える

「加えて、お客様の申告時期に実施している決算報告

申告実績があります。必要に応じて顧問弁護士や司法

会では、決算報告書に加えて、キャッシュフロー計算

書士などの先生方と連携し、お客様の大切な資産をお

書や経営分析、固定資産時価リスト、保険管理台帳な

守りしています」と語っている。

どの「戦略商品群」と呼ぶ決算参考資料を提供すること

ここ数年は、同事務所は業務における ICT（情報通

で、経営の状況を把握できる仕組みを構築している。

信技術）の活用にも積極的に取り組んできた。顧問先

こうした資料を活用することで、税務対策はもちろん

に会計ソフトの利用を促す一方、事務所の連絡業務で

のこと、金融機関との交渉においても強力なツールと

通信アプリなどを導入するなどして業務の効率化、省

なる。
「先々の資金繰りをいち早く把握でき、借り換え

力化を図っている。

の有無などを正確に知ることができるため、お客様か
らたいへん重宝されている」という。

「税理士法人においてはコンピュータシステムの利用
促進は重要課題です。今後普及している AI（人工知能）

また、新規の顧問先に対しては初期指導を綿密に行

についても大いに関心があります。それによって業務

う点も、同事務所の強みといえる。この中では、計算

の効率化、自動化を図る一方で、税理士だからこそ提

書類の保存状況を確認するほか、証憑書類の記載指導、

供できる専門的な知見を通じて、変革の時代における

資産および債務の確認、経常取引の把握などを行う。

付加価値を提供できる税理士法人をめざしていきたい

これによって経理業務の適正化を図るとともに、税務

と考えています」

における問題の回避を図ることができる。しかもコー
ポレート・ガバナンスの強化という点でも有効な取り
組みといえる。
長沼代表は「お客様の課題を解決することが当事務
所の使命。企業経営とは専門家同士の分業であるとい
う基本方針のもと、私たちは税務のプロとしてお客様
を支えていきたい」と述べている。この半年間につい
ては、新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、
持続化給付金などの申請に関する相談に応じるなど、
経営のサポートに徹する税理士法人としての務めを果
たしている。

■会社概要

■事業所名：税理士法人

相続対策についてま
と め た 共 著 書。 も し
もの事態に備えた対
応策をわかりやすく
まとめている。

長沼税務会計事務所

■代表：代表取締役：長沼

隆弘

■設立：1969年（昭和44年）
■本社所在地：西宮市甲風園1丁目5－7 西宮北口東洋ビル4階
■代表電話：0798-67-1361（フリーダイヤル：0120-016-045）
■職員数：25名
■事業内容：税務顧問をはじめ、確定申告から税務調査の立ち会いに至るまで各種税務に関する業務全般
■ホームページ：http://www.naganuma.com
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新型コロナウイルス関連支援策

【2020.10.15 時点】

Go To キャンペーン
Go To キャンペーン事業について
新型コロナウイルスの影響を受けた地域を再活性化するため、甚大な影響を
受けている観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテイメント業などを対
象とし、期間を限定した官民一体型の需要喚起キャンペーンを講じるものです。

① Go To トラベル事業
概要：失われた旅行需要の回復や旅行中における地域の観光関連消費の喚起を図るとともに、ウィズ
コロナの時代における「安全で安心な旅のスタイル」を普及・定着させるキャンペーン
内容：国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の 35% を割引（7 月 22 日から開始）
宿泊・日帰り旅行代金の 15% 相当分の旅行先で使える地域共通クーポンを付与（10 月１日か
ら開始）国の支援額（旅行代金割引＋地域共通クーポン）は、１人１泊あたり２万円が上限（日帰
り旅行は、１万円が上限）連泊制限や利用回数の制限なし
事業者向け問合せ先：
GoTo トラベル事務局 TEL 0570-017-345 （受付 10：00 ～ 19：00）
https://biz.goto.jata-net.or.jp/
② Go To Eat 事業
概要：新型コロナウイルス感染症の拡散による、観光需要の低迷や外出自粛等の影響により、被害を
受けている飲食業を対象とするキャンペーン
内容：≪食事券≫登録飲食店で使える 25% のプレミアム付食事券（1 冊 10,000 円）を販売（使用期間：
10 月 29 日～令和 3 年 3 月 31 日）
≪オンライン飲食予約≫
オンライン飲食予約サイト経由で、キャンペーン期間中に予約・来店をしたお客様に対し、次
回以降にキャンペーン参加飲食店で利用できるポイントを付与（昼食時間帯：500 円、夕食時
間帯：1,000 円、ポイント付与期間：令和 3 年 1 月末まで、ポイント利用期間：令和 3 年 3 月
末まで）
事業者向け問合せ先：
≪ Go To Eat キャンペーン≫
Go To Eat キャンペーンコールセンター

