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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

休業日：３月19日(金)～22日(月)
再開日：３月23日（火）
〒662-0911
西宮市池田町9－7
フレンテ西宮ビル西館 ３階
※電話番号及びFAX番号に変更はございません。

移転スケジュール

移転住所

西宮市商店市場連盟
休業日：３月19日(金)～22日(月)
再開日：３月23日（火）
西宮市池田町9－7
フレンテ西宮ビル西館 ３階

移転スケジュール

移転住所

西宮５ライオンズクラブ
移転日：３月13日(土)
西宮市六湛寺町12－12
西宮建設会館 ３階

移転スケジュール
移転住所

公益社団法人西宮納税協会
移転予定：３月末
西宮市城ヶ堀町２－７
JA兵庫六甲西宮支店  北館２F

移転スケジュール

移転住所

ＮPO法人兵庫県技術市会　阪神分室
移転予定：２月末
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
078-599-7545

移転スケジュール

移転住所

TEL
FAX

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
06-6412-0722

移転住所

TEL
FAX

ＮPO法人日本災害救助ボランティアネットワーク
移転予定：３月上旬
西宮市津田町3－43

移転スケジュール

移転住所

特定非営利活動法人コミュニティ事業支援ネット
移転日：2月7日（日）
再開日：2月8日（月）
西宮市田中町4－8

移転スケジュール

移転住所

西宮商工会議所パソコン教室

休業日：3月13日(土)
再開日：3月15日（月）
〒662-0918
西宮市六湛寺町12－12
西宮建設会館 ３階

移転スケジュール

移転住所

　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）

西宮商工会議所報

2021

№794 毎月１回 25日発行 2

西宮逸品
図鑑 第　 回19

CONTENTS
特集 feature
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 …… P１～２

　【兵庫県】新型コロナウイルス感染症に対する
　　　　　　緊急事態措置実施区域に指定されました。
　　　　　　　　　　　（１月14日時点）…………Ｐ３～５
令和３年度 税制改正のポイントについて …………Ｐ５

専門家Q & A ………………………………………………… P６
Monthly あ・ら・かると ……………………………… P７
INFORMATION ………………………………… P８～ 10
がんばってます …………………………………………P11
Kuvel／株式会社ワイズワンホーム
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
Poppet／ぽぺっと（株式会社コーユー）

明るく元気な社員がお客さまを全力でサポートする
「特色ある個性豊かな会社」を追求

【兵庫県】新型コロナウイルス感染症に対する
緊急事態措置実施区域に指定されました。（１月14日時点）

令和３年度　税制改正のポイントについて

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
神戸支店　西宮支社

「Poppet ／ぽぺっと」
（株式会社 コーユー）

飛び出すフォトレリーフで、
大切なペットの思い出をいつまでも
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Feature
特  集

京阪神ゆかりの損害保険会社

　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、MS&AD
ホールディングスのグループ会社として、主にリテール

（保険代理店経由の営業）分野の損害保険事業を展開し
ている。100年以上にわたる歴史の中では、神戸発祥
の神戸海上運送火災保険株式会社が、同和火災海上保険
を経て現社名の「同和」として残っており、いわば京阪
神においてゆかりのある損害保険会社といえる。
　そして現在、同社がめざしているのは、「明るく元気
な社員がお客さまを全力でサポートする『特色ある個
性豊かな会社』」である。その中で先進性や多様性、地
域密着を重視した経営を通じて、時代の変化に即して
ビジネススタイルを変革しつつ、個人および法人の顧
客の安全・安心を守るために事業を行っている。

先進の IoT を活用することで
自動車保険を差別化

　まず先進性ということでは、業界に先駆けて IoT（情
報通信技術）を活用したテレマティクス自動車保険の
分野に参入。日本におけるこの分野のパイオニアとし
て、新たな商品・サービスを次々に生み出している。

2019年には専用ドライブレコーダー型端末を用いた
国内初の運転挙動反映型自動車保険「タフ・見守るクル
マの保険プラス」を発売。「事故のあとの保険から事故
を起こさない保険へ」をテーマに、安全運転を促進す
ることで交通事故の未然防止への貢献を追求している。
　この保険商品では、ドライブレコーダーで取得した
走行データに基づき、安全運転を行う契約者の保険料
を割り引く。たとえば、安全運転スコアが 80点以上
であれば、継続契約において８％の運転特性割引が
適用される。安全運転を心掛けることで、事故の防
止につながる上、保険料の節約となるのは大きなメ
リットだ。
　また、ドライブレコーダーのさらなる活用について、
同社は「事故緊急自動通報サービス」を始めている。こ
れは、ドライブレコーダーが衝撃を感じると同時に、
その映像をコールセンターに送るというもの。専任オ
ペレータが運転手に安否確認などの電話連絡を素早く
行うことでドライバーに安心を提供できるのだ。加え
て、交通事故における過失割合を算定する上での資料
ともなる便利なサービスである。
　このほか、「24時間365日事故対応サービス」の

