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「県民銀行」の思いを大切に、
地域密着の営業姿勢を貫く金融機関

新型コロナウイルス感染症関連対策

株式会社みなと銀行

令和２（2020）年度  事業報告

西宮逸品
図鑑 第　 回25

機能的でおしゃれなセミオーダーバッグ

「ぬぬとーと」
（オーダーバッグ専門店　Nunu）
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Feature
特  集 株式会社みなと銀行

西宮市とは70年にわたる長い関係

　みなと銀行は、兵庫県の全域を地盤とし、一部で大阪
府と東京都に店舗を置く地方銀行である。神戸に本店を
置く唯一の銀行であり、経営理念である「地域のみなさ
まとともに歩みます」を大切に、「真の県民銀行」をめざ
して地域に密着した営業を展開している。

　今年4月からは、みなと銀行を含む関西みらいフィナ
ンシャルグループが、りそなホールディングスの完全子
会社となった。これによって、「情報・機能・チャネル」
などのグループの経営資源を活かすことで、サービスや
利便性の向上を図っている。
　同行の原点は、戦後の1949年に神戸市生田区に設
立された七福相互無尽株式会社である。その後、時代の

「県民銀行」の思いを大切に、

 地域密着の営業姿勢を貫く金融機関

①西 宮 支 店／〒662-0791　西宮市和上町6－19－1F【阪神「西宮駅」から徒歩約３分】　電話番号：0798-34-5001
　西宮統括部／西宮支店2Ｆ　電話番号：0798-34-0753

②苦楽園口支店
　〒662-0075
　西宮市南越木岩町9-5
　【阪急「苦楽園口駅」から徒歩約1分】
　電話番号：0798-70-7870

③鳴尾支店
　〒663-8183
　西宮市里中町3-13-18
　【阪神「鳴尾・武庫川女子大前駅」から徒歩１分】
　電話番号：0798-48-5721

④甲東園支店
　〒662-0812
　西宮市甲東園3-2-29
　【阪急「甲東園駅」から徒歩約１分】
　電話番号：0798-52-0661

⑤芦屋駅前支店
　〒659-0093
　芦屋市船戸町5-1
　【JR「芦屋駅」から徒歩約２分】
　電話番号：0797-32-3700
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変遷に応じて、株式会社阪神相互銀行、株式会社阪神銀
行に行名を変更した後、1999年に株式会社みどり銀行
との合併により、現在の株式会社みなと銀行となった。
　西宮市内においては、阪神電鉄西宮駅前の西宮支店を
はじめ、苦楽園口支店、鳴尾支店、甲東園支店の店舗を
展開し、他３ヶ所の店外 ATM を設けている。西宮支店
の歴史は古く、今年で70周年を迎える。

金融の枠を越えたサービスの創出に挑む

　銀行を取り巻く環境を大きく変わりつつある中、同行
ではりそなグループとのシナジー（相乗効果）を活かし
た事業を展開していく。今年度の後半には、りそなのス
マートフォンアプリなどを導入する計画だ。また従来、
取り扱っていなかったファンドラップを昨年の秋から販
売しているほか、遺言信託などの信託代理業務も今年4
月から開始している。
　また、新たな事業の創出による収益力の向上を図って
いく考えだ。その一つとして、県民銀行の特性を活かし
て、シニア富裕層向けのサービス「みなとコンシェルジュ
サポート」の拡充をめざしている。これは、他社に出向
して経験を積んできた若手行員が中心となって企画した
もの。自宅の防犯や引っ越し、見守り、住まいの紹介と
いった老後の生活に関するサービス、コロナ禍の後を見
すえた個人旅行へのニーズに応えていく。昨年12月、
神戸市内の店舗にて提携会社のサービスメニューを紹介
する業務を開始。これに続いて、今年4月からはサービ
スを県内の全98店舗に広げている。今後、ニーズの強
いサービスについては、自行でサービスを手がけること
も考えていくという。このほか、人材紹介事業に本格的

に参入した。これによって、首都圏で働いていて転職を
希望する人を、兵庫に呼び寄せるといった地域創生につ
ながる事業展開を検討している。
　さらには、既存店舗の有効活用も進めている。今年7
月からは、金融機関で初の試みとして、姫路中央支店の
ATM コーナー横に個室型ワークブースを設置した。JR
姫路駅前という好立地を活かして、テレワークや Web
会議などでの利用を想定している。

社会貢献活動にも熱心に取り組む

　社会貢献について、同行は長年にわたり活動を続けて
いる。最近の取り組みの一つが、「地域貢献寄贈型私募債」
の発行を通じた社会貢献だ。企業が設備投資などの資金
を調達する際、同行が私募債発行を全額引き受ける。そ
の発行手数料の一部で物品を購入し、企業が指定する学
校に送る仕組みである。企業としては、コストを抑えて
資金調達するとともに地域貢献ができる金融商品となっ
ている。
　一方、公益財団法人みなと銀行育英会を通じて、新型
コロナウイルス禍で困窮した学生向けの支給型奨学金と
して、神戸大学など兵庫県内の５大学に約500万円を
寄付した。これは、持続可能な開発目標（SDGs）の趣
旨に沿って、同行が昨年から販売している投資信託の販
売手数料の一部を寄付する仕組みである。
　みなと銀行では、今後も「県民銀行」を標榜し、地域
密着の営業姿勢を貫いていく。この中で、経済価値と社
会価値の両立を追求しながら、地域社会から支持される
金融機関をめざしていく。