TEL 0570-029-200 （受付 10：00 ～ 17：00）

≪食事券≫
Go To Eat ひょうごキャンペーン事務局
TEL 078-371-2841（受付 10：00 ～ 17：00）
https://gotoeat-hyogo.com

3

Report ◆ 2020 November ◆ 西宮商工会議所

Feature
特

集

③ Go To イベント事業
概要：新型コロナウイルスの感染拡大によって甚大な影響を受けた産業のひとつであるイベント・エ
ンターテインメント業に向けて、チケット販売またはクーポン発行による需要喚起と地域の再
活性化を図るキャンペーン
内容：A
B

チケット代金２割引（チケット代の２割相当分を割引支援）
会場等で使えるクーポン（チケット代の２割相当分の会場等での物販等で利用できるクーポン
を付与）

2020年 10月中旬

チケット販売事業者公募開始

2020年 10月下旬

イベント主催者公募開始

https://www.gotoevent.jp
④ Go To 商店街事業
概要：商店街がイベント等を実施することにより、周辺地域で暮らす消費者や生産者等が「地元」
や「商店街」の良さを再認識するきっかけとなる取組を支援するキャンペーン
内容：先行募集

10 月２日～ 10 月 30 日

通常募集
▼

概要

←概要

10 月 30 日～（予定）

https://www.meti.go.jp/covid-19/goto-shoutengai/index.html
▼

事業者向け

https://gotoentry.meti.go.jp/

←事業者
向け

Go To 商店街事務局
TEL 0120-304-060 （受付 10：00 ～ 18：00）

「令和２年度補正予算

小規模事業者持続化補助金」＜コロナ特別対応型＞について

「令和２年度補正予算

小規模事業者持続化補助金」＜コロナ特別対応型＞の第５回受付締切が新設さ

れました。新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、地道な販路開拓等に
取り組む費用の一部を補助する制度です。
締切は 2020年 12月 10日（木）必着となりこの第５回が最終回となります。
それに伴い、小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞「申請書作成」個別相談会を下記の要領
にて開催いたします。
開催日時：2020年 11月 26日（木）
、11 月 30日（月）～ 12 月３日（木）
時間は各日とも 10：00 ～ 11：30、13：00 ～ 14：30、15：00 ～ 16：30
相談会場：西宮商工会館（西宮市櫨塚町 2-20）
専 門 家：経営計画の作成に精通した中小企業診断士
問合せ先：西宮商工会議所
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大石、池田

TEL：0798-33-1258
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Q &A

専門家 Q & A
事業承継を考えるにあたって

Q

長年、株式会社を経営しておりますが、そろ

株式会社（有限会社も同様）であれば、株式（経営権）

そろ代表取締役を退き、長男を次期代表取締役

についても次期代表取締役に集中させるべきですが、

にしたいと考えています。代表取締役を変更するにあ

代表取締役交代時にあわせて全て譲渡を行うのか、段

たって注意すべきことは何でしょうか？

階的に行うのかどうかなど、ご自身がいつまで経営に
関与するかも含めて検討が必要と考えられます。また、

代表取締役の変更については、会社の機関構

適切に株式価値を算定しなければ思わぬ課税が生じる

成により方法が異なります。取締役会設置会社

こともあります。その他、個人所有の経営資産がある

においては取締役会にて選定することを要し、その他

場合には、その承継についても検討が必要となります

の会社では次の方法によるものとなります。

が、長男以外に推定相続人が存在する場合には、遺留

A

①株主総会決議

分を侵害するような承継では、後に推定相続人間で紛

②取締役による互選

争が生じるおそれもあるため、慎重に検討すべきと考

③定款において直接定める

えます。遺言書を活用する際には、推定相続人の遺留

しかし、一般的な中小企業における事業承継につい

分のみならず感情面にも配慮した遺産の分配が望まし

ては、手続き以外にも重要なことは数多くあります。

いといえます。

株主総会の開催について

Q

新型コロナ感染症対策を検討している中で、
株主総会の決議の省略という方法があると聞き

ましたが、具体的にはどのようなものでしょうか？

を明記した提案書を株主宛に送付し、同意書に署名押
印を求める方法が多いかと考えます。同意の意思表示
は電磁的記録によるものも認められるためメールでも
良いことになりますが、その際は保存方法に注意が必

