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Feature
特 集

社会保険労務士法人
行 政 書 士 法 人

牧江＆パートナーズ

労務管理をはじめとする業務のサポートを通じて、
企業様の成長を支えてまいります。

組織力および情報力を強みに企業経営を支援

企業防衛型の就業規則の作成を
強みにサービスを提供

だ。創業以来 43年間で手がけた労務管理の案件数は
2000件を超えるという。
創業者で現会長の牧江重徳氏は、10年間の会社勤務

牧江＆パートナーズは、

牧江 重徳 会長
（特定社会保険労務士
行政書士 社会福祉士）

1

を経て、1977（昭和 52）年に社会保険労務士として

社会保険労務士法人および

独立開業した。「当時、社会保険労務士はまだ聞き慣れ

行政書士法人として、
「常

ない資格であり、就業規則がない企業も少なくなかっ

に お 客 様 と あ れ 」を モ ッ

た」と牧江会長が語るように、この時代にあっては労

トーに、会社設立から営業

働保険や社会保険の申請業務が主な仕事であったとい

許可に至るまでワンストッ

う。その後、企業防衛型の就業規則の作成や、労務問

プで経営支援を行っている

題の解決などを強みとして企業の信頼を獲得していっ

専門集団の事務所である。

た。さらに顧問先の依頼を受けて、建設業専門の行政

従 業 員 数 は 10 月 時 点 で

書士の業務も兼務することとなり、現在の事業の基礎

54 名と西日本で最大規模

を築いたのである。

を誇り、西宮市を拠点に神戸市、芦屋市、尼崎市、伊

「労務管理の基本は、経営者と従業員との良好な関係

丹市、宝塚市、川西市、大阪府を中心に活動している。

を構築すること。そのために就業規則が重要であり、

社会保険労務士法人としては、人事・労務管理の専

いったん作成した後も継続して見直しをかけなければ

門家として、企業防衛型の就業規則の作成をはじめ、

なりません。これによって、労使間の紛争に未然に防

労務トラブルの解決等のアドバイスから事務手続き代

ぐための基盤となります。当社が提案する企業防衛型

行、給与計算に至るまで幅広く手がけている点が特徴

の就業規則とは、会社と経営者を守るとともに、従業
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M&A をサポートする労務監査の
コンサルティングを準備中

員の正当な権利を守るという点でも重要な役割を果た
しています」
一方、行政書士法人としては、建設業専門として毎
年 200 社以上の経営事項審査の申請およびランクアッ

今年はコロナ禍により経営に甚大な影響が及んでい

プをはじめとして、建設業の許認可の申請や会社設立

る企業が多い。そこで牧江＆パートナーズでは、雇用

に関する業務を行っている。建設業の申請数は「兵庫

調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特

県下でトップの実績」とのことで、豊富な専門知識と

例）の申請業務を一切手数料なしで行った。10 月時点

経験で顧客企業のニーズに対応できるのが強みだ。

で約 150 件の申請を行ったのに対して、審査はすべて
問題なく通ったという。

うつ病などで苦しむ人の障害年金の
申請に取り組む

「相談に来られる企業を取り巻く環境が厳しい中で、
地域貢献の一環としてお手伝いをさせていただきまし
た。43 年にわたって事業を続けてきたことに対する、
いわばお礼の気持ちです」と牧江会長は述べている。