■社名：株式会社みなと銀行
■設立：1949（昭和24）年
■西宮支店所在地：西宮市和上町6－19　　　■代表電話：0798-34-5001
■ホームページ：https://www.minatobk.co.jp

■会社概要
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Feature特　集

  【総括】
　昨年１月にわが国で初めての新型コロナウイルス感
染者が報告されてから、早くも1年以上が経過したが、
この間の国内経済は、長引くコロナ禍により企業経営
に甚大な影響を受け、昨年4～6月期の国内総生産

（GDP）が戦後最大の落ち込みを記録するなど、昨年
はリーマン・ショック後の平成21（2009）年依頼
11年ぶりのマイナス成長となった。
　このような中、会議所にあっては、昨年１月29日
に「新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口」を
設置し、資金繰りや雇用維持、経営全般といった数多
くの相談に対応してきた。また、市内事業者の状況を
把握するため４月に緊急アンケートを実施し、事業者
の要望をとりまとめた後、６月に市長及び市議会議長
宛に商店市場連盟と連名で「新型コロナウイルス感染
症の影響長期化を踏まえた中小・小規模事業者の事業
継続及び事業再開への支援に関する提言」を行った。
7月には国の持続化給付金及び家賃支援給付金の申請
状況に関するアンケート、９月には２回目となる緊急
アンケートを実施し、これらの結果を事業者の要望と
して国・県・市へ届けるとともに、会議所の事業活動
に反映させた。
　また会議所では、コロナ禍により厳しい状況にある
市内事業者の支援を始め、「輝くひとづくりものづく
りことづくりまちづくり～西宮の企業を育て産業の未
来を拓く～」のスローガンのもと、「第２次中期行動
計画」で定めた３つの基本方針「企業力・地域力・組
織力の強化」の実現に向け取り組んできた。

  【企業力を強化する】
　国の各種給付金申請をサポートする独自の申請支援
体制（西宮モデル）を市とともに構築し多くの申請困
難者への支援に取り組むとともに、雇用調整助成金の

個別相談会や専門家派遣により事業者の雇用維持を支
援し、600件を超える小規模事業者持続化補助金の
申請支援により小規模事業者の販路開拓を支援するな
ど、コロナ禍により厳しい状況にある多くの事業者を
支援してきた。また令和４（2022）年に開設する西
宮起業家支援センターのあり方について企画委員会を
発足し提言内容をとりまとめた。

  【地域力を強化する】
　第24回西宮酒ぐらルネサンスと食フェアがコロナ
禍により中止となったが、代替の取り組みとして同イ
ベントや市内酒造会社を PR する公式サイトを開設し
た。また地域資源として着目したコーヒーをテーマに

「にしのみやコーヒーの扉プロジェクト」発足すると
ともに、市を舞台にした人気アニメコンテンツ「涼宮
ハルヒ」と連携した商品や武庫川女子大学の学生のア
イデアを活用した商品を開発し、西宮を代表するギフ
ト商品として展開する取り組みを行った

  【組織力を強化する】
　会員増強検討会議を推進し、第２次中期行動計画で
定めた目標30件を上回る純増62件を達成し、期末
会員数2,718件となった。オンライン対応にも取り
組み、部会・委員会活動においては、オンライン対応
による関連セミナーを複数実施した。

  【新商工会館の建設】
　新西宮商工会館建設推進特別委員会において、基
本計画で表した『「西宮商工会館あり方」で定めた「基
本的な考え方」などの具体化』、『敷地計画』、『施設
計画』、『資金計画』、『収支計画』、『進行計画』につ
いて検証や見直しを行うとともに、多くの会員や来
訪者が利用する日常的な活動・交流の場であるため、

令和２(2020) 年度　事業報告
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Feature特　集

　６月28日、第638回常議員会・第153回通常議
員総会合同会議が感染予防措置を行い、ホテルヒュー
イット甲子園にて開催され、以下の各議案について異
議なく承認された。

【協議事項】
　１．令和2年度事業報告（案）

　２．令和2年度収支決算（案）
　３．常議員の選任
　４．顧問の委嘱
　５．当所顕彰規程等による顕彰
　６．会員入退会
　７．その他

自然災害に対応し、来館者が安全・安心して快適に
利用できる会館としての『管理計画』を新たに構築し
た。また、価格競争のみで行うのではなく、価格以
外の要素として技術提案や施工実績など業者の技術
力の客観的な評価と入札価格とを総合的に評価して

落札者を選定する総合評価制限付き一般競争入札に
より施工業者を決定し３月より建設に着手した。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
月末の完成を予定している。