A

株主総会のみなし決議（又は書面決議）とよ

要となります。PDF への電子署名なども有効であり、

ばれるものであり、取締役又は株主が株主総会

会社の実情にあわせた方法を検討してください。なお、

の目的として提案した事項に対して、当該提案につい

この場合であっても、株主総会議事録の作成は必須で

て議決権を有する株主の【全員】が書面又は電磁的記録

あり、同意書又は電磁的記録も本店において 10年間

により同意の意思表示をしたとき、当該提案を可決す

保管する義務があります。取締役会設置会社において、

る旨の株主総会の決議があったものとされます。一般

取締役会のみなし決議を行うためには、事前に定款の

的には、通常の招集通知と同様、目的事項及び株主全

定めが必要であり、監査役が異議を述べていないこと

員の同意がある場合は現実の株主総会を開催しない旨

も必要となりますので、ご注意ください。
兵庫県司法書士会
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阪神支部

Ｍonthly

Monthly あ・ら・かると
令和２年度新入社員フォローアップ研修開催
９月 17 日・18日に西宮地区雇用対策協議会の主催
で、本年度の新入社員を対象としたフォローアップ研
修が開催され、21事業所から 50名の参加があった。
今年は新型コロナウイルスの影響で新入社員研修が
中止になったため新入社員の皆さんにとっては初めて
の合同研修であり、ウィズコロナ時代に対応したビジ
ネスマナーやコミュニケーションスキルなどを学んだ。
お互いに距離を取りながらも積極的にコミュニケー
ションを取ることを意識したプログラムで参加者にも
多くの気づきがあったことが受講者アンケートからも

（会員企業㈱オフィスアン）武庫川女子大生
が月経に関するアンケート調査に協力
西宮商工会議所では包括連携協定を結んでいる武庫
川女子大学と様々な産学連携の取組を行っている。こ
のたび会員企業である株式会社オフィスアン（業種：
装花業、代表取締役：清水ゆかり）が、西宮市に本部
をおく武庫川女子大学の学生を対象に、月経に関する
アンケート調査を実施した。清水代表は「多くの女性
が月経に悩んでおり、その悩みを解決する商品を開発
したい」という思いをかねてから持っていたところ、
今今回の取組で武庫川女子大学経営学部の高橋教授の
マーケティング授業履修学生を対象に、2020 年８月

窺われる。この研修で学んだことを各企業での業務に

末に『月経に関するアンケート』を実施した。夏期休暇

生かし活躍されることが期待されます。

中にも関わらず約１週間で 123 名もの学生から回答を
得た。アンケートでは生理痛や使用している生理用品、
経血漏れ対策など人前では話しにくい質問を行い、生
理についての悩みは約５割強の学生が、経血の漏れは
約８割もの学生が実感していることがわかり、月経の
悩みを解決するビジネスには大きな可能性があること
がわかった。調査結果は月経の悩みを解決する新商品
の開発に活かし、学生には試作品のモニターなどに協
力してもらうことを考えるとのこと。高橋教授は「約
１万人の女性が学んでおり、若い女性をターゲットと
する調査や商品開発があれば協力したい」と話した。
生理について悩みは
ありますか（必須）

経血が漏れることが
ありますか（必須）

123 件の回答

123 件の回答

22.8％

45.5％
66.7％

54.5％

●生理について悩みはある
●生理について悩みは特にない
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10.6％

●よく漏れる ●たまに漏れる
●漏れの心配はない
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西宮商工会議所からのお知らせ
西宮商工会議所 創業支援事業のご案内
西宮商工会議所では起業を目指す方や起業間もない方に向けた様々なサポートを行っています。今年は 11 月より
起業塾がスタート！ぜひご参加ください！

【2020年

西宮起業塾】

西宮市内に在住、または西宮市内で起業を目指す方を対象に、全 2 日間で起業のノウハウを学ぶ「起業塾」を開催
します。今年は参加形式をオフライン（会場）とオンライン（ZOOM）のどちらかの方法からお選びいただけます。
オフライン：令和２年 11月７日（土）
・ 21日（土）