経営支援グループを標榜する牧江＆パートナーズで
は、社会保険労務士法人および行政書士法人における

今後の抱負としては、人事・労務のコンサルティン

業務に関連して、多岐にわたるサービスを展開してい

グの強化に取り組むという。「事業承継が大きな問題と

る。その一つが障害年金の申請業務を行う「兵庫・大

なる中、企業の M&A（合併・買収）が増えつつありま

阪障害年金センター」である。

す。これに関連して、労務監査が必須になることから、
この分野でのコンサルティング業務を一年以内に始め

牧江会長によると、「障害年金は複雑な制度であるた

る計画」とのことだ。

め、申請方法がわからないなどの理由で、未手続のま
まになっている人が多い」という。社会保険労務士の

「労務管理はいわば企業の裏方。当社は今後も裏方業

業務を通じて、この問題を解決するため、7 年間から

務に徹することで、
企業様の成長を支えていきます」と、

相談と申請の代行を手がけるようになった。近年はう

牧江会長は熱い思いを語っている。

つ病などの精神疾患で苦しむ従業員が増えていること
から、同センターでは年間約 800 件の相談を受けてお
り、兵庫県内ではトップの実績となっている。
牧江＆パートナーズでは、このほかにも給与計算の代
行サービスを行う「給与計算 PRO センター」や、労災
保険を扱う「関西商工労務協会（労働保険事務組合）
」な
どの組織を運営し、地域の役に立つという方針のもと、
充実したサービスの提供に努めている。
「ある顧問先の
お客様から『牧江事務所さんと付き合っていると会社が
元気になる』とのお言葉をいただき、役職員一同、大き
フロアごとに専門チームがそれぞれの業務に対応

なやりがいを感じています」と牧江会長は述べている。

■会社概要

■事業所名：社会保険労務士法人
■会長：牧江

行政書士法人

重徳

■本社所在地：西宮市和上町5-9 西宮ビル

牧江＆パートナーズ

■創業：1977年（昭和52年）
■代表電話：0798-36-4313

■職員数：54名
■事業内容：社会保険労務士法人…企業防衛型就業規則の作成、労務トラブルの解決等のアドバイ
スから事務手続き代行、給与計算などトータルでサポート
行政書士法人…建設業許可申請から経営事項審査（経審）評点向上、会社設立までワ
ンストップサービスで提供
■ホームページ：https://www.makie-office.com
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Feature
特

集

令和３年度における
固定資産税・都市計画税の軽減の申告について

新型コロナウイルスにより事業収入が減少した
中小事業者等に対する固定資産税の特例（令和３年度のみ）
【内

容】

新型コロナウイルス感染症とその感染拡大防止措
置の影響により事業収入が減少している中小事業者

事業収入合計額（※ 1）÷事業収入合計額（※ 2）× 100
= 事業収入割合（％）

等が、令和３年１月中に所定の申告書等の必要書類を
提出することにより、所有する事業用家屋と償却資産
の令和３年度の固定資産税と都市計画税（事業用家屋
のみ）が軽減されます。

・事業収入割合が 50％以下
（＝事業収入が前年より 50％以上減少した）
特例率：ゼロ
※事業用家屋は令和 3 年度固定資産税・都市計画

【対象者】
次のいずれかに該当する中小事業者で性風俗関連
特殊営業を営んでいない事業者。
・資本金（出資金）の額が 1 億円以下の法人
※大規模法人から 1/2 以上の出資を受ける法人、
複数の大規模法人から 2/3 以上の出資を受け
る法人を除きます。
・常時使用する従業員数が 1000 人以下の資本金

税がゼロ、償却資産は令和 3 年度固定資産税が
ゼロ
・事業収入割合が 50％超 70％以下
（＝事業収入が前年より 30％以上 50％未満減少した）
特例率：2 分の 1
※事業用家屋は令和 3 年度固定資産税・都市計画
税が 1/2、償却資産は令和 3 年度固定資産税
が 1/2

（出資金）を有しない法人
・常時使用する従業員数が 1000 人以下の
個人事業主

【手続き】
西宮市に申告書等を提出する前に、認定経営革新等
支援機関等（税理士、公認会計士、金融機関など）で

【資

産】

特例（軽減）要件を満たすことについて確認 ( 確認書 )

令和３年１月１日時点で所有する次の資産

が必要となります。契約税理士がいる事業主は契約税

・事業用家屋：事業の用に供する部分が対象

理士に、取引金融機関がある事業主は取引金融機関に

※事業用部分と居住用部分が一体となっている場
合は事業専用割合に応じた部分が対象
・償却資産：事業の用に供するもの

ご相談ください。契約税理士・取引金融機関で確認が
できない西宮市内の事業主は、当会議所にお問い合わ
せください。
※当特例の詳細な内容及び手続手順、必要書類等の内

