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西宮商工会議所等の仮移転のお知らせ

各テナント移転のお知らせ

西宮商工会議所の新会館の建設に伴い、会議所事務所、テナント等の仮移転を行います。
移転先等については下記のとおりとなっておりますので、宜しくお願い申し上げます。

西宮商工会議所

〒662-0911
西宮市池田町9－7
フレンテ西館 ３階
0798-33-1131

移転住所

TEL

西宮市商店市場連盟
西宮市池田町9－7
フレンテ西館 ３階
0798-34-6005

移転住所

TEL

西宮５ライオンズクラブ
西宮市六湛寺町12－12
西宮建設会館 ３階
0798-23-6464

移転住所

TEL

公益社団法人西宮納税協会
西宮市城ヶ堀町２－７
JA兵庫六甲西宮支店  北館２F
0798-33-5216

移転住所

TEL

ＮPO法人兵庫県技術士会　阪神分室
神戸市中央区東川崎町1－8－4
神戸市産業振興センター５階
078-360-3320

移転住所

TEL

アクサ生命保険㈱神戸支社  阪神営業所
尼崎市昭和通3－96　
尼崎商工会議所ビル６階
06-6412-0721

移転住所

TEL

ＮPO法人日本災害救援ボランティアネットワーク
西宮市津田町3－43
0798-34-9011

移転住所

TEL

特定非営利活動法人コミュニティ事業支援ネット
西宮市田中町4－8
0798-23-3738

移転住所

TEL

西宮商工会議所パソコン教室

〒662-0918
西宮市六湛寺町12－12
西宮建設会館 ３階
0798-34-3544

移転住所

TEL

　会員の皆様におかれましては、事務所仮
移転の当該期間中、ご迷惑をお掛けいたし
ますが、何卒ご理解、ご協力のほど、よろ
しくお願い申し上げます。

（移転期間：令和３年３月23日～令和４年３月下旬）
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Feature
特  集 株式会社新井組

創業120年、西宮を本拠に
安心、安全な街づくりに尽力

　JR 西宮駅近くの国道２号線沿いに本社ビルを構える
株式会社新井組。総合建設業として建築工事や土木工
事、リニューアル工事などを幅広く手がけている。その
原点は、1902（明治35）年に、創業者の新井粂次郎
が三重県津市にて起こした土木建築請負業にある。その
後、縁あって西宮に拠点を移して、戦時中の1944（昭
和19）年に株式会社新井組を設立した。当初はわずか
9名での事業の立ち上げであった。
　太平洋戦争後は、空襲で焼けた建物の整理をはじめ、
道路の整備、土地区画の整理、公営住宅の建設など数々
の復興工事を手がけた。設立当初における社会の復興に
かけた思いは、今日の社会課題の解決に挑む経営に引き
継がれている。
　高度経済成長の時代においては、営業拠点を名古屋、
東京へと展開。大阪万国博覧会の関連工事、東海道新幹
線の高架橋工事など、時代の最先端を担う公共事業に参

入し、事業を拡大していった。
　1995（平成7）年の阪神・淡路大震災では、発生直
後から西宮本社と神戸支店に震災対応拠点を置き、昼夜
を問わず倒壊家屋からの人命救助に奔走。阪神高速道路
の通行路の整備、倒壊した橋梁の緊急補強、医療施設へ
の支援、緊急資機材の調達と配布など、地域の救援活動
に全力を尽くした。
　2011（平成23）年に東日本大震災が発生した際は、
仙台、岩手に営業所をいち早く
開設し、緊急対応や建物調査、
復 旧・ 復 興 工 事 に 尽 力 し た。
途中、試練の時期を乗り越えて、
2013年には新3ヶ年経営計画

「経営ビジョン2020」、2017
年に第２次中期経営計画（2017
～2019）を策定して、「再生か
ら成長へ」を合言葉に経営基盤
の強化を図ってきた。

社会課題の解決を通じて、
事業の持続的な成長を追求する総合建設業

代表取締役社長
倉元　正史 氏

社会課題の解決を通じて持続的な成長をめざす「新井組2030ビジョン」
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SDGs の各課題に対応した
2030ビジョンを掲げてさらなる成長へ

　2020年、新井組は2030年までに「創造と躍動、
夢を実現する企業へ」という目標に向けて、「新井組
2030ビジョン」を策定し、そこで2030年の社会にお
ける新井組のありたい姿・あるべき姿を「2030 ARAI 
7つの宣言」に表現した。ビジョンには「100年経って
も輝き続ける会社」という経営トップの願いが込められ、
SDGs（持続可能な開発目標）への取り組みをはじめと
して、生産性の向上、ブランド力の強化などあらゆる方
面で躍進を遂げることをうたっている。
　また、ビジョンの各宣言は、それぞれ SDGs の目標
に対応させている。この2030ビジョンおよび「中期経
営計画2020～2022」に基づき、優先して取り組む
べき ESG の重要課題として、7つのマテリアリティを
特定し、2030年の持続可能な社会の実現に向けて、マ
テリアリティと SDGs 各課題の双方の解決に事業活動
を通じて取り組んでいるのである。