オンライン：令和２年 11月 11日（水）・ 18日（水）
13：00 〜 17：00

10：00 〜 16：00

参加方法：ZOOM での参加

開催場所：西宮商工会議所

⇒スマホやパソコンがあれば、いつでもどこから

（西宮市櫨塚町 2-20）

でもお気軽にご参加いただけます。

⇒座学に加え、オリエンテーションを行います。
講師や他の参加者ともご交流いただけます。

※カリキュラムの詳細は西宮商工会議所のホームページ、今月号同封の案内チラシをご覧ください

講

師：吉住

対

象：起業に関心のある方、起業後間もない方（概ね５年以内） 等

裕子 氏（有限会社未来教育設計

代表）

定

員：オフライン：15名／オンライン：15名

参加費無料

※先着順です

申込方法：西宮商工会議所のホームページよりお申込みください

※窓口でのお申込も受付けております

起業塾終了後は…？ 集合セミナー受講後は、個別のニーズ・課題・段階に合わせたサポートをいたします！
【専門家の無料派遣】
あなたの必要と段階に応じて、商工会議所から各分野のプロを派遣します。マーケティング・宣伝活動・
インターネット活用・法知識など、事業経営に不可欠なノウハウを無料で直接学ぶことができます。
【経営ステップアップ塾】
テーマ別少人数制のワークショップです（全３コース、各３回）。テーマを絞ることで特定課題の解決を目
指します。※今年度の開催テーマは未定です
その他にも…
起業時にご活用いただける助成金の申請や創業融資の申込に関するご相談等もしていただけます。いつで
もお気軽にご相談下さい！
問合せ先：西宮商工会議所
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担当：森川

TEL 0798-33-1257

Information

西宮商工会議所からのお知らせ
武庫女学生が逸品推薦する「ソーシャルギフト事業」スタート

武庫川女子大学の学生と一緒に「西宮のギフト商品」を作りたい事業所大募集中！
西宮商工会議所では、この度メールや SNS で贈り物ができるソーシャルギフトサービスを展開している株式会社
ギフトパッド（西宮市南越木岩町）と連携し、西宮市内のギフト商品を取り扱うネット通販サービスを構築するプロ
ジェクトを始動しました。
このプロジェクトはウィズコロナの生活様式に合わせた非対面ビジネスなどの事業展開のサポートを目指してお
り、これまでネット通販に取り組めなかった事業所に対する支援も行います。
○コロナでテイクアウトを始めたが、今度は地方発送にも取り組みたい
○若い学生のアイデアを取り入れて商品開発を行いたい
○新たに販路開拓して売上拡大を目指したい
上記のような方を対象に、武庫川女子大学の学生と共に商品開発～販売までお手伝いします。

《事業スキーム》

西宮商工会議所、武庫川女子大学
商品開発支援

提携

プロモーション
受取り手

ギフト贈呈

購入者 ︵贈り手︶

ＰＯＰ

︵宿泊・観光施設︑交通機関等︶

担当：荒木

販売チャネル

地域振興課

販売サイト

8

ギフトパッド

商品登録

生産者 ︵メーカー・飲食店等︶

問合せ先：西宮商工会議所

販売登録支援

TEL：0798-33-1258 ／ mail：araki@n-cci.or.jp

西宮商工会議所
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西宮商工会議所からのお知らせ
ウィズコロナ時代の人材採用対策セミナー＆個別フォロー

参加費無料

新型コロナウイルスの影響で採用市場は大きく様変わりしていますが、中小企業にとっては実は優秀な人材を獲得す
るチャンス到来という見方もあります。また、急激に浸透する「オンライン面接」の導入も今後避けては通れません。
オンライン面接のノウハウを含め、感染症対策と業務効率化を両立しながら優秀な人材を確保する方法を人事のプロ
が伝授します！
主

催：西宮商工会議所（令和 2年度労働環境対策事業）

日

時：令和２年 11月 25日（金）14：00 ～ 16：00（希望者には、別日程で個別フォローあり）

場

所：西宮商工会議所 別館 3階中会議室（西宮市櫨塚町 2-20）

講

師：株式会社サンクスパートナー 代表取締役 中尾 博 氏

ZOOM によるオンライン受講も可能です
定

員：40名（申込先着順）

問合せ先：西宮商工会議所 経営支援課 池田 TEL 0798-33-1257 FAX 0798-33-3288

新型コロナウイルスに関する西宮北部地域出張経営相談室

相談無料

予約優先

今般の新型コロナウイルス感染症の広がりにより、影響を受けているまたは、その恐れがある事業者を対象に無料で
相談に応じます。お気軽にお越しください。
日
時：令和２年 11月 18日（水）13：00 ～ 16：00（相談時間：１社 30分まで）
場
所：生瀬市民館 １階 会議室Ｃ （西宮市生瀬町２-20-22）
主
催：西宮市・西宮商工会議所
申込方法：ご希望の方は、TEL もしくは、下記申込書にご記入の上、FAX でお申し込みください。
問合せ先：西宮商工会議所 経営支援課 担当：金谷（カナヤ） TEL 0798-33-1257
※新型コロナウイルスに伴う感染予防対策のため、咳エチケットや頻繁な手洗いなどに心がけていただくととも
に、体調に不安のある方は参加を控えて下さいますようお願いします。また、相談担当者はマスクを着用し対
応させていただきますので、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