【軽

減】

令和 2 年の 2 月から 10 月までの任意の連続する 3
カ月間の事業収入合計額（※ 1）と令和元年の同期間の事
業収入合計額（※ 2）を比較計算
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容については、西宮市 HP をご確認の上、西宮市
資産税課にお問い合わせください。
TEL：0798-35-3225（事業用家屋）
0798-35-3254（償却資産）

Feature

Google マイビジネスについて

特

集

無料で集客できるツール「Google マイビジネス」のススメ
Google マイビジネスとは？⇒無料で施設や店舗を PR できるツール
Google マイビジネスに登録することで、Google 検索や Google マップなど、様々な Google サービス上に店舗
情報を表示させることができます。

◆ POINT
・検索結果の上位に表示される
・特典やイベント情報を好きな時に配信
できる
・クチコミを通じてお客様とコミュニ
ケーションがとれる
・管理ページからユーザーの行動情報を
把握できる

登録は

全て無料
Web 上での情報収集が基本となっている今、
「新しいお客様を見つけたい！」と考えている経営
者の方はぜひご活用ください。
登録が難しいという方は地区担当の経営指導員
がお手伝いしますので、ぜひお問合せください！
問合せ先：西宮商工会議所
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中小企業相談所

TEL 0798-33-1131

西宮商工会議所
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Q &A

専門家 Q & A
愛のある改正「税法の使命は人を幸せにすること」

Q

「ひとり親控除」とは、どのような改正でしょ
うか？

円を控除する
２．寡婦（夫）控除について、以下の見直しを行う
① 寡 婦 に 寡 夫 と 同 様 の 所 得 制 限（ 合 計 所 得 金 額
500 万円）を設ける
②住民票の続柄に「夫（未届）」
「妻（未届）」の記載
がある場合には、控除の適用ができないことと
する。
③子である扶養親族を有する寡夫について、控除
額を 35 万円とする。
（注）所得 500 万以下の子以外の扶養親族を持つ死別・
離別の女性、扶養親族がいない死別の女性につい
ては 27 万円の所得控除が適用される。
※ひとり親控除のその他の要件（改正前と同じ部分）
生計を一にする一定の子（総所得金額 48万円以
下）を有すること

全国に約 10万人いるとされる未婚のひとり
親に対し税制上の措置及び寡婦（夫）控除の見
直しがされました。
（未婚も適用、公平な税制に）
令和２年分以後の所得税に適用
◎改正の背景
１．同じひとり親でも婚姻歴の有無で税負担が異なる
理不尽な状況を改善するため。
２．課税額を支援の基準とする福祉・社会保障などで
も不利な状況にあった。
◎改正の概要
１．居住者がひとり親である場合は、ひとり親控除と
して、その者のその年分の総所得金額から 35 万

A

【改正前後の所得税における所得控除の額（万円）】
現行

寡婦（寡夫）控除

死別

離別
～500万

500万～

27

35

27

子以外

27

27

27

27

27

ー

ー

ー

有

無

合計所得

死別
～500万

500万～

～500万

27

ー

27

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

無

～500万

Q
A

未婚の
ひとり親
～500万

35

ー

35

ー

35

27

ー

27

ー

ー

27

ー

ー

ー

ー
ひとり親控除

死別

合計所得

～500万

離別

500万～

～500万

500万～

未婚の
ひとり親
～500万

子

35

ー

35

ー

35

子以外

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

無

※合計所得金額500万円＝年収678万円
◆

500万～

子

無

有

子

離別

500万～

子以外

配偶関係

500万～

子以外

～500万

寡婦控除

離別

扶養家族

有

扶養家族

本人が男性

配偶関係

有

500万～

35

死別

合計所得

扶養家族

～500万

子

合計所得

扶養家族

本人が女性

配偶関係

改正後
配偶関係

ー

出所 「財務省
◆

◆

◆

「ひとり親控除」改正の想いとは
それは愛です
未婚の母子世帯は、必ずしも望んで未婚と

◆

◆

◆
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令和２年度

税制改正より一部抜粋」

◆

なったわけではない。突然の婚約破棄もあれば、婚約
した男性が亡くなったケースもある。また妊娠を知っ
たと同時に男性が去って行く場合やＤＶで婚姻できな
い場合もある。
「ひとり親控除」は、愛のある素晴らし
い改正だと思う。
近畿税理士会