“ゼネコン”から
“ソリューションプロバイダーへ”

　今後、建設業界においては、非連続に変化し不確実性
の高い経営環境が予想される。それを踏まえて、今後
10年の社会を見すえ、新井組はどうやって社会に貢献

していくか、また持続可能な社会の実現にどのように貢
献していくかを、長期的視点で考えて取り組んでいく考
えだ。そして、基盤戦略として、建設事業の深化を図っ
ていく一方、成長戦略として建設関連ビジネスや新市場
ビジネスの育成に注力していくという。成長戦略にそっ
て社会課題の解決に取り組むことで、社会に求められる
存在となることにより、持続的成長を実現する企業をめ
ざすのである。
　こうした取り組みの中には、震災に強い街づくりに貢
献すべく震災に備えた耐震技術の開発、築年数の経過し
た建物のリニューアル、環境負荷低減を実現するための
ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の取り組みな
どが挙げられる。SDGs の各課題に事業を通じて取り
組むことで、社会とともに持続的に成長し続ける会社を
めざしていくのである。
　さらに、中長期の戦略として、積み重ねてきた技術や
ノウハウを発展的に継承していくとともに、社会の変
化や新たなニーズに柔軟に対応し続けていく。そして、
100年経っても変化し続けながら進化し続ける企業を
追求していくのである。
　その前提としての人財基盤の強化に向けては、未
来を共有できる人財の集まる組織をつくり、自律的
に活動する組織文化へ昇華していくことで、志と高
い能力を持った人財を引き寄せ、全力で切磋琢磨し
合い、全員が自己成長と自己実現を果たす企業をめ
ざすという。

■社名：株式会社新井組
■代表取締役社長：倉元　正史
■会社設立：1944年（昭和19年）
■本社所在地：西宮市池田町12－20
■代表電話：0798-26-3111
■事業内容：総合建設業／

建築工事、土木工事、リニューアル工事
■ホームページ：http://www.araigumi.co.jp

■
会
社
概
要
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短時間で設置が可能なコンテナハウス「広がルーム」

コロナ禍において、医療機
関での検査や簡易な診療など
に活用できる。また、今後想
定される自然災害での仮設ハ
ウスとしても威力を発揮する。
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Feature特　集

主要施策、事業の概要
1. 企業力を強化する～企業を育て持続的な発展を目指す～

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会への対応や、社会のデジタル化、グリーン社会の実現といった新たな
構造変化に対応するため、ビジネスモデルの転換や新たな商品・サービスの開発などを重点的に支援する。
　拡充 ▼新型コロナウイルスに関する経営相談窓口による経営支援体制の強化
　新規 ▼「( 仮称 ) 西宮起業家支援センター」運営計画の策定

2. 地域力を強化する　～地域特性を活かし産業基盤を支える～
西宮が誇る豊富な地域資源 ( 自然環境、風土、歴史、文化など ) を産業活動に活用するとともに、酒造業をはじめ、

多くの飲食料品関連産業が集積する「食のまち」としての特色を活かし、日本酒をはじめ食分野における観光資源を「西
宮ブランド」として育成・発信するなど地域産業の活性化を継続して支援する。
　新規 ▼西宮酒ぐらルネサンスと食フェア公式サイトによる情報発信の強化
　継続 ▼魅力ある地域資源の発掘とコラボレーションの推進、ギフト商品の開発支援

3. 組織力を強化する　～組織体制を強化し会員満足度を高める～
会議所は地域で唯一の総合経済団体として多くの事業者からの信頼を得られる存在でなければならない。そのため、

所報で全ての経営指導員を担当地区や業務とともに紹介するなど、会議所と会員事業所の間で顔の見える関係づくり
に取り組む。またオンライン経営相談などデジタル化への対応を図る。
　継続 ▼会員増強検討会議による組織一丸となった会員増強の推進
　継続 ▼所報「れぽると」・会議所ホームページの内容充実、SNS 等を活用した情報発信の強化

4. 新商工会館の建設
昨年度に施工業者が決定し３月より建設に着手した新西宮商工会館については、市内産業の発展を共に担う市との

連携強化を図り、また各方面の理解を深めながら令和４(2022) 年３月末の完成を目指す。

当初予算

西宮商工会議所　令和３(2021) 年度　事業計画、収支予算

区　分 令和3年度予算額（A） 令和2年度予算額（B） 差引増減額（A-B）
一般会計 639,098 231,298 407,800
中小企業相談所特別会計 112,074 110,689 1,385
会館・共済事業特別会計 61,566 59,875 1,691
特定退職金共済事業特別会計 148,711 146,235 2,476
新商工会館建設事業特別会計 794,978 44,437 750,541
退職給与資金積立金特別会計 83,467 80,635 2,832