「I’m ZIDAN」は、夜間や休日でも事故受付のみならず、
示談交渉やロードサービスの手配、代車の手配などを

明るく元気な社員がお客さまを全力でサポートする
「特色ある個性豊かな会社」を追求

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
神戸支店　西宮支社
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行うという充実したサービスだ。夜間や休日の事故発
生時、競合他社のほとんど
が初動対応の事故「受付」だ
けなのに対して、同社では
24時間365日、社員によ
る事故「対応」を可能にして
いる点が大きな特長となっ
ている。掲載の QR コード
を読み取り、同社の卓越し
た取組を是非ともごらんい
ただきたい。

新型コロナウイルス感染症に備えた
損害保険を充実

　自動車保険に限らず、同社では SDGs（持続可能な
開発目標）の観点から社会課題の解決に資する商品・
サービスの強化を進めてきた。
　中でも、新型コロナウイルス感染症の影響が企業の
経営に打撃を与えている現在、リスクに備えた補償の
拡充を図っている。
　たとえば、火災保険（事業活動総合保険・企業財産包
括保険）および新種保険（タフビズ賠償総合保険）に関
して、2021年１月以降始期契約については、新型コ
ロナウイルス感染症を支払いの対象とする補償を拡大
している。
　このほか、集中豪雨などの自然災害が毎年のように
頻発する中、水災補償や休業損害補償を充実させた損
害保険（タフビズ賠償総合保険、企業財産包括保険など）
を用意している点も特長の一つだ。

2019年に西宮市との包括連携協定を締結

　一方、多様性については、トヨタグループや日本生
命グループなどとのパートナー関係の強化をはじめ、
多くの顧客基盤を持つ企業との協業による新たな保険
ビジネスモデル創出に挑戦している。そして、協業先
が持つさまざまなデータを共同で研究し、商品開発や
新しい提案機会の創出に取り組んでいる。
　さらに、地域密着に関しては、2020年６月改正道交
法の施行によりあおり運転が「妨害運転」として規定さ
れることを受け、あおり運転撲滅への取組を強化してい
る兵庫県警との連携を通じて、ドライブレコーダーの図
柄とともに「WARNING 録画中 接近注意！！」と表記
した「あおり運転抑止ステッカー」を2万5,000枚作成。
契約者はじめ県民の方々に配布している。同社のドライ
ブレコーダー付き自動車保険の事故率が約20％下がっ
たという結果が出ており、交通事故防止に大きく貢献し
ているのは間違いない。この取り組みが高く評価され、
このたび兵庫県警より感謝状授与の運びとなった。
　さらには、同社は西宮市と2019年に包括連携協定
を締結。地方創生の観点から地域の安全・安心や防災、
産業振興などでの取り組みを行っている。昨年夏には、
夙川河川敷の桜の根元を保護するために、あじさいの
植栽費用を３年計画で寄付するなど環境保護活動に余
念がない。
　このほか、西宮市の後援を受けて、市内の公民館で
防災に関するセミナーを実施するなど、地域社会の課
題に真摯に向き合う損害保険会社として活動を展開中
だ。少子高齢化が加速する日本において、地方創生に
向けた同社の取り組みは重要性をますます増している。

■事業所名：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　神戸支店　西宮支社
■西宮支社長：高田　恒平
■会社設立：1918年（大正７年）
■西宮支社所在地：西宮市池田町12－20　　■西宮支社代表電話：0798-33-0792
■事業内容：損害保険事業
■ホームページ：https://www.aioinissaydowa.co.jp

■会社概要

先着100事業所様に「あおり運転抑止ステッカー」を進呈いたします。事業所名・所在地・電話番号・
ご芳名をご記入のうえ、あいおいニッセイ同和損害保険　担当川村宛メールにてお申込ください。
アドレス【norio-k@aioinissaydowa.co.jp】
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Feature特　集