第638回常議員会・第153回通常議員総会合同会議の開催

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

＜※事業報告の詳細については当所ホームページをご覧ください。＞

Information西宮商工会議所からのお知らせ

　西宮市では、市内の中小企業に永年勤務されている従業員の方や、優秀な従業員の方を毎年表彰しています（令和
２年度は実施を見送りました）。本年度も、表彰候補者の推薦を７月中旬から８月16日（月）まで（郵送の場合は当日
消印有効）受け付けます。
　この表彰は、市内の中小企業に勤務されている従業員の方の功績をたたえ、さらに企業の発展とともに、市内の商
工業の振興を図る目的で実施しているものです。表彰は、従業員の勤続年数により、「特別永年勤続者表彰」（商業・工業：
35年以上）、「永年勤続者表彰」（商業：15年以上、工業：20年以上）と「優良従業員表彰」（商業：７年以上、工業：
10年以上、障がいのある人：３年以上）の区分により、表彰者が決定されます。
　候補者の推薦は事業所単位で受付けますので、事業所の代表者の方は市所定の候補者推薦書を必ず受付期間内に提
出してください。推薦書様式は西宮市ホームページ「事業者向け情報」の「産業振興」欄からダウンロード出来ます。
　問合せ及び推薦書の提出は　西宮市役所商工課（西宮市六湛寺町10番3号市役所本庁舎８階　℡0798-35-3641）へ

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、表彰式については中止になる可能性があります。

西宮市役所からのお知らせ ―中小企業従業員表彰候補者の推薦を受付―
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Feature特　集 新型コロナウイルス感染症関連対策

月次支援金のご案内

【兵庫県】中小企業新事業展開応援事業

概　　要：2021年の４月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」
や「外出自粛等」の影響により、売上が 50％以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事
業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。

要　　件：対象となり得るもの（①②を満たすもの） ＊詳細は下記 URL をご確認ください。
①対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
② 2021年の月間売上が、2019年又は 2020年の同月比で 50% 以上減少

給 付 額：中小法人等 上限 20万円／月、個人事業者等 上限 10万円／月
＊ 2019年又は 2020年の基準月の売上－ 2021年の対象月の売上

申請期間：（4月・5月分）2021年 6月 16日～ 8月 15日　　 （6月分） 2021年 7月 1日～ 8月 31日
（７月分） 2021年８月 1日～９月 30日

手続きの簡略化：一時支援金を受給又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けている場合 
①新たな月次支援金の申請を行う際は、基本的には改めて事前確認を行う必要はありません。
②一時支援金の受給に際して提出いただいた書類も、改めて提出いただく必要はありません。

ただし、修正・追加がある場合には、修正後・追加の書類を提出いただく必要があります。

　新型コロナウイルス感染症の影響下で、県内中小企業者が経営力強化のため取組むコロナ禍の環境変化に応じたビジネ
スモデルの再構築や新たな事業展開に対して支援します。
補助対象者：次の①、②の条件を満たすもの

①兵庫県内に事業所を有する中小企業者
②申請前の直近の６ヶ月間のうち任意の３ヶ月の合計売上高が、2019年１～ 12月又は 2020年１～３月

の同 3 ヶ月の合計売上高と比較して 10％以上減少していること
補助対象事業：業態やサービス提供方法の変更や追加等ビジネスモデルの再構築により経営力強化を図るための取組み
補助対象経費：補助対象事業の遂行に必要な経費
申 請 期 間：令和３年７月５日（月）～令和３年７月 30日（金）必着　※お急ぎください　※消印有効ではありません　
補 助 金 額：右表の各補助対象経費区分に応じた額

申 請 方 法：下部より申請様式をダウンロードし、商工会議所へご提出ください
※申請にあたっては、必ず公募要領をご確認ください
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/chushokigyoshinzigyotenkaiouen.html

問 合 せ 先：西宮商工会議所　TEL：0798-33-1131

■当所での対応について
西宮商工会議所では月次支援金の登録確認機関として、会員事業者を対象に事前確認（事前確認通知番号の発行）を

行います。＊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。
当所への事前確認依頼：事前に月次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

ご準備の上お問合せください。詳細につきましては下記の URL をご確認ください。
＊詳細→ https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin

補助対象経費 補助金額
　50万円以上 ～  70万円未満 35万円
　70万円以上 ～ 100万円未満 50万円
100万円以上 ～ 150万円未満 75万円

※補助対象経費が 50万円未満
または 150万円以上となる
場合は、申請できません
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Q&A専門家 Q &A

　先祖代々の土地を長男Ａに相続させますが、
長男夫婦には子がいないため、将来、長男が亡

くなった後は、この土地を次男Ｂの子ども b（直系の孫）
に継がせたいと考えています。遺言書を残せばそのよ
うな資産承継は可能でしょうか。

　「後継ぎ遺贈」と呼ばれる相続方法ですが、遺
言ではできないと解されています。

　ただ、民事信託を利用すれば、先祖代々の土地を長
男 A →直系の孫 b へと継がせることが可能になります

（後継ぎ遺贈型受益者連続信託）。
　この後継ぎ遺贈型の信託を利用すれば、ご質問の
件以外でも、例えば、自分が亡くなった後、自宅は

　2020年６月に公益通報者保護法が改正さ
れて従業員数 300人を超える企業は内部通報

制度が義務付けられることになると聞きました。弊
社でも社内の不祥事をできるだけ減らすため、内部通
報窓口を設置して内部通報体制を作りたいと思いま
すが、どのような点に注意して制度設計すればよいで
しょうか。