総　計 1,839,894 673,169 1,166,725

（単位：千円）
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Feature特　集

概　　要：2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売
上が50％以上減少した中小法人・個人事業者等に対して一時支援金が給付されます。

要　　件：対象となり得るもの（①②を満たすもの） ＊詳細はご確認ください。
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
②2019年比又は2020年比で、2021年の１月、２月又は３月の売上が50％以上減少した事業者

支 給 額：中小法人等 上限60万円、個人事業者等 上限30万円　　　申請期間：３月８日～５月31日

概　　要：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、以下の要件をすべて満たす中小企業等の挑戦を支援します。

要　　件：対象となり得るもの（①②③を満たすもの）＊詳細はご確認ください。
　１．申請前の直近６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前の同３か月の合計売上高と

比較して 10％以上減少している中小企業等。
２．事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
３．補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均 3.0%（一部 5.0％）以上増加、又は従業員一人当た

り付加価値額の年率平均 3.0%（一部 5.0％）以上増加の達成。
申　　請：公募開始は 3月中の見込み

※内容が変更になる可能性があります。
詳細につきましては下記の WEB サイトをご確認ください。

＊詳細→ https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html（経済産業省）

■当所での対応について

一時支援金の概要（3月1日時点の情報）および「当所での対応」について

事業再構築補助金の概要、対策セミナー

　西宮商工会議所では一時支援金の登録確認機
関として、会員事業者様を対象に事前確認（事
前確認通知番号の発行）を行います。

申請時間：申請期間中の平日のみ 9：00～17：00。（土日祝日および3/19、3/22を除く）
当所への事前確認依頼：事前に一時支援事務局ホームページから申請IDを発番し、「宣誓・同意書」
をご準備の上問合せしてください。詳細につきましては下記の WEB サイトをご確認ください。
＊詳細→ https://ichijishienkin.go.jp/（経済産業省）

事前確認対象者：西宮商工会議所の会員であること
＊ただし、新たに入会手続きを終了した事業者も対象とします。

■事業再構築補助金対策セミナー（＊予定：補助金詳細が未公表のため）
　内　　容：事業再構築補助金対策セミナー及び個別相談会（西宮市受託事業）

講師：藤尾コンサルティング　代表取締役　藤尾　政明 氏
　日　　程：4月15日（木）14：00～16：30（予定）
　会　　場：西宮勤労会館　第2会議室　　　定　　員：30名　＊先着順
　問合せ先：西宮商工会議所　経営支援課　担当：藤原　TEL 0798-33-1257
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Feature特　集

概　　要：中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うため
の設備投資等を支援するものです。

類　　型：【一般型】、【グローバル展開型】＊詳細は公募要領をご確認ください。
申請期間：4月15日～5月13日（木）17時
申請方法：電子申請システムのみ　＊ G ビス ID プライムアカウントの事前取得が必要です。

詳細につきましては下記の WEB サイトをご確認ください。
＊詳細→ https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html（中小企業基盤整備機構）

　小規模事業者持続化補助金の申請書作成に関する相談会を開催します。専門家のアドバイスにより採択される申請
書の作成を目指します。

概　　要：新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、３月21日（日）まで、神戸、尼崎、西宮、芦屋市内を対象に、
営業時間の短縮要請が延長されることから、第2協力金の期間が追加されています。

協力期間：（第１期協力金：1/12～2/7まで。＊申請期間は終了しています。）
第２期協力金：（従来）①2/8～2/28（21日間）、②3/1～3/7（7日間）

➡（追加）③3/8～3/21（14日間）。対象地域は神戸、尼崎、西宮、芦屋市
申請開始：令和３年４月１日から

対象施設、要請内容、支給額、申請方法等の詳細は下記の WEB サイトをご確認ください。
＊詳細→ https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/koronakyouryokukindai2ki.html（兵庫県）

ものづくり補助金（6次締切分）のお知らせ

小規模事業者持続化補助金「申請書作成」個別相談会

（第2期）新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の延長について

開催日時：令和３年５月13日、17日、18日、20日、21日、24日～27日
時間は各日とも10：00～11：30、13：00～14：30、15：00～16：30

相談会場：勤労会館（西宮市松原町2-37）
専 門 家：経営計画の作成に精通した中小企業診断士
申込方法：西宮商工会議所のホームページにアクセスのうえ、申込フォームからお申込。

お申込後、西宮商工会議所から確認の連絡をします。参加費は無料です。
備　　考：１．当会議所の会員優先、先着順でご希望の時間帯をお取りします。

ご希望の時間がお取りできない場合がありますのでご了承ください。
２．キャンセルされる場合はお早めにご連絡ください。

問合せ先：西宮商工会議所　地域振興課　担当　大石、池田　TEL：0798-33-1258　FAX：0798-33-3288

小規模事業者等が、地域の商工会議所または商工会の助言を受けて経営計画を作成し、
その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の一部を補助するものです。公募要
領、各種様式（書式）は補助金事務局のホームページから入手してください。
　　令和元年度補正予算＜一般型＞：https://r1.jizokukahojokin.info/   