【兵庫県】新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態措置実施区域に
指定されました。（１月14日時点）

　兵庫県内でも新規陽性者が急増し、医療体制が非常に厳しい状況です。これまでの感染経緯の状況か
ら、飲食店の時間短縮をはじめ、人の流れを抑制する対策が必要であると言われています。不要不急の
外出を控えるなど、危機的状況回避に向けたご理解、ご協力をお願いします。

１．１月12日～13日（２日間）
対象地域：西宮市、神戸市、尼崎市、芦屋市
対象施設：酒類の提供を行う飲食店等（バー、ナイトクラブ、カラオケ店、居酒屋等）
要請内容：午前５時～午後９時の間に営業時間を短縮
協 力 金：１日あたり４万円／店舗×時短営業日数

２．１月14日～２月７日（25日間）
対象地域：兵庫県全域
対象施設：飲食店（居酒屋、喫茶店等）、遊興施設
要請内容：午前５時～午後８時の間に営業時間を短縮

＊ただし、酒類提供は午前11時～午後７時まで
協 力 金：１日あたり６万円／店舗×時短営業日数

 上記１．２．について、「一つの申請書」で受付予定

申請方法：申請書類や配布場所（1月下旬に公表予定）、申請は2月8日以降（予定）
　  ＊詳細→ https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/koronakansenkakudaibousikyouryokukin.html

問合せ先：兵庫県　営業時間短縮・協力金コールセンター
TEL 078-362-9844（平日 午前９時～午後５時）

緊急事態措置実施区域：兵庫県全域（全国の11都道府県）
実　　施　　期　　間：１月14日（木曜日）から２月７日（日曜日）

＊詳細→ https://web.pref.hyogo.lg.jp/

飲食店等に対する営業時間の短縮要請（協力金）
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Feature特　集

１．売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給 
対　象：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・移動の自粛により影響を受け、

売上が減少した中堅・中小事業者（緊急事態宣言発令地域を順次追加）
要　件：緊急事態宣言の再発例に伴い、

①緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること、または、
②緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を

受けたことにより、本年１月または２月の売上高が対前年比▲50％以上減少していること
支給額：法人は40万円以内、個人事業者等は20万円以内の額を支給
※算出方法：前年１月及び２月の事業収入―（前年同月比▲50％以上の月の事業収入×２）

２．持続化補助金の優先採択
　3次補正予算案に計上した持続化補助金や事業再構築補助金について、緊急事態宣言による影響
を受けたことを証明する事業者が申請をした場合は、審査において加点し、優先的に採択する。

３．日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化
迅速な資金繰り支援を行うため、
・直近１ヶ月未満（２週間以上）でも売上減少要件（小規模事業者の場合▲15％等）を判断できるよ

う運用を緩和する。
・融資の申請時に、「試算表」を省略可とする。
・融資の申請時に、「押印」を不要にする。

＊詳細→ https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/
問合せ先：中小企業庁 長官官房 総務課　TEL 03-3501-1768

概　要：自宅パソコンで職場パソコンにアクセスし在宅勤務できるテレワークシステム基盤「テレ
ワーク兵庫」の利用企業を募集します。

対　象：原則、兵庫県内の中小企業（資本金３億円以下または従業員数300人以下等）等
条　件：利用開始から令和５年12月までの間、無償で提供　＊応募多数の場合は抽選

＊インターネット回線、パソコン等については自己負担での準備要により決定
＊詳細→ https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk27/telwh.html

申込み・問合せ先：テレワーク兵庫　ヘルプデスク　TEL 078-381-9205
e-mail:hyogo-telework@soc.pref.hyogo.jp

緊急事態宣言の再発令を受けた中小事業者に対する支援措置（１月15日時点）

在宅勤務のための「テレワーク兵庫」の利用募集
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Feature特　集

（本チラシは2020年12月10日現在の情報を基に作成しております）

中
小
企
業
向
け

令和３年度 税制改正のポイント
速　報

西宮商工会議所
日本商工会議所M&Aや設備投資等環境変化への対応、事業継続・雇用維持に資する税制が実現！

環境変化への対応を後押しする税制措置

デジタル化に対応した納税環境整備
法人版事業承継税制の要件緩和

「新たな日常」に向けた企業の経営改革を実現する投資促進

事業継続・雇用維持に資する税制措置
１．経営資源集約化税制の創設
２．中小企業向け設備投資減税の延長（２年間）
３．研究開発税制の延長（２年間）・拡充
４．地域未来投資促進税制の延長（２年間）・拡充
５．中小企業防災・減災投資促進税制の延長（２年間）・拡充