5

※個人住民税についても同様の改
正を行います（ひとり親控除は
控除額30万円、寡婦控除は控除
額26万円となります）。上記に
伴い、現行の寡婦、寡夫、単身
児童扶養者（児童扶養手当を受
給している18歳以下の児童の父
又は母）に対する個人住民税の
人的非課税措置を見直し、ひと
り親及び寡婦を対象とすること
とします。
※令和２年分以後の所得税につい
て適用します。個人住民税につ
いては令和３年度分以後につい
て適用します。

西宮支部 （執筆者

弘瀬

至）

Ｍonthly

Monthly あ・ら・かると
西宮貿易協会旗の作製について
【作製の理由】

ンプルにしたフラットデザインで、時代の流行に囚わ

西宮貿易協会の目的は国際貿易の発展を計り、会員
相互の知識、協調及び親善を増進することであり、そ

れないものとして考案しました。
【協会旗】

の目的を達成するため、協会旗（ロゴ）のデザインを考
えました。
本協会が設立されたのは昭和 44年６月であり、50
年余りが経過しましたが、協会旗がありませんでした。
当協会会員の諸外国との貿易取引額は年々大きくなり、
本協会の役割が益々重要となっております。このため
協会旗を作製することにより、認知・区別化されやす
くなるとともに、会員のモティベーションが上がり、
本協会のブランディングができると考えました。
【作製のコンセプト】

【西宮貿易協会とは】
本会は、諸外国の事情・貿易情勢、貿易関連実務等
に関する情報収集、在関西領事や西宮市の姉妹都市と
の交流促進等を図ることにより、西宮市産業の貿易振

西 宮 貿 易 協 会 の 英 文 名「Nishinomiya Foreign
Trade Association」の略称となる「NFTA」をベース
にロゴを作製。ロゴ下には世界貿易の場である海をイ

興基盤の強化に寄与することを目的としています。
事業例）貿易実務セミナー、米中通商セミナー、ベト
ナムビジネス入門セミナーなど

メージした波を配置し、本協会が世界に飛躍し、発展
していくことを表わしました。
また、色については西宮商工会議所のカラーポリシー
のひとつとして用いられている青色を使用しました。
青色は本協会の貿易の場が海であるという観点からも
共通するため、中でも美しい海の色として例えられる
ターコイズブルーを選択しています。色／形ともにシ

◇会

長：西宮商工会議所

副会頭

山本

真作

（株式会社ジャパン・フード・サービス 代表取締役）

◇担

当：〒 662-0854

西宮櫨塚町 2-20

西宮商工会議所

地域振興課

かんざわ

神澤

TEL : 0798-33-1258

「西宮更生保護協会」が一般財団法人として新たにスタート！
この度、40数年にわたり更生保護団体の支援活動をしてきた任意団体の西宮更生保護協会が 10 月 30 日に財団法
人の認証を受け、一般財団法人西宮更生保護協会として、新たにスタートを切った。
今回の法人化に至る経過については、故長部文治郎前会長が生前に、西宮更生保護協会の財政基盤の明確化、安定化、
また、組織の持続化を図るため、財団法人化を強く望まれ、計画された。故長部前会長の後を受け、更生保護協会の
会長に就任された辰馬章夫会頭のもと、故長部前会長のご遺志を実現するため、長部家のご支援を得て、今日の財団
法人の設立に至った。
一般財団法人西宮更生保護協会（代表理事

辰馬章夫）では、今後の活動をより発展させるため、会員（個人・

法人）を募っている。（連絡先：西宮商工会議所 TEL：0798-33-1131）
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Information