小規模事業者
持続化補助金

（６月４日締切分）
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Q&A専門家 Q &A

自筆証書遺言について

配偶者居住権について

　相続に関する法律の改正に伴い、自筆証書遺
言制度が新しくなったと聞きましたが、どのよ

うに変わったのでしょうか。

　公証役場で、証人２人立会いのもと作成する
公正証書遺言に対して、遺言者が自分で作成す

る自筆証書遺言。以前は遺言者がその全文を手書きす
る必要がありましたが、平成31年１月13日からは遺
言の目的となる財産を示した「財産目録」の部分はパソ
コンで作成することも可能となり、また財産目録とし
て通帳のコピーを添付することも可能となりました。
　さらに自筆証書遺言のデメリットとしてあげられて
いたのが、せっかく遺言書を自筆で作っても、保管し

　配偶者保護のために新たな制度ができたと聞
きましたが、どのようなものでしょうか。

　従来は、相続が発生した場合に遺言等が残さ
れていなければ、遺産分割が完了するまでは、

すべての相続財産が相続人全員の共有となり、配偶者
が被相続人名義の建物に無償で居住できない場合もあ
りました。
　この点、配偶者短期居住権（令和２年４月１日施行）
の新設により、相続開始時に配偶者が被相続人の建物
に無償で住んでいた場合には、被相続人の意思にかか
わらず、配偶者が一定期間（最低６か月間）その建物に
無償で居住できることとなりました。
　また、これまで相続開始後も配偶者が被相続人の建

た場所が家族に伝わらずに遺言書を見つけてもらえな
い、あるいは、相続人がこっそり遺言書を捨ててしまっ
たり、内容を改ざんしてしまうということも考えられ
ました。
　今回の改正で、遺言書を法務局が保管してくれる制
度が創設され、遺言書の紛失や隠匿、改ざん等を防止
することができるようになりました。また、この制度
を利用した遺言については、これまで必要であった家
庭裁判所における「検認手続」も不要になります。こ
の改正部分は、令和２年７月10日に施行されました。
なお法務局に納める遺言書の保管料は、遺言書１通に
つき3900円です。

物に終身居住するためには、配偶者がその建物の所有
権を取得するのが一般的でしたが、その建物の評価額
が高い場合、配偶者はそれ以外の預貯金等の財産を相
続しにくいという場合もありました。
　この点、配偶者居住権（令和２年４月１日施行）の新
設により、所有権よりも評価額の低い配偶者居住権を
取得することで、被相続人の建物に無償で終身居住し
ながら、場合によってはそれ以外の預貯金等の財産も
相続できるようになりました。なお、たとえ遺産分割
協議書で配偶者居住権を相続することが決まっていて
も、新しい所有者が第三者に売却してしまうと対抗で
きないので、配偶者居住権の登記をする必要がある点
にご注意ください。

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

兵庫県司法書士会　阪神支部
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ＭonthlyMonthly あ・ら・かると

健康経営優良法人2021（中小規模法人部門）の認定について
　当会議所では、会員事業所の健康経営を推進するとともに
職員の健康維持・増進に取り組んでいるが、この度、健康経
営優良法人認定制度において、「健康経営優良法人 2021（中
小規模法人部門）」に初めて認定された。
　健康経営優良法人認定制度は、地域の健康課題に即した取
り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、
特に優良な健康経営を実践している法人を経済産業省が評価・
認定する制度である。
　今回認定された会員事業所は以下のとおりである。（申請書
に記載の本社所在地が西宮市の事業者のみ　50音順）

健康経営優良法人2021（大規模法人部門）

古野電気株式会社　※ホワイト500 極東開発工業株式会社

健康経営優良法人2021（中小規模法人部門）

金田運輸株式会社　※ホワイト500 井阪運輸株式会社

岩橋鉄工株式会社 乙女草株式会社

金井自動販売株式会社 株式会社神島組

協同組合KEN 株式会社ケンプランニング

株式会社KENYUクリエイション 甲南電機株式会社

株式会社コーナン・メディカル 株式会社シールド

株式会社ジャパン・トレーディング 株式会社ジャパン・フード・サービス

株式会社シンエイ 株式会社TAT

株式会社阪急メディアックス 株式会社ビィー・プランニング

兵田印刷工芸株式会社 平田建築設計株式会社

深江発条株式会社 株式会社松田組

ユニテックジャパン株式会社
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Information西宮商工会議所からのお知らせ