電子帳簿保存法の要件の抜本的緩和

１．土地に係る固定資産税額の据置措置、商業地等の固
定資産税の負担調整措置等の延長（３年間）

２．中小企業者等の法人税率の軽減の延長（２年間）
３．所得拡大促進税制の延長（２年間）・要件簡素化

　持続化給付金については、2020年12月までを対象としており、申請期限は2021年１月15日ま
でですが、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方の書類の
提出期限を2021年１月31日から2021年２月15日まで延長いたします。
　加えて、書類の提出期限延長の申込期限は2021年１月15日から2021年１月31日
まで延長いたします。

詳細はこちら：https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html

　家賃支援給付金の申請期限は、2021年１月15日（金）24時となっております。
　必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021
年１月31日（日）24時まで追加の提出を受け付けます。また、2021年１月以降の新型コロナウイルス
感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出により、１月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた
方については、さらに2021年２月15日（月）24時まで追加の提出を受け付けます。
　　詳細はこちら：https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html

【持続化給付金】書類の提出期限の再延長に関するお知らせ

【家賃支援給付金】家賃支援給付金の申請期限について

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

詳細については、下記 HP をご覧ください。
https://n-cci.or.jp/pdf/r3zeisipoint.pdf

令和３年度 税制改正のポイント【速報】
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Q&A専門家 Q &A

　2020年４月に施行された改正民法のうち、
消滅時効以外で重要な項目を教えてください。

　民法の制定以来約120年ぶりの大改正で、さ
まざまな条文が改正されていますが、そのうち

重要項目とされている一つは、法定利率の改正です。こ
れまで、民事債権は年５％、商事債権（法人取引など）
は年６％と定められてきましたが、近年の市場金利が超
低金利であることとかけ離れているとの指摘があったこ
とから、法定利率を年３％に統一し（商事利率の廃止）、
今後は３年ごとに見直す変動制を取ることとしました。
　この改正に関連して実務上影響を受けることの１つ
として、損害賠償請求事案の賠償額があります。例え
ば、交通事故の被害者が訴訟をし、事故日から判決確
定日まで2年かかり、100万円の賠償が認められたと
します。遅延利息について、本年4月1日の改正民法

　犬のトリミング中に誤って怪我をさせてしま
いました。トリマーの私にはどのような責任が

あるでしょうか。また、飼い主に対してどのような対
応をしたらよいでしょうか。

　お客様から預かった犬を傷つける意図（故意）
がなければ、刑事責任を負うことはありません。

過失による器物損壊（動物傷害）は、刑法上処罰されま
せん。
　基本的には民事の賠償責任が問題となります。ペッ
トのトリミング契約は、有償の準委任契約と考えられ
ます。トリマーは、預かったペットの取扱いについて
善管注意義務を負い、専門家としての十分な注意を尽
くしても避けられなかったと認められる場合（レアケー
スと思われます）でない限り、飼い主に対する損害賠
償責任を負います。

施行前の事故だと10万円（100万円×５％×２）です
が、施行後の事故であれば６万円（100万円×３％×
２）に下がります。
　一方、損害を算定する際の「中間利息の控除」にも影
響します。典型的には、交通事故の被害者が死亡しま
たは後遺障害が残った場合、労働能力の全部または一
部が喪失したことによる減収見込額（逸失利益）を算定
して請求します。このとき、本来は将来にわたって継
続的に受け取るべきお金を先に受け取ることになるた
め運用益を控除するのですが、この利率は法定利率を
使って計算します。結論として、法定利率が低い方が、
賠償額は増えます。
　このように、民法の法定利率が下がったことは、被
害者にとって一長一短ですが、実際に、訴訟をして判
決確定までいくケースは多くはないので、被害者に有
利となる場面の方が多いと思われます。

　飼い主の損害は、怪我の部位や程度によって変わり
ますが、犬の治療費、通院のための交通費、付添費用
などが考えられます。怪我が酷く治療をしても後遺障
害が残った場合は、後遺障害の内容に応じて、飼い主
の慰謝料が認められることもあります。トリミング中
に猫の尻尾の一部約５cm を切断した事案について、
家族４名の慰謝料合計10万円を認めた裁判例があり
ます（東京地裁平成24年７月26日判決）。
　かつてとは違い、ペットを家族の一員として愛情をか
けて育てている飼い主が多いため、怪我をさせる事故が
あったとき、トリマーの初期対応が非常に重要です。飼
い主に謝罪した上で事実経過を説明し、その後も怪我の
治療状況や回復状況をこまめに確認するなど、可能な限
り飼い主の心情に配慮した対応が必要です。感情の問題
があり簡単ではないですが、ここで対応を誤ると紛争が
大きくなることがあるので、注意が必要です。