西宮商工会議所からのお知らせ
令和３年 賀詞交歓会のご案内

開始時間は、昨年度と同様 15：00からとなります。

日
時：令和３年１月６日（水） 15：00 ～ 16：00
場
所：ホテルヒューイット甲子園２階「甲陽の間」
主
催：西宮商工会議所
共
催：西宮納税協会、西宮青年会議所、西宮貿易協会
会
費：3,000円／１名
参加資格：当所及び共催団体会員様
留意事項：①１事業所２名までの参加とさせていただきます。
②鏡開き、議員各位の氏名読み上げによるご紹介、飲食の提供は省略させていただきますが、名刺交換の
時間は設けさせていただく予定です。
申
込：封入チラシに記載の振込先口座に 12月３日（木）までに会費をお振込みいただき、裏面の参加申込票に必
要事項をご記入の上、12月４日（金）までに FAX にてお申込みください。
※２口以上の会員様及び今年度新規にご入会いただいた会員様には、別途郵送にて開催通知を送付させていただいております。
※開催日当日の会費のお支払は、お断りさせていただきます。

令和 3年新春講演会「採用革新の考え方」～成功する採用のために

参加費無料

これまで人事担当者の「経験」や「直感」に頼ってきた採用の現場に、「理論」を加えることで、中小企業であってもより戦略的な採用活動が可能
になる、服部氏が提唱する「採用学」は悩める経営者・人事担当者にとって新たな指針となることでしょう。皆様のご参加をお待ちしております。
日
時：令和３年１月 27日（水）15：00 ～ 17：00
会
場：西宮商工会館 別館 2階大会議室
主
催：西宮地区雇用対策協議会／西宮商工会議所
対
象：西宮・宝塚・芦屋の商工会議所会員事業所の経営者・人事採用担当者
定
員：50名（先着順） 講
師：神戸大学大学院経営学研究科 准教授 服部 泰宏 氏
申
込：FAX または WEB サイトから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：池田 TEL：0798-33-1257

ウィズコロナ時代の就業規則オンラインセミナー

参加費無料

日
時：令和 3年 1月 19日（火）14：00 ～ 16：00
定
員：40名（先着順）
講
師：社会保険労務士 牧野恭子 氏
主
催：西宮地区雇用対策協議会／西宮商工会議所
申
込：同封のチラシを FAX いただくか、ＷＥＢサイトから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：池田 TEL：0798-33-1257

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
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。

相談無料

予約優先

日
時：令和２年 12月 17日（木）13：00 ～ 16：00（相談時間：１社 30分まで）
場
所： 阪神流通センター協連会館 ２階会議室（西宮市山口町阪神流通センター１丁目 31）
主
催：西宮市・西宮商工会議
申込方法：TEL もしくは、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。
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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 12 月行事予定
日

月

火

水

1

木

2

金

3

●無料税務相談会
●総務企画委員会

土

4

5

11

12

18

19

25

26

●専門技術相談室

●小規模事業者持続化補助金「申請書作成」個別相談会

6

7

8

●第48回ビジネス
実務法務検定試験

9

10

●地域力強化委員会
●定例融資個別相談会

13

14

●第40回BATIC
国際会計検定
●第29回eco検定

●正副会頭会議、
第636回常議員会

15

20

21

22

●専門技術相談室

16

17

●無料税務相談会

●専門技術相談室
●よろず支援拠点
相談窓口
●北部出張経営相談室
●働き方改革相談窓口

23

24
●専門技術相談室

27

28

29

30

31

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

時

窓口技術士

技術部門

無 料

兵庫県技術士会の対応

建
設 ★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、
総合技術監理
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

12 月 3 日（木）
渡邉
13：30～ 17：00

拓也

12 月 10 日（木）
秋末
13：30～ 17：00

徹

繊

維

12 月 17 日（木）
細谷
13：30～ 17：00

陽三

金

属 ★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

12 月 24 日（木）
深田
13：30～ 17：00

晃二

衛 生 工 学

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、
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。
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

■補助金等支援制度に関する無料相談■

しております。
（兵庫県技術士会ホームページ：http://www.hpea-npo.com）

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

アクサ生命保険㈱神戸支社
アクサ生命保険㈱神戸支社

西宮商工会議所

TEL.０７９８－３３－１1３１

阪神営業所よりお知らせ

阪神営業所は、西宮商工会館の建替に伴い、12 月 14 日より下記へ移転

致します。引き続きどうぞよろしくお願い致します。
〒 660-0881 兵庫県尼崎市昭和通 3-96 尼崎商工会議所ビル 6F
電話：06-6412-0721 FAX：06-6412-0722
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がんばってます
会員事業所紹介

このみせ

この会社

このひと

It can do it's best Worker.