ＭonthlyMonthly あ・ら・かると

Saas 活用オンラインセミナーを実施

広報力強化ワークショップ　開催

　2月8日（月）、With コロナ時代の IT 活用セミナーとして
「Saas 活用オンラインセミナー」を実施した。Saas（サース）
とは「Software as a Service（サービスとしてのソフトウェ
ア）」のことで、 . 企業活動で使用する様々なソフトウェアを、
インターネット経由で利用するサービスのこと。レジシステ
ムの「Air レジ」や会計クラウドソフトの「freee」、「労務管理」
や「予約管理」、「社内チャットシステム」など様々な Saas が
ある。一方、サービスがありすぎて、自社にとって何を選べ
ばよいか解らないという声が多く、今回のセミナーでは、「基
本を学び、活用事例を知ることで導入イメージを掴むこと」を
ゴール設定とし実施した。実施後のアンケートでは「社内チャットを導入したい」「自社にとっての必要性を感じた。導入
を検討する」などの感想が寄せられた。新型コロナの影響により、デジタル活用の重要性がより一層高まったと感じる。
これからも、会員事業者の皆様の DX（デジタルトランスフォーメーション）に貢献するよう企画、実施をする。

　令和３年１月より少人数制の勉強会「広報力強化ワーク
ショップ（全２コース、各３日間）」を開催。
　株式会社マジック・マイスターコーポレーションの代
表取締役である大谷芳弘氏を講師に招いた「あなたにもで
きる！プレスリリース発信コース」には12名が参加。プ
レスリリースの作成・発信についてのポイントを学び、
第3回目ではその場で各参加者がプレスリリース原稿を
作成し、講師による添削を行った。参加者の中には、受

講後にプレスリリースを発信することで早々に TV 局等
の取材を受けるといった成果を得た方もいた。

モバイルエールの代表である橘明日香氏を講師に招い
た「今すぐできる！ SNS 活用コース」は Zoom によるオ
ンライン形式で開催し、24名が参加。SNS 活用の入門
編としてコスト０円から今すぐ始める活用法について事
例を交えて解説。参加者は各 SNS ツールの特徴とファ
ンづくりのための有効的な活用方法を学んだ。

募集事業：①ミドル起業家支援事業（起業を目指すミドル層の起業家向け助成金）
②ふるさと起業・移転促進事業（兵庫県への UJI ターン起業家向け助成金）

申請期間：令和３年４月１日（木曜日）～５月31日（月曜日）＜最終日16：00必着＞
詳細につきましては下記の WEB サイトをご確認ください。
＊詳細→ https://web.pref.hyogo.lg.jp/work/cate3_310.html（兵庫県）

兵庫県　企業家支援事業（ミドル層・兵庫県への UJI ターン）助成金の募集開始
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Information西宮商工会議所からのお知らせ

　販路拡大や後継者問題、融資制度、新商品開発、補助金の相談など、経営に関する相談をおこないます。また、今
般の新型コロナウイルスの広がりにより、影響を受けているまたは、その恐れがある事業者の相談も無料で応じます。
お気軽にお越しください。

　阪神・淡路大震災からの酒蔵の復興と西宮の日本酒の伝統文化の発信と食産業の振興、観光振興を目
的とするイベント「西宮酒ぐらルネサンスと食フェア」の公式ホームページが開設されました。過去の
開催内容・写真の掲載をはじめ、今後は「西宮酒ぐらルネサンスと食フェア」の開催情報の他、西宮の
日本酒情報を発信していきます。　URL：https://n-cci.or.jp/sakagura/

　西宮の想いをお届けするサービス「どーぞ　にしのみや」がスタートしました。
　「どーぞ　にしのみや」は西宮にお住まいの方が「西宮を紹介する」「西宮の想いをお届けする」をコン
セプトにした、「おくりもの」をお届けするサービスです。

ソーシャルギフト事業を手掛ける㈱ギフトパッドと連携し、LINE などのソーシャルメディアを活用
した新しい取り組みとなっています。
　詳細は西宮商工会議所ホームページ、または西宮商工会議所地域振興課（0798-33-1258／ 担当：荒木）まで

西宮北部地域出張経営相談室

西宮酒ぐらルネサンスと食フェア公式ホームページ開設

「どーぞ　にしのみや」スタート

６空港で電子申告ゲートを運用（成田、羽田、関西、中部、福岡、新千歳）

日　　時：令和３年４月20日（火） 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・西宮商工会議所
申込方法：ご希望の方は、TEL もしくは、ホームページより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　

相談無料 予約優先

※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。

① スマートフォンで「税関申告アプリ」をダウンロード
　（→右のいずれか）

② 必要事項を登録すると QR が作成される
③ 税関検査場の専用端末に QR と旅券をかざす
④ 「顔認証」で電子申告ゲートをスムーズに通過

※簡単な事前申告で迅速な税関手続きが可能　※非接触型で新型コロナウイルス対策にも有効

税関イメージキャラクター
「カスタム君」
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Information西宮商工会議所からのお知らせInformation西宮商工会議所からのお知らせ