　内部通報制度で最も重要な点は、安心して通
報ができるよう、通報者の氏名や所属等の通報

者情報が会社に絶対に漏れない通報者保護の仕組みを
徹底することです。不祥事の芽を察知した従業員が何
とか是正しようと思っても、通報窓口が、会社役員や
社員で構成される内部窓口しかなければ、内部通報を

今の妻に相続させたいものの、妻との間には子はお
らず、前妻との間には子がいる場合に、今の妻が亡
くなった後は前妻との間の血のつながった子に当該
不動産を相続させたい、という要望も叶えることが
できます。遺言だと、今の妻が相続したらその後は
前妻との間の子に承継させることはできませんし、
他方で前妻との間の子に相続させる遺言だと、その子
と今の妻との折り合いが悪ければ、今の妻は自宅を追
い出されかねません。
　その他、事業承継で、次期社長への議決権100％承
継を遺留分侵害なく実現したいといった場面でも民事
信託は非常に有効です。資産・事業承継に悩まれたら、
一度、法律専門家にご相談下さい。

利用しようとは思わないでしょう。SNS で暴露されて
も厄介です。
　そのため、経営陣からも独立した社外の第三者に、
内部通報の外部窓口を依頼して、通報者情報の秘匿、
会社との情報遮断を徹底することが肝要です。
　外部窓口の候補としては、通報窓口専門の企業や、
法律事務所（非顧問）などがあります。通報受理後の調
査権限も外部窓口に付与する仕組みであれば、調査能
力という点でも弁護士が最適でしょう。社員が内部通
報窓口を信用してくれれば、マスコミや SNS 等外部
への不祥事暴露を避けて、内部通報による自浄作用を
期待できます。
　依頼する外部窓口とも相談して、社員が活用しやす
い内部通報制度を構築して下さい。

Q

Q

Ａ

Ａ

兵庫県弁護士会　弁護士　中野 宗一郎

民事信託を活用した資産承継・事業承継

内部通報の社外窓口設置
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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

西宮の起業家を応援！起業家支援助成金
（兵庫県）申請サポートセミナー

職場における新型コロナウイルス感染症
への感染予防及び健康管理について

事業再構築補助金対策セミナー

　６月８日、『西宮の起業家を応援！起業家支援助成金
（兵庫県）申請サポートセミナー』をオンラインにて開催
し、25名が参加した。講師には、アオイコンサルタン
ツ株式会社　代表取締役　福田侑摩氏を招き、兵庫県の
令和３年度起業家支援助成金うち６月30日に締め切り
となった若手・女性・シニア・ポストコロナ・UJI ター
ン（一般枠）起業家向け助成金について、助成金の概要
及び採択される申請書作成のポイントを解説した。

　６月10日「ものづくり補助金＆事業再構築補助金対
策セミナー」をオンラインにて開催した。講師には、ア
シストコンサルティング　代表　江尻幸雄氏をお迎え
し、定員を超える申し込みをいただく等、多くの方にご
参加いただいた。

セミナーの内容は事業再構築補助金の制度自体を丁寧
に補足するものであり、初めて当補助金を利用する事業
者にとってわかりやすいものであった。また、セミナー
後に30分間程度の質疑応答時間を設けていたが、各事

　厚生労働省より、労使団体や業種別事業主団体などの
経済団体に対し、職場における感染予防、健康管理の強
化、テレワークの積極的な活用等を、傘下団体などに向
け周知するよう協力を依頼がなされています。
　下記の「職場における新型コロナウイルス感染症の拡
大を防止するためのチェックリスト」を活用して職場の
状況を確認して、感染防止対策を行いましょう。
　職場における新型コロナウイルス
感染症の拡大を防止するための
チェックリストのダウンロード

（PDF：R3.7.2版）はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000657665.pdf

業者から多くの具体的な質問をいただけたことにより、
活発な意見交換の場とすることができた。
　当所も認定経営革新等支援機関にあたり、今年度中に
残り３回あると言われている事業再構築補助金の申請に
ついて、確認書を発行する等、引き続きサポートさせて
いただく。

　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。

小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞「申請書作成」個別相談会 参加費無料

開催日時：令和３年８月23日、25日、26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：西宮市民会館（西宮市六湛寺町10-11）
申込方法：右のＱＲコードから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。

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

小規模事業者持続化補助金
＜低感染リスク型ビジネス枠＞

　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、
その計画に沿って新た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２年度補正予算＜低感染リスク型ビジネス枠＞

https://www.jizokuka-post-corona.jp/
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Information西宮商工会議所からのお知らせ

　月次支援金や事業再構築補助金などの補助金申請、販路拡大、融資制度、新商品開発の相談など、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
ある事業者の相談も無料で応じます。お気軽にお越しください。

　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１期分の納期限は、８月31日（火）
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でお納めください。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。
　また、令和２年11月よりスマートフォン決済アプリ「PayB」「PayPay」「LINEPay」が利用できるようになりま
した。コンビニエンスストアー・スマートフォン決済アプリは納付額が30万円以下のものに限ります。
※納税には便利な口座振替制度もぜひご利用ください。お近くの県税事務所でお申込みいただけます。