山和モータース
プロフェッショナル整備工場
山和モータースへようこそ !!
山和モータースは今年で創業 23年を迎えます。自動車整
備、車検、板金、中古車販売を行う近畿運輸局認証工場です。
特に輸入車整備を得意とし、世界最大級ネットワーク「ボッ
シュカーサービス」に加盟しています。ハ
イブリットカー、サポカーなどの最新の整
備技術を提供しております。車の整備のこ
となら何なりとお問合せ下さい。
門戸厄神

【所在地】西宮市門戸荘 1 － 1
【TEL】0798-57-2030
【FAX】0798-57-2050
【E-mail】sanwamotors@leto.eonet.ne.jp
【営業時間】9：00 ～ 18：00
【定休日】日曜日、祝日
【駐車場】有り

いかりスーパー●
●万代

山和モータース

●テニススクール

Atti balloons（アッティ バルーンズ）
～バルーンには

人を引き寄せ、惹きつける力があります～
アトリエスタイルでバルーン
ショップを経営しています。ギフト
のスタイルング、パーティーの装飾では今やバルーンは必
須です。ご家族、ご友人への贈り物だけでなく、お店の開
店祝いや周年祝い等にお送りし、店頭に飾っていただくバ
ルーンギフトをオーダーメイドでお作りいたします。

LINE 友達登録、
インスタグラムのフォロー
よろしくお願いします！

夙川

●西宮神社
建石筋

香櫨園

阪神高速

荒戎児童遊園●
〒

11

Atti
balloons

【所在地】西宮市荒戎町 2-2
【TEL】090-4307-1985
【FAX】090-3494-7410
【URL】https://atti-balloons.jp
【E-mail】atti.balloons@gmail.com
【営業時間】10：00 ～ 18：00
【定休日】不定休
【駐車場】有り