西宮商工会議所 4 月行事予定
日 月 火 水 木 金 土

  1   2   3

  4   5   6   7   8   9 10

11 12 13 14 15 16 17
●定例融資個別相談会 ●マル経審査会 ●ものづくり補助金&

事業再構築補助金
対策セミナー

●働き方改革相談窓口

18 19 20 21 22 23 24
●北部出張経営相談室

25 26 27 28 29 30
●正副会頭会議

　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

～であい、ふれあい、会員づくり～　　会員募集キャンペーン実施中

※令和３年１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。

事 業 所 名 所 在 地 電 話 業 種 ・ ＨＰアドレ ス

東洋ブライダル 西宮市日野町17－22－301 090-3924-6209 仲人歴30年の結婚相談所 
https://www.toyobridal.com/

米ぬか酵素風呂　みのり 西宮市松籟荘7－22
パロ－レ甲東園2F 0798-52-1616

酵素風呂で免疫力アップ 
https://beauty.hotpepper.jp/kr/
slnH000451028/review/

EntrePioneer 西宮市 ―
留学斡旋・教育関連 
https://wakanafukuda22.wixsite.
com/website

一層のご繁栄を祈念いたします。新入会員紹介

　NPO 法人兵庫県技術士会阪神分室（西宮商工会館本館２階）において毎週木曜日午後に「（無料）技術相談」をご愛
顧いただいておりますが、このたびの西宮商工会館建替工事に伴い、2021年３月から2022年３月まで一時的に中
断させていただきます。なお、その間の「（無料）技術相談」は、NPO 法人兵庫県技術士会神戸事務所（下記）にて承
りますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

兵庫県技術士会阪神分室における「（無料）技術相談」の
一時中断と代替相談窓口について

【代替相談窓口】 NPO 法人兵庫県技術士会神戸事務所
神戸市中央区東川崎町１－８－４（神戸市産業振興センター５階）
TEL：078-360-3320　FAX：078-599-7545　E-mail：kobeinfo@hpea-npo.com
URL：https://www.hpea-npo.com/　

●新入社員研修
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がんばってます
会員事業所紹介会員事業所紹介 It can do it's best Worker.

このみせ

このひと

この会社

女性のためのホリスティックサロン　ポールスター
鏡に映った自分に「このオバサン、誰？」と、

ため息ついている女性のためのサロン！

【所在地】西宮市田中町4-10
メゾンスーラコリン101号室

【TEL】0798-31-5848　　
【URL】https://polestar-smile.com/
【E-mail】info@polestar-smile.com
【営業時間】10：00～20：00
【定休日】日曜日　　【駐車場】無し

刺繡工房  トライアングル

【所在地】西宮市上ヶ原三番町3-13
【TEL・FAX】0798-54-0320
【URL】https://triangle-53.com
【E-mail】 triangle@bcc.bai.ne.jp
【駐車場】無し

ミシン刺繡でオリジナルの高付加価値の商品を製作します。

ミシン刺繡でオリジナル・名
入れの記念品、入園、入学のワッ
ペン等の製作をしております。
多種多様な刺繡データでワンラ
ンク上の素敵な商品になります
様にご提案、製作させていただ
きます。持ち込みも OK なので、
ハンカチ、タオル、T シャツ、トー
トバッグ等お気軽にお問い合わ
せください。

関西学院中等部●

刺繍工房
トライアングル

　疲れ知らずの体と、ノー
ファンデで過ごせるお肌を手
に入れませんか？
　40代以降の女性が陥る全
身のコリ・疲れ・肌のくすみ・
たるみをスッキリ解消！
極上のリラックスを味わいながら、うるっと輝くボディと
お肌に導くアンチエイジングケアをいたします。
　あなたのお悩みに合わせたオーダーメイドケアで、『マ
イナス5歳はすぐに実現』しますよ♪

オーナー
野田　悠子

３名
様

限定
！

４月の小顔体験日程はこちらから、ご覧ください。
※体験日と日程が合わない場合は、お気軽に
　お問い合わせくださいね。
【脱・老け顔！ツヤはだ小顔体験】
日程はこちら　https://reserva.be/polestar

本誌を見たと伝えていただくと…
【脱・老け顔！ツヤはだ小顔体験】が

特別価格で受けられます。
60分
12,500円 5,900円

（
税
込
）

HP はこちら
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LOBO早期景気観測
前月と比べたDI値の動き

改善 悪化ほぼ横ばい 業種別の動向
2021年２月調査結果

設備投資などの民間工事の受注は低迷が続いているものの、災害復旧や道路・橋梁の修繕など土木を中心
とした公共工事が下支えし、改善。また、一部ではテレワークの普及による在宅時間の増加などから、居
住空間を見直す消費者からのリフォームや戸建ての受注が伸びているとの声も聞かれた。