個人事業税の納税について
個人事業税は、所得税、住民税とは別に個人で事業を行う方にか
かる税です。
第２期分の納期限は、11月 30日（月）ですので、最寄りの銀行
などの金融機関、コンビニエンスストア（納付額が 30 万円以下のも
のに限ります）でお納めください。また、Pay-easy（ペイジー）対
応金融機関のインターネットバンキング、ＡＴＭでも納めていただ
くことができます。便利な口座振替制度もぜひご利用ください。
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新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

・新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方
で、事業等に係る収入に概ね 20％以上の減少があっ
た方（一定の要件があります。）は、最大１年間、無
担保、延滞金なしで県税の徴収の猶予を受けること
ができます。
・また、収入の減少等の要件を満たさない場合でも、
ほかの猶予制度を利用できる場合がありますので、
納税が困難な場合は、県税事務所にご相談ください。

兵庫県阪神南県民センター 西宮県税事務所
個人課税課 TEL 0798-39-1535

Information

西宮商工会議所からのお知らせ
西宮商工会議所 11 月行事予定
日

月

1

火

2

8

3

9

木

4

10

●第12回ビジネス
マネジャー検定試験

15

水

5

●無料税務相談会

●専門技術相談室

11

12

●定例融資個別相談会

16

17

金

土

6

7

13

14

20

21

27

28

●専門技術相談室

18

19

●北部出張経営相談室 ●専門技術相談室
●働き方改革相談窓口
（生瀬市民館）
●無料税務相談会
●よろず支援拠点相談窓口

●第156回
簿記検定試験

22

23

29

●第49回カラーコーディ
ネーター検定試験

24

25

●正副会頭会議

● ウィズコロナ時代の ●専門技術相談室
人材採用対策セミナー

26

30

兵庫県技術士会「専門技術相談室」のご案内
お抱えの技術的な問題や課題に対して、当日の窓口技術士や本会の多彩な技術士たちが速やかにお応えします。
【場所】特定非営利活動法人兵庫県技術士会阪神分室（西宮商工会議所本館２階）
日

窓口技術士

時

11 月 5 日（木）
渡邉
13：30～ 17：00

拓也

技術部門

無 料

兵庫県技術士会の対応

建
設
総合技術監理 ★兵庫県下の企業や団体等に対して、技術的助言、支援、協力、教育に関する事業を行い、
地域産業の振興、発展、国際協力等の公益増進に寄与することを目的としています。様々

11 月 12 日（木）
秋末
13：30～ 17：00

徹

繊

な技術と経験を持った技術士が所属しており、技術部門は機械、船舶・海洋、電気電子、

維

化学、繊維、金属、建設、上下水道、衛生工学、経営工学、情報工学、応用理学、環境、
総合技術監理部門の多岐に亘ります。

11 月 19 日 （木）
細谷
13：30～ 17：00

陽三

11 月 26 日（木）
深田
13：30～ 17：00

晃二

金

★技術的な問題や課題などを当日の窓口技術士ならびに当会所属の約 80 名の技術士が迅

属

速にお応えしますので、お気軽にご相談ください。兵庫県技術士会一同、ご来室をお待ち
しております。
（兵庫県技術士会ホームページ：http://www.hpea-npo.com）

衛 生 工 学

■補助金等支援制度に関する無料相談■

技術開発に必要な資金の補助や融資等の公的助成制度の特徴、適用や申請手続き等

お問合せ先

～で あ い 、ふ れ あ い 、会 員 づくり～

西宮商工会議所

TEL.０７９８－３３－１1３１

会 員 募 集 キャンペ ーン実 施 中

西宮商工会議所では、組織の充実と強化を図り、より信頼される会議所となるため現在、
「会員増強運動」を実施しています。趣
旨をご理解いただき、ご入会くださいました事業所の皆様には誌上を借りまして、厚くお礼を申し上げます。
西宮商工会議所 TEL.0798 － 33 － 1131

新入会員紹介
事

業

所

一層のご繁栄を祈念いたします。
名

カラウククイラニ・フラ・スクール

所

西宮市鳴尾町2

在

地

電

話

業 種 ・ ＨＰ ア ド レ ス

080-3847-2442

フラダンス教室
https://keolahula.com/

※令和２年８月に入会された会員様で、掲載を希望された会員様のみ掲載しています。
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がんばってます
会員事業所紹介

このみせ
このひと

この会社

It can do it's best Worker.