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

兵庫県弁護士会　会員　細川　敦史

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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ＭonthlyMonthly あ・ら・かると

新西宮商工会館建設工事施工事業者が決まる

令和３年（2021年）  賀詞交歓会

　12月22日に開催された第５回新西宮商工会館建設
推進特別委員会において施工業者が株式会社新井組（議
員事業所）に決定した。
　11月20日から「会議所の会員及び西宮市の令和２
年度競争入札参加資格者名簿の一般土木建築工事、建
築工事に登録されたＡランク業者」の条件のもと施工
業者の募集を行った。結果、５会員事業所から応募が
あった。また入札方法については、「総合評価制限付き
一般競争入札」とし、応募のあった５事業所について
評価項目に基づき「評価調書」の結果と「入札価格」を
算定式に当てはめ業者を決定した。
　第５回建設推進特別委員会の席上において提出され
た「入札書」及び事前に採点された「評価調書結果」が
実行委員会委員長により開封され、株式会社新井組が
落札事業者となった。
　なお、今後の事業スケジュールは次の通りである。

　１月６日、賀詞交歓会（主
催：西宮商工会議所、共催：
公益社団法人西宮納税協
会・一般社団法人西宮青年
会議所・西宮貿易協会）が、
ホテルヒューイット甲子園
において盛大に開催され、
金澤和夫兵庫県副知事、石井登志郎西宮市長、国会議員・
県議会議員・市議会議員、行政官庁および在関西領事
館の来賓等を含め約260名の参加があった。また、本
年はコロナ感染症防止のため、間隔を空けての席配置
による着席形式での開催とし、来賓紹介、鏡開き、飲
食の提供を省略するなど、時間を短縮し実施した。
　主催団体を代表し辰馬章夫会頭から「最前線におら
れる保健、医療従事者の皆様の正月休みもない大奮闘
に表敬慰労の思いを馳せながら、一人はみんなのため
にみんなは一人のために、且つコロナ収束という共通
の願い達成のために、今できることは何かを真剣に考
え、行動のアクセルとブレーキを踏み分けてまいりま
しょう。現状を耐え抜いて、その中から数々の喜びと
イノベーションを皆さんとともに踏み出してまいりた
いと思います。私たち４団体、それぞれの活動を通じ
て来る2025年大阪万博の年に市制100年を迎える
郷土西宮の質的発展の一隅を照らしてまいる所存であ
ります。」との挨拶があった。
　来賓代表として、金澤兵庫県副知事からは「医療従
事者の方々のご苦労に感謝の敬意を捧げるとともに、
併せて県民の皆様に感染防止への努力について御礼を
申し上げたいと思います。コロナの重圧というものも、
いずれは乗り越える時が来ます。ポストコロナの新し
い時代に向けて、今できる準備をしっかりしていきま
しょう。」との挨拶があった。
　石井西宮市長からは、「逼迫した状況の中ですが、対
策を講ずれば、感染は防げると考えておりますので、

皆様方には感染対策をしっかりしていただきながら経
済活動も回していき、緊張感を持って至っていければ
と思います。明けない夜はない、そして春の来ない冬
はない。皆様には引き続き苦労をお掛けする中ではご
ざいますが、我々も全力で向き合ってまいりたいと思
います。新しい日常に向けて、皆様と一緒に明るい西
宮を作っていくために頑張ります。」との挨拶があった。

今後のスケジュール
令和３年

１月下旬 工事請負契約の締結(解体工事)
３月23日～ 商工会議所事務局の仮移転
３月下旬～ 解体工事の着工

７月～ 建築工事の着工
令和４年

２月 新商工会館の竣工
３月 工事完了検査

４月～ 新商工会館へ入居
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Information西宮商工会議所からのお知らせ

　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３年４月５日（月）・６日（火）
両日とも9：00～17：00