個人住民税は、県民税と市町民税をあわせて市町が課税し、徴収する税です。給与所得者と65歳以上の年金受給
者は、給与や年金から特別徴収され、それ以外の方は、市町から送付される納税通知書により、原則として年４回に
分けて納めていただきます。
　給与所得者等以外の方の個人住民税の第２期分の納期限も、個人事業税と同じ８月31日（火）（市町により納期限
が異なる場合があります。）になっています。
※お問い合せはお近くの県税事務所またはお住まいの市（区）役所、町役場まで

西宮北部地域出張経営相談室

個人住民税・個人事業税の納税について

日　　時：令和３年８月18日（水） 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。

兵庫県・市町

　東日本大震災の教訓を踏まえた防災施策の実施に伴い、令和5年度までの個人住民税の均等割の税率
が年額1,000円（県民税500円、市町民税500円）引き上げられています。また、県民税均等割のうち
800円は緑の整備のための「県民緑税」です。
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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 8 月行事予定
日 月 火 水 木 金 土

  1   2   3   4   5   6   7
●正副会頭会議
●新商工会館

安全祈願祭

●起業塾
（オンライン②）

●起業塾
（オフライン②）

  8 9 10 11 12 13 14
●定例融資個別相談会
●起業塾
（オンライン③）

●マル経審査会
●起業塾
（オフライン③）

●雇用シェア説明会

15 16 17 18 19 20 21
●起業塾（広報・ブラ

ンディングコース①）
●起業塾（税務・資金

調達コース①）

●起業塾（IT活用コース①）
●起業塾（女性起業家

応援コース①）
●北部出張経営相談室

●よろず支援拠点
●働き方改革相談窓口

22 23 24 25 26 27 28
●起業塾（広報・ブラ

ンディングコース②）
●起業塾（税務・資金

調達コース②）

●起業塾（IT活用コース②）
●起業塾（女性起業家

応援コース②）

29 30 31
●第50回兵庫県通

信珠算競技大会、
第35回伝票算

　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５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

すが鍼灸治療院 西宮市北六甲台5－39－10 078-903-0510 出張施術（企業様も可）

株式会社サンライフプロ 西宮市愛宕山13－10 0798-56-9375 家庭用蓄電池販売施工

ミズマックス株式会社 西宮市石在町2－3 0798-23-1033 ホームページ作成
http://www.mizumax.com

CRAFT THREE 西宮市山口町金仙寺
1818－1－3 078-595-7705 家具修理製造・販売

岡田信也税理士事務所 西宮市上甲東園
5－5－10－B1 090-7767-2983 税務に関する業務全般 

https://www.okdzei.com

flower 多鶴乃 西宮市苦楽園五番町
2－56－2802 090-4286-8966 花と結びの講習と普及

写真は愛ナチュラルフォト 西宮市甲子園五番町
15－14－202 090-4291-1140 お宮参り・七五三・家族写真・結婚式他出張撮影全般 

https://qqmd83w9.wixsite.com/natural-photoworks

ウォータースタンド株式会社
西宮営業所 西宮市今津巽町6－35 0798-31-2445 水道直結型の浄水サーバーレンタル 

https://waterstand.co.jp/

一層のご繁栄を祈念いたします。新入会員紹介

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
　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
ましたが、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

（右記）にて承っております。引き続きよろしくお願い申し上げます。

【代替相談窓口】NPO 法人 兵庫県技術士会神戸事務所
URL: https://www.hpea-npo.com/　
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

●夏季休業
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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

米ぬか酵素風呂　穂みのり

東洋ブライダル

【所在地】西宮市日野町17－22－301
【URL】 https://www.toyobridal.com/
【お問い合わせ専用（大野直通）携帯番号 】 090-3924-6209
【駐車場】有り

「結婚のことを真剣に考えたい、でも信頼できる相談相手がいない・・・・」
ご本人様・親御さまのそんな不安や悩みを東洋ブライダルで解決を！

　電気やガスは使用しな
い自然発熱の力だけで温
ま る 体 に 優 し い 酵 素 風
呂♬国家資格保持のオー
ナ ー が 厳 選 し た 糠 を 使
用！ く つ ろ げ る 空 間 で
ゆっくり入浴できるので

深いリラックス効果を得られます。米ぬか特有の
きつい香りもなくデトックス効果＆美肌効果抜群。
女性特有の悩みや冷え改善、代謝アップなど嬉し
い効果が得られる！身体を芯から温めることで妊
活にも効果的です。

【所在地】西宮市松籟荘7－22　パローレ甲東園Ⅱ2階　
【TEL・FAX】0798-52-1616
【URL】 https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000451028/
【営業時間】10：00～20：00　　【定休日】水曜日　　【駐車場】無し
【料金】初回3,580円

甲
東
園

マクドナルド●

穂みのり 337

甲
東
園

マクドナルド●

穂みのり 337

武
庫
川

日野神社●

●瓦林小学校

瓦林中学校●

東洋ブライダル

中
津
浜
線

阪急神戸
線

米ぬか酵素風呂の力で免疫力アップ
デトックス効果大！内側からキレイに！

　西宮／西宮近郊／神戸／兵庫
／大阪の結婚相談所東洋ブライ
ダルは ､ 昔ながらの仲人形式と、
インターネットを活用した WEB
形式でお見合いからご結婚まで
すべてを経験豊富な大野東洋子

（一級心理カウンセラー）が親身
にお世話いたします。
　高い成婚実績を誇っています。
お気軽にお問い合わせください。
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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６月調査結果