ジェイ・エム大阪東

「結婚したい」と願う一人ひとり
の方に寄り添い婚活を支援していま
す。実績や各種データに基づく幅広
い知識やカウンセラー国家資格を保
有する担当（西宮市在住）が、出会
いから成婚まで個々に合った婚活サ
ポートをご提供いたします。コロナ
で婚活が変化した今、オンラインと
リアルを上手く使い、結婚に向け一
緒に前進しましょう！

幸せな社会に、結婚を通じて貢献する。

・毎月第２木曜日 西宮市民会館（ア
ミティホール）にて婚活相談会実施。
・企業従業員の独身男女に対する相談
会も開催。お気軽にご相談ください。

【所在地】西宮市花園町・寝屋川市八坂町
【TEL】072-812-1330
【URL】https://jm-happymarriage.com/
【E-mail】jm.osakahigashi@gmail.com
【営業時間】11：00 ～ 19：00
【定休日】火曜日・水曜日 【駐車場】無し

中島 PR
広告費ゼロでテレビや新聞に載り売上が上がる PR プロデューサー
商品に自信があるのに知名度がないため困っ
ている中小企業の皆さん、広告費ゼロでテレビ
や新聞に出て売上が上がる秘訣をお教えします。
自慢の商品のことをプレスリリース（A4サイズ
1 枚に新商品などを記載したビジネスレター）に
書き、テレビ局・新聞社に送るだけでいいんで
す。そのプレスリリースの書き方・送り方のノ
ウハウを身につければあなたもマスコミの常連
になるのは夢ではありません。ホームページを
ご覧の上、ぜひメール（s.nakashima2017@
gmail.com）でお問合せください。

サーバ●

●コープ

深江

11

東灘●
小学校

中島PR

速

高
阪神

【所在地】神戸市東灘区深江北町 2 － 2 － 28
【TEL】090-7552-1599 【FAX】078-441-1752
【URL】https://nakashimapr.jp/
【E-mail】s.nakashima2017@gmail.com
【営業時間】9：00 ～ 18：00
【定休日】土曜日・日曜日・祝日
【駐車場】無し
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プレスリリースの書き方セミナー
入門コース（税別１万円）を

無料でプレゼント
s.nakashima2017@gmail.com
へお申込みください。

女性会の活動

福おんな通信
好評です。オンライン役員会

先月に続き、第６回役員会もオンラインで開催しました。一般会員にも呼びかけ、広く意見交換が行えました。
新しいことにチャレンジする楽しさをみんなで共有しています。

新入会員に聞く「女性会に期待することは」
西宮商工会議所主催の起業塾に参加し

2020 年に入り、未曾有の出来事が起

てから、女性会にもご紹介頂きました。

き、時代の大きなうねりを感じています。

事業を初めたばかりの売上もない個人事

このような状況の時こそ、働く女性はお

業主が入れるのか？不安でしたが皆さん

互いの友情と信頼をもって団結すること

優しく迎えてくださり、色々

が必要だと感じています。女性会の一員として、女性

な方に紹介をしていただきま

経営者の皆さんと連帯し、平和で心豊かな社会＝西宮

した。なんと、1年後にはた

を築けるように微力ながら努力したいと思います。

くさんの知り合いができまし

今後ますます女性の働く場や活動機会が増え、女性

た。取扱商品の椎茸ブロック

の元気が未来を築くとも言われています。今出来るこ

「ポコすく」 をクチコミで拡

と、目の前にある課題に真摯に向き合って変化を恐れ

散して貰ったり・・・女性会

ずに行動してまいりたいと存じます。

に期待することすべてが叶ってしまいました！
イベント企画制作「オフィス

ステキな先輩方に続いて色々な分野の方と繋がりた

スパーク」

山元

い方、コロナ禍で悩んでいる方、もう、これは入るし

美咲

かないと思います。新規会員２名に続いて来てくださ
い！後悔ないと保証します（笑）

Tel：0798－ 33－ 1257

きのこ専門 Kinoko-Ten

樋口

前月と比べたDI値の動き
改善

ほぼ横ばい

悪化

会 員 西宮商工会議所 女性会担当
募集中 ホームページは、こちら

さつき

早期景気観測

https://n-cci.or.jp/joseikai/

LOBO

業種別の動向
2020年10月調査結果

建設業

観光需要の低迷により、ホテルや飲食店の新設・改修工事が延期されるなど、民間設備投資の動
きが鈍いものの、集中豪雨や台風の災害復旧を含む公共工事が下支えし、改善。

製造業

巣ごもり消費の拡大により飲食料品関連などの売上が堅調なほか、経済活動が再開し、回復基調
にある中国向けの自動車部品や、５G 向けの半導体製造装置で生産が持ち直しつつあることなど
から、改善。ただし、需要が低迷する衣料品のほか、チラシや段ボールなどビジネス向けが低調
な印刷業・製紙業は依然として弱く、まだら模様の状況が続く。