会　　場：兵庫栄養調理製菓専門学校
　（西宮市北昭和町9-32）

定　　員：100名（申込先着順）
対　　象：令和3年度新入社員（大学院・大学・専門学校・高校卒）第二新卒　等
主　　催：西宮地区雇用対策協議会／西宮商工会議所
共　　催：宝塚商工会議所／芦屋市商工会
申込締切：令和３年３月19日（金）
問合せ先：西宮商工会議所　経営支援課　池田　TEL：0798-33-1257

詳しくは、同封のチラシか西宮商工会議所 HP をご覧ください

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

令和3年度　新入社員研修のお知らせ

日　　時：令和３年２月17日（水） 13：00 ～ 16：00（相談時間：１社30分まで）
場　　所：生瀬市民館 ２階 集会室（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　

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。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては変更になる可能性があります。

令和３年９月24日（金）にフォローアップ研修を開催予定



9 Report ◆ 2021 February ◆ 西宮商工会議所

Information西宮商工会議所からのお知らせ

Filter

新型コロナウイルス感染拡大防止策を徹底してまいります。

航空会社の取組み飛行機を安心してご利用頂くための

飛行機内の空気は
約3分間で入れ替わります。

各航空会社の取り組みはこちら

空港・航空機内での取り組み

空港内のカウンター等で、
マスクの着用をしています。

定期的に、機内・チェック
イン機などの消毒を
行っています。

機内サービス提供時に、
マスクや手袋の着用を
しています。

客室内の空気は、常に機外から新しい空気を取り入れ、約3分で
すべての空気が入れ替わります。また、機内で循環する空気は、
病院の手術室にも使用されている高性能なフィルターでろ過され、
清潔に保たれています。さらに空気は常に天井から供給され、床下
に流れて滞留することはありません。
航空機は常に衛生的で清潔な環境が保たれています。

大阪国際空港及びその周辺地域活性化促進協議会は
エアラインを応援しています！

航空会社の取組み飛行機を安心してご利用頂くための

新型コロナウイルス感染拡大防止策を徹底してまいります。

http://www.kksk.jp/

　近年、認知症の親の介護のために、休職や離職事例が増えています。休職や退職を未然に防ぐことや、高齢労働者
の環境づくりとして、認知症に対する理解、認知症の方々が活用できる介護保険制度についての理解を深める研修を
開催します。ぜひご参加ください。

　兵庫県では、無料で企業に認知症の専門医療・生活相談員を派遣する事業を実施していますので、ご相談ください。

認知症理解促進研修について

認知症支援専門職派遣事業

飛行機を安心してご利用頂くための航空会社の取組み

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf29/habatan-c-sapo.html
 （兵庫県ホームページ）

日　　時：令和3年2月18日（木）13：30～16：15
場　　所：西宮市職員会館3階大ホール
主　　催：兵庫県、兵庫県医師会、西宮市医師会
問合せ先：一般社団法人　兵庫県医師会　担当：西田　TEL：078-231-4114
申込方法：ご希望の方は兵庫県医師会ホームページよりお申込みください

https://www.hyogo.med.or.jp/news/2021-2-18 （医師会ホームページ）
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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

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

日 時 窓口技術士 技術部門 兵庫県技術士会の対応
  2 月 4 日 （木）
13：30～ 17：00

渡邉　拓也 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
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。

★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
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）

  2 月 18 日 （木）
13：30～ 17：00

細谷　陽三 金 属

  2 月  25 日 （木）
13：30～ 17：00

深田　晃二 衛 生 工 学

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（西宮商工会館本館２階）

■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　　西宮商工会議所　TEL.０７９８－３３－１1３１

無 料

西宮商工会議所 2 月行事予定
日 月 火 水 木 金 土

  1   2   3   4   5   6
●専門技術相談室

  7   8   9 10 11 12 13
●定例融資個別相談会

14 15 16 17 18 19 20
●第87回リテールマーケテ

ィング（販売士）検定試験
●北部出張経営相談室

●専門技術相談室
●よろず支援拠点相談窓口
●働き方改革相談窓口

21 22 23 24 25 26 27
●正副会頭会議 ●専門技術相談室

28
●第157回

簿記検定試験

　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２年11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 ・ Ｈ Ｐ ア ド レ ス

倉橋特許商標事務所 西宮市上大市2－19 050-6861-3827 知的財産専門の総合支援 
https://kurahashi-pat-tr.com/

株式会社ウェルネス研究所 西宮市甲東園1－9－1－301 0798-52-3406 コンサルティング・研修事業
https://wellness-labo.jp/