堅調な内食需要に下支えされた飲食料品関連や中国向けの生産が持ち直している自動車関連のほか、デ
ジタル投資や5G 向けの需要増加に牽引された半導体製造装置関連が押し上げ、改善。

内食向けの飲食料品関連や自動車をはじめとした製造業向け工作機械などが全体を押し上げ、改善。た
だし、 緊急事態宣言の延長を背景に客足が落ち込む飲食・宿泊業向け商品では苦戦が続くなど、まだら
模様の状況。

巣ごもり消費に下支えされた飲食料品のほか、在宅時間の充実を求める消費者からの需要が堅調な家具・
家電の売上増が寄与し、改善。ただし、衣料品や化粧品を扱う業種では緊急事態宣言の延長に伴う売上
悪化を指摘する声も聞かれた。

緊急事態宣言の延長に伴い、客足が落ち込む飲食・宿泊業では弱い動きが続くものの、デジタル投資の
増加による受注が伸びているソフトウェア業のほか、自動車関連など製造業向けの荷動きが持ち直して
いる運送業が下支えし、改善。

建設業

サービス業

卸売業

製造業

小売業
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青年部からのご案内　Blue Navi

正副会長紹介

【会長　平田　裕之】（写真右から４人目）
　先輩に勧められ、2005年青年部に入会し、様々な委員会に所
属し興味のある交流事業や研修事業に楽しく参加しておりました。
2018年度には総務担当副会長を拝命し、青年部のメンバー数も
100名を超え、運営面に於いても、改革が必要とのことで、メンバー
が楽しく積極的に参加したくなる組織の運営を目標に2020年度ま
での３年間、青年部に関わって参りました。
　2020年５月頃からは、コロナウイルス感染症の影響により、会
議開催、事業開催の縮小中止等、対応しながら活動を続けております。
　2021年度、卒業の年ではありますが会長職を拝命致しました。
このような状況の中、メンバーの皆様のご支援ご協力を賜り、経営
者としてコロナ禍での企業運営や、I Tを駆使した会議スタイルなど、
コロナ禍でも活動できる青年部を模索しながら、精一杯頑張って参
りたといと思います。
　また2022年度は、親会の創立80周年、青年部創立30周年、
新西宮商工会館竣工など、多くの節目を迎えます。しっかりと次年
度に繋がるように、準備の年としても併せて精進して参りますので、
より一層のご支援ご協力をお願い致します。

【直前会長　豊見里　隆一】（写真右から３人目）
　この３月をもって OB 会員となりましたが直前会長として引き続
き会務に参加させていただきます。前年度は新型コロナの影響によ
る事業の見直しや制約を受けましたが若い事業者の集まりである青
年部ならではの着眼、発想によりこの時代に沿った事業活動に取り
組むお手伝いができればと考えております。１年間、何卒宜しくお
願い申し上げます。

【総務担当副会長　阪下　元康】（写真一番左）
　昨年に引き続きコロナの影響を受ける年になりそうですが、柔軟
にまた効果的に事業が展開できるよう、委員長の皆様からご提出頂
いた議案の取りまとめに励みたいと思います。
　また、総会の開催や青年部創立30周年に向けた準備など、与え
られた担いを全うすべく、山下委員長や桑羽常任幹事が率いる総務
委員会と共に精一杯活動してまいります。１年間、宜しくお願い致
します。

【広報担当副会長　平山　昭吾】（写真左から２人目）
　入会以来、色々な委員会での経験を積ませて頂き、現役16年目
となりました。が、まだ卒業まで６年程ございまして、恐ろしくも
長い青年部ライフは続きます。私のポジションを奪いたい、やる気

の有るあなたを心よりお待ちしております。
　当委員会では、まだまだ先の見えない状況下、集合し難くなる事
態に備え、会員の皆様への分かり易い情報発信と共有が今年度の課
題であると考えております。

【拡大担当副会長 白石　幸史】（写真左から３人目）
　青年部に入会して８年目となり、振り返ってみると入会当初は誰
も知り合いのいない青年部で先輩、後輩、そして友人が出来ました。
拡大委員会は入会したばかりでも今後の青年部を担っていく会員の
サポートを行います。

卒業年度となりますが松尾常任、北福委員長を中心に楽しい委員
会活動を行い、また青年部会員としても有終の美を飾りたいと考え
ております。
　皆さま、どうぞ１年間よろしくお願い申し上げます。

【研修担当副会長  大迫　康二】（写真右から２人目）
コロナの影響で様々な制約がある中ではございますが、高岡常任・

荒木委員長・委員メンバーにて楽しく協力し合い、会員にとって価
値ある有意義な研修を企画します。また OB の皆様との交流会も担
当させて頂きます。青年部は楽しく！をモットーに、１年間頑張っ
てまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

【交流担当副会長  好士崎　征寛】（写真一番右）
　この２年間、交流委員会と拡大委員会の委員長を務めさせて頂き、
青年部の運営について沢山の経験をさせて頂きました。今年度はそ
の経験を活かし、吉川委員長を全力で支えていく所存です。まずは