Column人がつながる組織をつくる

防災・減災などの土木関連を中心とした公共工事が下支えしているものの、設備投資をはじめとする民間
工事が低迷したほか、木材・鉄鋼などの資材価格上昇による収益圧迫が押し下げ要因となり、ほぼ横ばい。

米国・中国の経済回復に伴い、受注増が続く半導体・電子部品関連の売上が好調なものの、鉄鋼をはじめ
とした金属材料や小麦粉などの原材料の仕入れ価格上昇が幅広い業種の収益を圧迫し、ほぼ横ばい。

半導体・電子部品関連や自動車関連の製造業からの原材料・部品の受注は堅調なものの、例年より早い梅
雨入りの影響で価格上昇が見られた農産物関連や飲食料品関連が全体を押し下げ、悪化。

巣ごもり需要による家具・家電製品などの住まい関連の売上が堅調に推移するものの、緊急事態宣言やま
ん延防止等重点措置による客足減少が続き、悪化。また、飲食料品関連では、巣ごもり需要が盛況だった
前年同月比では売上が悪化したとの声が聞かれた。

コロナ禍でデジタル投資向けの受注が伸びるソフトウェア業が下支えしているほか、テイクアウトに対応
した一部の飲食店の売上が伸び、改善。ただし、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響から、宴会・
観光需要が落ち込む飲 食・宿泊業では、厳しい状況が続く。

建設業

卸売業

製造業

小売業

サービス業

　本来つながっていたものが切り離されていくことを
「分断」といいます。同じ時間と場所を共有することで、
つながっていると感じていたものが、そこに自分の主体
的な意思がないことに気付く。つながっていたのではな
く、離れられなかっただけ。そう思ったとき、初めて人
は、何のためにこの仕事をしていくのか、何のためにこ
の会社で働くのかを真剣に考え始めます。
　そもそも、皆さまの会社の社員は仕事とどうつながっ
ているのでしょうか。仕事は与えられるものであり、目
の前のことをこなすことだと割り切っている人ばかりに
なってはいませんか。逆に、仕事にやりがいや意味を感
じ、自分なりの思いを持って、仕事に向き合っている人
はどのくらいいますか。
　若い世代が「この仕事は何のためにやるんですか。こ
の仕事を自分がやる意味はどこにあるんですか」と聞い
てくる。でもこれに対して、マネジャーたちは「仕事は
そういうものじゃない。意味が分からないことでもやる
のが仕事だ」と返してしまう。こう言われて、彼らは納
得し、仕事に前向きに取り組んでいくのでしょうか。本
来は意味のない仕事などないはず。でもやり続けている
うちに、それが単なる業務になっていて、そこに意味が
見いだせないものも多い。そう考えると彼らの疑問は、
改めてその仕事の意味や必要性を問い直すチャンスをく
れていると思えないでしょうか。

　同時に、見えなくなっている仕事と自分とのつながり
を取り戻す必要もあります。仕事の中で得られた小さな
達成感、小さな喜び。でもそれに誰も気付いてくれない、
良かったねと言ってくれない。それが当たり前になると、
自分でも達成感も喜びも感じられなくなる。やがて、お
客さんに「ありがとう」と言われても、心が動かなくなる。
そんな働き方から抜け出すために、お互いの小さな達成
感、小さな喜びを出し合ってみる、つなぎ合わせてみる。
そこにこの仕事の本当の意義が見えてくる。そんなふう
に、一人一人が得ている小さな達成感や喜びを集めてい
くと、そこからこの仕事の意義が見えてくるのではない
でしょうか。
　もし見えてこなかったとしたら、本当に自分たちがやっ
ていることは誰のために、何のためになっているのかを
根幹から問い直す。誰かの幸せにつながらない仕事はや
がて、必要とされなくなる。そんな問い直しが必要です。
　諸説ありますが、昔は仕事とは書かず、為事と書いた
そうです。つまり、「しごと」とは「仕えること」ではな
く「為すこと」、「誰かのために、何かを為すこと」。自
分たちの「仕事」を「為事」に置き換えたとき、人と「し
ごと」に強いつながりが生まれるのではないでしょうか。

ジェイフィール　代表取締役
高橋　克徳

◆「「しごと」と「人」のつながりを取り戻す」

高橋　克徳／たかはし・かつのり
　野村総合研究所、ワトソンワイアットを経て、ジェイフィール設立に参画。2010年より現職。13年より東京理科大学大学院イノベーション研
究科教授、18年より武蔵野大学経営学部 特任教授を兼務。榊原清則氏、野中郁次郎氏に師事し、組織論、組織心理学、人材マネジメント論、人材
育成論を専門とする。 特に、人と人との相互作用が組織に与える影響、ダイナミズムを研究し、組織感情、リレーションシップなどの新たな切り口
を提示し、組織変革コンサルティング、人材育成プログラムの開発などに力を入れている。08年に出版した『不機嫌な職場（共著、講談社現代新書）』
が28万部のベストセラーとなり、その後も数多くの書籍や講演活動を通じて働く日本人の心の再生への動きをリードしている。
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青年部からのご案内　Blue Navi