卸売業

総菜や冷凍食品など、小売業からの引き合いが堅調な飲食料品、農畜水産品関連が押し上げ要因
となり、改善。ただし、衣料品関連では消費者のマインド低下もあって秋物の需要が鈍いほか、
機械器具関連では、製造業の生産持ち直しの足 取りが鈍い中、部品や機械工具、工場向け衛生
用品などで苦戦が続く。

小売業

巣ごもり消費の拡大により、飲食料品や日用品、趣味・娯楽などの売上が堅調だったものの、
９月上旬の厳しい残暑や消費者のマインド低下の影響から、秋物衣料などの動きが鈍く、ほぼ
横ばい。

サービス業

観光需要の回復に向けた足取りは依然として力強さを欠くものの、Go To トラベルの効果もあり、
４連休の宿泊予約が伸びたことなどから、改善。ただし、飲食業や宿泊業からは、消毒液やフェ
イスシールドなどのコロナ対策コストの増大を指摘する声も多く聞かれた。
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青年部

入ってよかった青年部（総務委員会メンバー紹介）
【総務委員会副委員長 沼 浩平】
総務委員会副委員
長 の 沼 浩 平 で す。
大阪市北区のいしい
特許事務所で働いて
おります。
私 の 主 な 業 務 は、
いしい特許事務所の
広報兼営業、IT 関連販売、展示会・セミナー企画です。
「特許事務所」って何をしているの？「特許事務所」で IT ？「特
許事務所」
の営業は何をするの？と驚かれることが多々あります。
特許事務所は、特許、商標、意匠といった知的財産権の手続
代行業務が主な業務です。
弊所の特徴としては、各分野の事業者とのコラボレーション
事業を行っています。
デザイン会社によるロゴデザインに対して弊所での商標調査
と商標登録手続きをコラボレーションするだけでなく、試作品
作成を得意とする製造業者と競業するなど、各分野の事業者と
連携して、企業様の支援サービスを提供しています。
私は、今の事務所に入所する前に、某 IT 関連企業で 16 年の
営業経験があり、その経験から企業様への最適な環境つくりの
お手伝いをさせていただいております。
IT を活用すればその企業のノウハウや情報資産の流出を内外
部から防ぐことができます。
詳しくは、事務所までお問合せください。
●セミナー・展示会
セミナーに関しましては、弁護士の先
生と共同で、中小企業様向けのセミナー
を年に 3 回～ 4 回、行っています。また、
不定期ではありますが、各分野の専門家
を招いてオンラインセミナーも開催して
おります。
展示会にも積極的に参加しています。
神戸市で開催された国際フロンティア産
業メッセに参加しております。そこでは、

青 年 部
会員募集
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からの

i
Blue Nav

弊所にご依頼いただいたお客様を
積極的にご案内させていただきなが
ら、今年は、弊所のサービスである
タイムスタンプサービス「TS4TS」
をご紹介させていただきました。
IT 関連販売強化としまして、株
式会社アイ・オー・データー機器や株式会社オプテージと代理
店契約を結び拡販に力を入れております。
また、【タイムスタンプで「脱はんこ」革命】と銘を打ち、テ
レワーク時代の今に使える新サービス、TS4TS に改良を加え
た「タイムスタンプを利用した電子印鑑システム」を紹介・販
売開始いたしました。

●最後に
青年部に入り早いもので 2年が経ちま
す。年齢の違う同期メンバーにも恵まれ
たことも良いご縁を築けていますし、通
常の社会人生活を営んでいたらお会い出
来なかった諸先輩方や OB の方々とも交
流ができるのも有難いです。今年は、コロナ禍で事業が出来てお
りませんが、また、事業が再開されるのを楽しみにしております。
≪特許業務法人いしい特許事務所≫
【住所】〒 530-0044
大阪府大阪市北区東天満 2-9-1
若杉センタービル本館
【URL】http://www.patishii.jp/
【T E L】06-6353-3504

2020 年度に向けて新入会員を募集しております。 青
年部入会資格は、商工会議所の会員事業所で、経営者及
び後継者又は幹部社員で 50 歳未満の方。
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ご案内