アシストコンサルティング 神戸市兵庫区里山町
1－46－312 080-3785-8026 経営力向上コンサルタント 

http://smso.web.fc2.com/
プルデンシャル生命保険株式会社 大阪支社 
山本　智重

大阪市北区大深町4－20
グランフロント大阪タワーA28F 090-8755-8300 ライフプランニング

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（右
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。

【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18－４（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
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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

売却の窓口　株式会社ワイズワンホーム

西宮で家を売るなら！！お任せください！

　私に売れない家はありません！
「いくらで売れるのか」より「どう
やって売るか」がとても大切です。
より良い方法をアドバイスさせて
いただきます！

　お気軽に売却の窓口ワイズワン
ホームにご相談ください！

門
戸
厄
神

門
戸
厄
神

門
戸
厄
神

いかりスーパー●

●テニススクール

●万代
㈱ワイズワン
ホーム

【所在地】西宮市門戸荘2－18
【TEL】0798-51-0146
【FAX】0798-31-6661
【URL】wise-onehome.jp
【E-mail】contact@wise-onehome.jp
【営業時間】10：00～19：00
【定休日】水曜日　　【駐車場】有り

商工会議所会員の方

査定無料サービス

Kuvel（クベル）　

【所在地】芦屋市大原町13－23
【TEL】0797-61-7217
【URL】 https://kuvel.net/
【E-mail】 hello@kuvel.net
【営業時間】9：00～19：00　　

【定休日】毎週月曜

【駐車場】有り（２台）

　夙川のヘアサロンで17年・芦屋
のヘアサロンで7年勤務し、この
度「35歳からのヘアサロン・クベ
ル」をオープンさせていただきまし
た。白髪 ・ダメージ・クセ毛など
加齢による髪の変化・お悩みを解
消いたします。痛まない最新ヘア
カラーや癒しのヘッドスパが人気。
クベルでは、徹底した感染症対策
を行い営業いたしております。詳
細は WEB サイトでご確認くださ
い。24時間ネット予約受付中。
　ご来店お待ちしています！

夙川・芦屋で24年勤務し
この度、独立開業させていただきました

新規ご来店でカットまたはカラー施術の方、
本誌を見たとお伝えいただきますと、

させていただきます。 ※有効期限：2021年８月末

ダメージケアトリートメント
（¥3,850）

無料体験プレゼント

ディレクター
清水　裕也
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LOBO早期景気観測

女性会の活動
おんな通信福福

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１月調査結果

災害復旧を含む公共工事は堅調に推移しているものの、店舗・宿泊施設などの新設・改修工事や民
間設備投資の低迷が続き、ほぼ横ばい。また、民間工事の減少による受注競争の激化を指摘する声
も聞かれた。

米国・中国向けの生産が持ち直している自動車関連や5G 向けの半導体製造装置関連が下支えする
ものの、民間設備投資や住宅向けの建設資材関連、ビジネス向けや婦人服などの需要が低迷する衣
料品が押し下げ、ほぼ横ばい。

内食需要が堅調な小売業向けの飲食料品、農水産品関連は堅調に推移したものの、宴会利用の減少
により外食向けの売上が落ち込んだほか、住宅投資の低迷により引き合いが鈍い建築材料関連が下
押し要因となり、悪化。

巣ごもり需要による飲食料品や日用品の売上は堅調なものの、新型コロナウイルス感染再拡大に伴
い消費者の外出を控える動きが広がり、客足が落ち込んだほか、ビジネス向けなど高価格帯の衣料
品の需要低迷が続き、悪化。

デジタル投資の増加による受注が好調なソフトウェア関連が下支えし、改善。飲食・宿泊業では、
GoTo キャンペーンの政策効果により客足が伸びていたものの、同事業の一時停止に伴うキャンセ
ルの増加などによる業績悪化を懸念する声が多く聞かれた。

建設業

サービス業

卸売業

製造業

小売業

　１月６日にホテルヒューイット甲子園で開催された
「賀詞交歓会に」、女性会の面々も出席しました。
　辰馬会頭による年頭挨拶に続き、兵庫県の金澤副知
事、西宮市の石井市長の挨拶を拝聴しました。コロナ
禍での取組や今後について、直接お話を伺え、また短
い時間の中でも経営者同士がお顔を合わせることがで
き、元気を頂けました。