Report ◆ 2020 December ◆ 西宮商工会議所

パーティーでの装飾用バルーンをお買い上げのお客様に、

ヘリウムガス入り
11インチのバルーンサービス
or

スパークバルーンプレゼント

女性会の活動

福おんな通信

オンラインで開催「第 52回全国商工会議所女性会連合会倉敷総会」
第 52 回全国商工会議所女性会連合会倉敷総会が、

SDGs から倉敷を語る」。倉敷に歴史的に存在した「高

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、初めて

梁川流域連盟」というユネスコの理念に基づいた官民

オンライン方式で行われました。例年は 1,000 人単位

連携組織や、倉敷紡績そして大原美術館で有名な大原

で現地に入り、その土地の風土の中で、全国の女性経

家の方向性が、まさに SDGs の思想であり、今なお脈々

営者仲間と直接交流

と受け継がれていることなど、その他社会的課題を解

できる絶好の機会な

決に導こうと努力されてきた、さまざまな取り組みの

の で す が、 今 回 は、

紹介が行われました。

オンラインで配信された
全国大会（倉敷総会）

役員の方々のみが現

総会・表彰式等の間には倉敷市 PR ビデオや、倉敷

地入りされ、全国の

の名産を紹介する「オンライン物産展」なども放映され、

4,000人 以 上 の 参

居ながらにして、現

加者は、オンライン

地の名所名産などに

配信を全国それぞれ

気軽に触れられたこ

の地元で見守る、という形となりました。

とは、配信ならでは

今大会のテーマは「SDGs 未来都市

ここから広げ

の効用とも言え、次

～歴史の薫る文化と産業の

回以降の一堂に会し

町倉敷から」
。倉敷市は国による指定の「SDGs 未来都

よう SDGs の取り組みを

てのリアルな総会の

市」に選定されており、また、SDGs の認知率に関し

開催を念じつつも、

ては、岡山県は全国のトップとのことです。

新しい時代の総会、その第一歩となったのではないか

記念講演は、大原美術館理事長

大原あかね氏によ

視聴の際も
ソーシャルディスタンスに配慮して

と思います。

る、
「過去の歴史と明るい未来の結束点としての現在～

会員募集中

Tel：0798－ 33－ 1257
西宮商工会議所 女性会担当

前月と比べたDI値の動き
改善

ほぼ横ばい

悪化

広報部

八上

ホームページは、こちら
https://n-cci.or.jp/joseikai/

早期景気観測

LOBO

業種別の動向
2020年11月調査結果

建設業

災害復旧を含む公共工事が下支えし、改善。ただし、民間工事が低調な中、地域外の事業者が公共
工事に入札するなど、受注競争が激化しているとの声も聞かれた。

製造業

生産に持ち直しの動きが見られる自動車部品や、内食需要が堅調な飲食料品関連が下支えし、改善。
一方、民間設備投資の低迷により受注が減少している国内向けの生産機械関連で弱い動きとなるな
ど、まだら模様の状況が続く。

卸売業

内食需要が堅調な小売業向けのほか、政策効果により観光需要が戻りつつある飲食・宿泊業向けの
引き合いが増加した飲食料品、農畜水産品関連が押し上げ、改善。また、空気清浄機やアクリル板
などの感染対策関連の売上が好調との声も聞かれた。

小売業

巣ごもり需要が堅調な飲食料品が下支えしたほか、Go To トラベルを利用する観光客の増加によ
り、土産品などの売上が伸びたことが寄与し、改善。

サービス業

Go To トラベル、Go To イートにより客足が戻り始めた宿泊業、飲食業で売上が持ち直しつつあ
るほか、オンライン会議の普及などデジタル投資関連で受注が伸びているソフトウェア業が好調な
ことから、改善。また、運送業でも自動車部品などの製造業向けの荷動きが回復してきているとの
声が聞かれた
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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）
【広報委員会副委員長 犬塚幸史郎】
広報委員会副委員長の犬塚幸史郎と申します。西宮市
山口町で防災設備事業を営んでおります。
みなさんは防災設備と聞いて、どのようなものをイ
メージされるでしょうか。防災設備は、消防用設備と呼
ばれ、消火器・自動火災報知機等の火災が起きたことを
知らせたり、時には消火及び避難誘導してくれる設備で
す。これらの設備がないと火災時にすぐ煙にまかれて焼
死してしまう恐れがあります。
大切な人を災害から少しでも減らす、そんな火災時に
すごく有効な防災設備を設計・施工・メンテナンスして
います。
消防設備の事もっとお伝えしたいですが、たくさん種
類があってそれぞれに素晴らしい役目があってとても 1
日でお伝えできないので、ここで役立つ防災豆知識を２
つ少しだけ簡単にご紹介いたします。
①誘導灯
これは煙が充満して
いても避難する場所・
方向についておりなお
かつ明るく光っていま
す。火災時は、この看
板を目印にとにかく姿
勢を低く煙を極力吸わないように脱出してください。こ
の色分けが 2 種類あり、看板の色が緑だと外が近い、白
だとまだ遠いというように区別されています。一度、お
出かけ先や職場で探してみてください。
②消火器
使い方は至って簡単、上についてる黄色いピンぬい

青 年 部
会員募集
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からの

i
Blue Nav

て握れば噴射されます。一番お伝
えしておきたいのは、消火器は約
15 秒も出ないという事です。火
を発見して慌ててしまい、早くか
ら消火器を使ってしまった事で火
を消せなかったというエピソード
をよく聞きます。
慌てず近くにいる人に声をかけ
て数本同時に火に向けて噴射する
のが最も効果的です。
消火器は 20ｍ以内に必ず設置されているので、こち
らも外出先や職場で確認しておいてくださいませ。
消防統計（令和元年）によると総出火件数 37,683
件、総死者数 1,486 人です。私の仕事は、大切な人を
少しでも災害から減らしたい素敵な仕事だと自負して
います。
消防設備・防災部品・震災用備品など、気になる方は、
ご連絡お待ちしております。
商工会青年部へ入会し一番感じたのは、困ったときに
連絡・相談できる仲間が出来たという事です。私は防災
のみ携わってきたので、その他のことは全然わかりませ
ん。何かに困ったときに様々な業種の方々に連絡したり
相談したりして助けてもらう事が多々あります。そう
やって沢山の方と話をすることで、仲良くなったり、起
業家同士としても刺激をもらったりしています。いつも
本当にありがとうございます。
≪株式会社 LIBERAL ≫
【住所】〒 651-1421兵庫県西宮市山口町上山口 2-10-12
【URL】https://www.liberal-k.com/
【TEL】078-777-7420