入ってよかった青年部

入ってよかった青年部

　交流委員会副委員長の柴原重太と申します。夙川
で行政書士事務所を営んでおります。今回は、意外
と話す機会が少ない当事務所の業務内容について紹
介したいと思います。
　一言で「行政書士」と言っても、この資格は取扱
うことができる業務の幅がとても広く、事務所に
よって実施している業務が大きく異なっています。
　当事務所では、主に以下の 3つの業務を取り扱っています。

1. 建設業許可の取得支援　2. 外国人在留資格取得支援　3. 中小企業支援
【1. 建設業許可の取得支援】
　行政書士業務の中でも、最も一般的なものかと思います。建設業を営んでい
る方がより大きな仕事に取り組みたいと思った際に必要となる許可や入札参加
資格ですが、これらの取得や更新を支援しています。

【2. 外国人在留資格取得支援】
　外国人の優秀な人材を雇用するためには、その方が適切な在留資格を取得し
ていることが必要です。現在日本在住ではない人や、現在は留学生として日本
に滞在している人などを雇用する場合には、在留資格を取得したり変更したり
する必要があります。これらの支援を行っています。外国人の雇用を検討した
際は、一度ご相談ください。

【3. 中小企業支援】
　会社の設立、創業融資、各種補助金の申請といったことを支援しています。
特に昨年は、コロナ禍も関係しているのかお問い合わせが多く、お客様と一緒
に事業計画書を 50件以上作りあげました。最近は、コロナ関連の補助金申請の
相談が増えてきている気がします。

　3つの業務の共通点として、「お客様の利益につながる前向きな仕事」というこ
とが言えます。当事務所に業務を依頼していただき、それをきっかけにお客様の
利益が上がり企業として成長していく、そんなお手伝いがしたいと思っています。
現に、これまで取引をしてきたお客様のほとんどは業績が向上しており、このよ
うな関係性を構築できていることは、私の密かな自慢です。
　実際、お客様の利益につながらないような無理なお仕事は、ご依頼を受けて
もお断りすることもあります。
　比較的年齢が近い、職業を超えた経営者の集まりである青年部は、人脈が広がり
経営に関する意見やアドバイスをいただいたりする貴重な機会となります。これか
らも積極的に参加し、交流を楽しみつつ経営者としても成長していきたいと考えて
います。

　拡大委員会副委員長の今野真紀と申します。私は甲子園口に事務所兼サロン
である『こころ美』を構え、下記のような多種の事業を手掛けております。

【アナウンス業】
テレビやラジオ番組のリポーターやパーソナリティ、ナレーター、各種イベ

ント（展示会・式典・祝賀会・結婚式等）の司会、選挙ウグイスなど、アナウン

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。

交流委員会副委員長　柴原　重太

拡大委員会副委員長　今野　真紀

【柴原行政書士事務所】　西宮市寿町 3番 25-205号
TEL：0798-78-3682　MAIL：shibahara-sh@shibahara-office.com

ス業全般。
青年部では入会早々に新会員歓迎会で司会を仰せつかり、入会２年目には卒

業例会で司会のアシスタントを務めさせていただきました。また、青年部 OB
議員の選挙ウグイスや、企業の式典、周年パーティー等の司会もご依頼いただ
きました。

【マナー講師】
　関西作法会の師範を取得。現代作法・ビジネスマナー講師
として、大学での非常勤講師や、企業での研修講師に従事。
　和式の作法から社会人として必要なビジネスマナー約２０
項目、またコミュニケーションスキルの講座を担当、クライ
アント様へオーダーメイドで対応しています。

【ヨガインストラクター】
　国際ヨガライセンスである全米ヨガアライアンス取得他、
骨盤ヨガ・ヴィンヤサ・陰ヨガ・マタニティヨガ・シニアヨ
ガ・ダイエットヨガ等、８種類の専門分野のティーチャート
レーニング終了。

現在は、神戸みなと温泉蓮様の岩盤ヨガクラスや、企業様、
個人様宅でのパーソナルの出張ヨガ、高齢者施設におけるシ

ニアヨガなどをご依頼いただいております。
解剖学をもとに一人ひとりの体の状態に合わせたヨガを提案し、心や体の不

調の改善を行い、今後は高齢化する社会の課題をふまえ、介護に頼らない高齢
者の皆様の介護予防ヨガを提案し、健康な体づくりを目指しています。
　青年部では研修会で講師を務めさせていただきました。

【ネイリスト】
　ほんわか商店街沿いのワンルームマンションの一室に
プライベートサロンを構え、友人・ご紹介のみの完全予
約制で施術を行っております。
　大人・シニア世代の女性がイキイキと輝き、誰でも気
楽にネイルのオシャレを楽しんでいただけるよう、一般
的なネイルサロンの半額位の価格で提供してきました。営業せずとも口コミで
広がり、今では地元の多くの方にご利用いただいています。
　平均 約 4,500円　ストーンつけ放題 500円　10本デザイン違いも同価格

【コロナ禍の状況】
　初期の頃は結婚式等イベント関連の仕事はほぼ全滅でしたが、今は with コロ
ナを掲げ、十分な対策を取った上で少しずつ開催も増えてきました。講師業で
はオンライン授業を導入しました。ヨガは施設の休業が続きますが、オンライ
ンレッスンや屋外ヨガといった新しい取り組みを始めました。ネイルは換気や
消毒を徹底し、通常通り営業しております。
「こころ美」が複数の業種を持っていたことで、なんとかリスクマネジメント