いしい特許事務所
ホームページ
QR コード

【年会費】12,000円
【窓 口】西宮商工会議所 新垣／神澤
TEL：0798－ 33 － 1258

Nishinomiya IPPIN Zukan
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西宮逸

第 16 回

市内の優れた商品（モノ）
を紹介する新企画です。

五味のバランスを整えた究極の調味料が好評

めぐみの雫
中国料理 青椒（ぴーまん）
JR 西宮駅から徒歩約 3 分。健康的な中華料理で
知られる「青椒（ぴーまん）」は、使用する食材にこ
だわるほか、自家製調味料の製造販売にも注力する。
なかでも、オリジナル柚子胡椒を使った醤油「めぐ
みの雫」が著名人や常連客の間で話題だ。
柚子胡椒しょうゆ「めぐみの雫」1 本

980円（税込）。ネットでも購入可能。
材は旬のものを厳選し、調味料も

◆名付け親は佐渡裕さん
いつもの食卓。何か物足りない…、マンネリ化してきた…。

多くが自家製。「めぐみの雫」にも

そんなときにぐんと食味を上げてくれる調味料が「めぐみの雫」

使われる自家製柚子胡椒は海老マ

だ。オーナーシェフの内野緊さんが「おいしい調味料をつくり

ヨに。こくっとした甘みにさっぱ

たい」と開発した柚子胡椒しょうゆ。５つの味で構成され、甘

りかつスパイシーさがやみつきに

味に熊本産の甘濃口醤油、酸味はレモン果汁、鹹味（塩味）は天

なる。自家発酵の黒にんにくを調

然塩、苦味は無農薬の青柚子、辛味は青唐辛子を使用。煮炊き

味料に使った酢豚も、まさに五味

に使うよりも、刺身や冷やっこ、ステーキに馬刺し、卵かけご

のバランスを感じる逸品。酢豚の

はんなど、さっとかける仕上げづかいがおすすめだ。「スーパー

概念が覆る。「古きよきものを守り

で買ってきたお寿司や特売の刺身が、びっくりするほどおいし

つつ、自分のスタイルを深めていった」という品々は、食欲を

くなる」とリピートするお客さんも。名付け親は、この味の虜

満たすだけではなく、心地よい食後感をもたらす。

六白豚の黒酢のすぶた

になった指揮者の佐渡裕さん。2019 年には、全国から 140
種類の調味料が集まった日本調味料選手権で、農林水産省特別

◆料理も「めぐみの雫」も、深化する
内野シェフは、神戸や大阪の有名中華料理店で８年間修業し

賞にあたる「令和賞」を受賞した。

たのち、36 年前に現在の地で創業。地元の人が気軽に訪れら
れるお店からスタートさせ、やがてヌーベルシノワの先駆け的

◆食養生をベースにした料理道
「めぐみの雫」は五味のバランスを何よりも重視する。何かの

存在に。メディアにも多数取り上げられた。今はいかにそぎ落

味が突出するのではなく、コクのある甘みのなかに、さわやか

して深みをもたせるか、そして「素材やお客さんを前に感性で

な酸味を感じ、最後には柚子胡椒の風味が鼻に抜ける。複雑な

つくる」ことを軸にする。

このバランスのおかげで、単調な食材でも飽きずに、むしろ次
同店の料理も、陰陽五行

たっぷり野菜と海老マヨの柚子胡椒風味

書斎を囲む和洋中の専門書や漢詩を読むことを日課とし、身
体や臓器の仕組みを調べたり、各地で多彩な味を知ることで、

から次へと箸が進む。

料理人として層を重ねる。弛まぬ知識欲や確かな学識をもとに、

という中国古来の思想にも

自由な発想で生み出される料理や商品の数々。今後は、何十種

とづいたこの五味のバラン

もある自家製酵素を使った食材の開発や、「めぐみの雫」のプレ

スを基調としている。「食が

ミアム版の発売を予定している。一層コク深い再仕込み醤油と

人をつくる。うちの料理を

自家製めかぶ酵素を使用し、桐箱に入れるなどパッケージにも

食べて、心も身体も元気に

工夫をこらす。「元気になりたいすべての人に届けたい」と穏や

なってもらいたい」。そんな

かに話すシェフの構想はまだまだ続く。
（取材協力：ウエストプラン）

思いで日々厨房に立つ。食

商品 History
1984年 中国料理青椒（ぴーまん）オープン
2013年 「めぐみの雫」の誕生
2015年 「めぐみの雫」を商標登録

2019年 日本調味料選手権で令和賞を受賞
2020年～「めぐみの雫」プレミアム版 発売予定

商品に関する問い合わせ先
中国料理
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青椒（ぴーまん）

西宮市松原町 3-30
【TEL】0798-22-9849
https://www.red-piman.net/
【営業】11：30 ～ 13：30（LO）、17：30 ～ 21：30（LO）
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