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

【年会費】12,000円
【窓 口】西宮商工会議所 新垣／神澤
TEL：0798－ 33 － 1258
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Nishinomiya IPPIN Zukan
第 17 回

市内の優れた商品（モノ）
を紹介する新企画です。

プロ選手も子どもも、自在に打撃練習ができるスグレモノ

スポンジボール用
バッティングマシン
神戸電気工業株式会社
ソフトウェアの開発を主に行う西宮市の IT 企業が、ユ
ニークなバッティングマシンを開発した。室内でも屋外
でも使えるスポンジボール用のハンディタイプ。重量約
1.5kg で、プロ野球選手らにも好評なそのマシンについ
て話を聞いた。
バッテイングマシンとスポンジボール

設計にした。複数の球をセットするため、静電気によって

◆場所を問わず練習できる
女性でも片手で持てるコンパクトサイズのマシンは、カ
メラの三脚を利用して設置し、スポンジボールをセットす
れば、バッティング練習ができるというもの。

スポンジボール同士がくっついてしまう。これはストッパー
をつけて、１球ずつ球が出るように改良した。
３メートルの距離を飛ばすために、打面となるアームの

スポンジボールの中心部には芯が入っているため、イン

長さを調節して、ボールに回転がかかるようにし、自分の

パクトの瞬間に芯をとらえなければまっすぐ飛ばない。逆

タイミングで練習できるように、投球間隔も可変に。２年

に芯をとらえればキーンと音がする。また、スポンジボー

がかりで完成にもちこんだ。

ル特有の軌道のゆれに対応するため、高度な技術が身につ
く。体感球速は最高 130km/h にも出来るが、静かで安全
なため、家の中でも練習ができるという、まさにいいこと

◆時代に合わせた IT 活用を提案
完成したマシンを、元プロ野球選手に使ってもらうと、
すぐに子どもたちの練習に導入された。現在は、高校の野

ずくめのマシンなのだ。

球部や現役プロ選手の練習にも導入されている。
自社開発のスィングチェックアプリ「Che Cam」と連動

◆技術力で使いやすさを追求
開発をしたのは、神戸電気工業の社長・茨木俊和さん。きっ

させれば、iPhone で撮影した動画をスローモーション再

かけは、元プロ野球選手との会話からだった。スポンジボー

生し、フォームのチェックができる。より多くの子どもた

ルを使って子どもたちにバッティングを教える際に、トス球

ちの技術向上に役立てたいと今後も改良は進む。

の精度を上げる方法はないかというものだった。トスは正面

同社はまた、コロナ禍で

から投げられないので、バッターは斜め横からの球を打つこ

対応を余儀なくされている

とになる。しかし、実際の試合では球は正面から飛んでくる。

リモートワーク用のアプリ

そのわずかなズレが実戦で大きな影響が出るのだ。

も開発。ライブ動画配信ア

従来の家庭用バッテ

プリ、野球スコアブックア

イングマシンは、下か

プリ、将棋盤アプリの他に、

らボールが垂直に打ち

業務用データベースで在庫

出されるポップアップ

や配送の管理から請求書発行まで、企業に合わせたシステ

式だが、実践に近い球

ム構築で合理化を支援。「中小企業こそ IT の活用を」とアド

を出すには前から打ち

バイスする。
（取材協力：ウエストプラン）

出すアーム投球式がよ
いと茨木さんは考えた。
防球ネット不要。
カメラ用三脚で簡単に設置

しかも、子どもたちが
使うなら低コスト、軽

量で、できるだけコンパクトなものがいい。
そこで、様々な工夫が生まれる。軽量にするために、モー
ターは市販の工作キットを流用、改良して乾電池でも動く
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室内でも練習可能

商品に関する問い合わせ先
神戸電気工業株式会社
西宮市小松南町 1-7-9
【TEL】0798-47-7640
http://bolton.jp/
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