を図ることができたのかなと思っております。
【まとめ】
　青年部に入会したきっかけは、多くの友人が入会し、色々なイベントで楽し
く過ごされている様子を SNS で拝見し、私も仲間に入りたいなと思ったことで
した。
　青年部の皆さんが、仕事とプライベート、オンとオフを使い分け、様々な分
野で充実して過ごしておられるお姿に刺激をもらって、楽しく交流させていた
だいております。

【こころ美】　西宮市甲子園口２丁目 17-20-203
TEL：0798-65-9022　予約制
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市内の優れた商品（モノ）
を紹介します。西宮逸品

図鑑
第 25回

Nishinomiya IPPIN Zukan

◆丈夫で色が豊富な帆布を使用
使い勝手がよいと人気のトー

トバッグですが、ポケットがも
う一つあったら…、持ち手がも
う少し長かったら…と、何かが
足りない、と感じることがあり
ます。
　工藤さんが作るトートバッグ

「ぬぬとーと」は、綿密なリサー
チを反映したセミオーダーバッ
グ。豊富なカラーバリエーショ
ンの帆布から色を選びます。持
ち手は共布でシンプルにするも
よし、反対色でアクセントにす
るもよし、チラ見せタイプとし
て、2色づかいも可。
「帆布は強くて長もちする上、

使うほどに風合いが出てきます」と工藤さん。帆布の他
にチュールやツイードをあしらった、おめかしタイプも
あります。
　外側は前と後に大きなポケット、内側には大きさの違

うポケットが3つ。
取り外し可能な底板
は袋型で、防犯のた
めに大切なものを入
れておくこともでき
ます。内部の D カ
ンは、パスケースな
どをフックでとめて

おける便利な存在。一つ一つ手作りで、縫製もとてもしっ
かりしています。
　今は対面販売がやりづらい状況ですが、インスタグラ
ムの DM を使って布見本の画像を送るので、全く問題
ありません。

◆きっかけはママ友の評判
工藤さんは元々デザイ

ナーですが、カバンを専
門にしていたわけではあ
り ま せ ん。 き っ か け は、
子どもが小学生の頃、簡
単に取り外しができる「移
動ポケット」を作ったこ
と。パンツやスカートの
ベルトに留めてハンカチなどを入れるものです。女性の
服にはポケットが少ないので、クチコミでママ友に広が
り、2016年に西宮商工会議所の起業塾で学んで事業化
しました。今でもこのポケットは人気商品です。

◆注目の新商品「しごとーと」
仕事をもつ女性に向けたオーダーバッグがこの秋デ

ビューします。A4の書類が入るサイズで、取り外し可
能なパソコンポケットがつき、ペン入れなどのポケット
サイズも自在に。さらに、肩にかけた時に内側から定期
などが取り出しやすいように、右利き用と左利き用でポ
ケット位置が違います。他にも様々なオプションが選べ
る新トートバッグ、楽しみですね。

（取材協力：ウエストプラン）

機能的でおしゃれなセミオーダーバッグ機能的でおしゃれなセミオーダーバッグ

　行き先ごとに、予定ごとに使いやすいバッグは違
います。なかなか思い通りのバッグが見つからない、
という悩みは多いもの。工藤恵子さんは、そこに着
目してオリジナルバッグづくりで起業しました。

オーダーバッグ専門店　Nunu

サイズは、ミニ、S、M の3種類。ミニでもお弁当箱や長財布が入るので、とっても便利。

オーダーバッグ専門店　Nunu　　西宮市建石町1-30【TEL】0798-78-7418
【URL】https://nunubag.com/　【Shop】https://lachura.thebase.in/

商品に関する問い合わせ先

ぬぬとーとぬぬとーと

画像を送って布を決めていく。

取り外し可能な移動ポケット。

共布で小物入れも。


	2021年8月号表紙
	p1 特集1：株式会社みなと銀行
	p2 特集1：株式会社みなと銀行
	p3 特集2：令和２（2020）年度　事業報告
	p4 特集2：令和２（2020）年度　事業報告
	p4 Information：中小企業従業員表彰候補者の推薦を受付
	p5 特集3：新型コロナウイルス感染症関連対策
	p6 専門家Q&A
	p8 Monthlyあ・ら・かると：西宮市の起業家を応援！起業家支援助成金（兵庫県）申請サポートセミナー
	p8 Monthlyあ・ら・かると：事業再構築補助金対策セミナー
	p8 Monthlyあ・ら・かると：職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について
	p8 Information：小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞「申請書作成」個別相談会
	p9 Information：西宮北部地域出張経営相談室
	p9 Information：個人住民税・個人事業税の納税について
	p10 Information：西宮商工会議所8月行事予定
	p10 Information：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
	p10 Information：新入会員紹介
	p11 がんばってます：東洋ブライダル
	p11 がんばってます：米ぬか酵素風呂　穂みのり
	p12 コラム「人とつながる組織をつくる」
	p12 早期景気観測　業種別の動向　2021年6月調査結果
	p13 青年部からのご案内　Blue Navi
	p14 西宮逸品図鑑：ぬぬとーと／オーダーバッグ専門店　Nunu