「仲良く楽しい委員会づくり」、そして委員会一同が団結してみんな
が参加したいと思える事業運営に努めてまいります。１年間どうぞ
宜しくお願い致します。

　最新情報及び2021年度役員紹介については、下記ホームページ
にて掲載しております。

「西宮商工会議所青年部」ホームページ　https://n-cci.or.jp/yeg/

青　年　部
会 員 募 集 

【年会費】 12,000円
【窓　口】西宮商工会議所　新垣／神澤

TEL：0798－33－1258

　2021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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市内の優れた商品（モノ）
を紹介する新企画です。西宮逸品

図鑑
第 21回

Nishinomiya IPPIN Zukan

◆こてっちゃん誕生
同社は焼肉用のハラミやミノの卸として、オーストラリ

アやアメリカから食肉の輸入行っていた。開発当時、アメ
リカでは牛の小腸を食べる習慣がなかったことに着目し、
日本で新たな加工商品として販売できないかと考えた。鮮
度が劣化しやすい部位の為、現地ですぐに洗浄し、ボイル、
冷凍する工程が必要だったが、この最初の関門は、長年の
取引先の協力を得て可能になった。
　次は味、それまでホルモン焼きやモツ煮は、屋台で労働
者がビールやコップ酒と共に食べるものだった。同社が目
指したのは家庭の食宅にのせること。当初煮込み料理とし
て開発するも、評判がよくない。試行錯誤を重ね、炒めて
甘辛い味噌味にするとすごぶる評判がよかった。みそ、しょ
うゆ、砂糖などを配合し、アメリカ産のホルモンに合わせ
た味は、野菜と一緒に炒めればボリュームがあり栄養もと
れる。スーパーでの試食販売から、ご飯が進むおかずとし
て主婦に人気が出たのだ。
　「こてっちゃん」というネーミングは、あくまで家で食べ
ることを想定し、女性が親しめるように考えられた。シマ
チョウ（大腸）はテッチャン、だったら小腸は小さなテッチャ
ン、「こてっちゃん」となる。テレビ CM で「こてっちゃん」
を連呼して、知名度は一気に上がり、売上も同社の柱の一
つになった。

◆BSEの影響で牛肉が輸入禁止に
ところが2003年、アメリカで BSE（牛海綿状脳症）に

感染した牛が確認され、同国からの牛肉輸入は禁止になる。
店頭からこてっちゃんが消えた。

アメリカ産でなければこてっちゃんの味は出せない。豚を
使った新商品を販売したが、ヒットにはつながらなかった。
　2年後、味付けを変えてオーストラリア産牛肉のこてっ
ちゃんを販売したが、現地での加工量が少なく、販売量は
のびなかった。2015年、ようやくアメリカからホルモン
輸入が再開されるが、精肉売り場の棚は他社の商品にとら
れてしまって、以前のように商品を並べるのは難しく、今
でもこてっちゃんの売上は最盛期の半分ほどだという。

◆時代に合った、こてっちゃんの新展開
今、こてっちゃんは形を

変えて販売されている。袋
のままレンジで温めて食べ
られるコンビニ向けの商品
が増えたのだ。順調に売上
をのばし、同社の船橋工場
はコンビニ用を製造。スー
パーなどの業務用は西宮工
場で作っている。さらに、
塩レモンのように、若い女
性の間で流行りの味を発売
し好調だ。
　牧場から製造販売まで、
独自の流通ルートを持つ
強みを生かし、今後は国
内のシェアをとると共に
海外も大きく伸ばしたいと考えている。

（取材協力：ウエストプラン）

味とネームバリューを生かし味とネームバリューを生かし
ピンチを乗り越えて新展開ピンチを乗り越えて新展開

ホルモンが今ほど一般的でなかった時代に、エス
フーズが開発した、味付け牛モツ「こてっちゃん」。
スーパーでの試食販売から、少しずつしかし着実に
ファンを増やし、発売から39年。荒波を乗り越えて、
今なお食卓にのぼるその企業努力を紹介したい。

エスフーズ株式会社

スーパーなどで人気のこてっちゃんコク味噌味

エスフーズ株式会社　鳴尾浜1-22-13
【TEL】0798-43-1065　【URL】http://www.sfoods.co.jp/

商品 History

商品に関する問い合わせ先

1967年 有限会社スタミナ食品設立
1982年 「こてっちゃん」発売
1983年 製品のブランド名を「甲子園の味」とする
1984年 テレビ・ラジオを使って「甲子園の味」ブランドおよび「こてっちゃん」広告活動を開始
2006年 BSE の影響で中止していた「こてっちゃん」の販売を再開

こてっちゃん塩レモン味

こてっちゃん
牛ホルモン炒め 黒だれ

こてっちゃんこてっちゃん
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