コロナ禍による厳しい状況の中少しでも明るい話題
をと、江崎サロン・プレステージにて“バレンタインケー
キ作り”を企画していました。

江崎グリコの社長夫人江崎恵美子さんは、江崎サロ
ン・プレステージを主宰し、料理教室も開かれています。

コロナウィルス感染症対策をしながら、女性会への
スペシャルレッスンを通して、女性の生き方について
ヒントを頂くことを会員一同楽しみにしておりました。

　緊急事態宣言発出により残念な
がら中止と致しましたが、レッス
ンを受けることのできる日を待ち
望んでいます。

賀詞交歓会に出席して賀詞交歓会に出席して

ヒントの会ヒントの会
“シュガーデコレーション“シュガーデコレーション

ケーキ作りで女性を磨く”ケーキ作りで女性を磨く”

Tel：0798－33－1257
西宮商工会議所 女性会担当
ホームページは、こちら
https://n-cci.or.jp/joseikai/

会 員
募集中
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青年部からのご案内　Blue Navi

会員研修事業 スポーツ研修委員会事業

　2020年11月18日（水）、西
宮市民会館中会議室にて、「事業
主のための健康経営研修」～経
営は人・金・モノ・健康～が実
施されました。
　本年はご承知の通り、人が集
まる事業などの開催が難しく、
なかなか機会を設けることができませんでしたので、待望の事
業に多数の会員が駆けつけ、研修に望みました。
　今回は講師に、会員である多田さんと今野さんが登壇され、
それぞれ健康と経営についてのお話をしてくださいました。
　多田さんからは、広告代理店での豊富な経験と、ドイツのサッ
カーチームに所属していた経験を生かして、「健康経営」につい
てのお話をいただきました。
　経産省も推奨している健康経営ですが、コロナ禍で従業員の
運動量が減ってしまい、テレワークによって体の不調を訴える
人々も増えました。また、事業者は心の不健康も問題になって
きます。脳の活性化も含めて、心身が健康でなければ、仕事に
打ち込むこともできません。

　第2部今野さんの
パートでは、ヨガイ
ンストラクターとし
ての知見を生かして、

「オフィスストレッチ
ヨガ」をご披露いただ

きました。まずは知識としてのヨガを皆で勉強し、実践タイム
です。椅子に座ったまま出来るストレッチから、椅子を使って
立ち上がった状態でできるヨガなど、オフィスワークのような
狭い空間でも出来るヨガを教えていただきました。ご想像どお
り、一緒に実践した会員からは「いたたたた」という悲痛なう
めき声も聞こえていましたが、効果的なヨガにより、短時間で
したがカラダ中の血流が良くなったことを実感しました。
　いよいよ2020年も終盤です。2021年が皆様にとっても良
い年でありますように！

　2020年12月５日（土）西
宮高原ゴルフ倶楽部にて、事
業主のための健康経営研修
の一環としてスポーツ事業

「2020冬ゴルフコンペ～君は
一流のバンカーだ！～」が開催
されました。
　開催までには様々なスポーツ種目が候補にあがりましたが、

コロナ禍ということもあり、ゴルフと
なりました。
　11月18日の健康経営の研修事業
から派生した本事業ですが、ベスト
ボール方式というなかなか経験できな
いルールを設け、晴天のなか36名が
参加し、結果、大盛り上がりとなりま
した。

テレビ中継さながらのカメラも設置
され、各組対抗戦ということもあり、
参加者は親交を深め、判断力やチーム
戦略に頭を悩ませながら、身体を動か
すスポーツの醍醐味と健康の大切さを
味わっていたように思います。

コロナ禍における昨今、健康経営が取り沙汰されております
が、「人・モノ・カネ・健康」を考え、家族や事業に携わるすべ
ての人の健康を意識する企業が一つでも増えることで、会社や
地域がより良く発展していくのかなと感じた事業でした。

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。

≪新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策≫
　各種イベント当日には体調や体温をヒアリングし、
体調不良の者はイベント参加を自粛するよう注意喚起を
したうえで、参加者全員にマスク着用や手洗いの徹底を
しております。
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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19回

Nishinomiya IPPIN Zukan

◆1枚の写真から生まれる立体フォト
写真立てから立体的に飛び出す生き生きとした表情、う

るんだ瞳や濡れたような鼻は、まるで本物がそこにいるよ
うです。
　株式会社コーユーが開発した「飛び出すペットフォト
Poppet」は、１枚の写真データから作り出す特殊なレリー
フです。デジタルカメラやスマートフォンで撮影したデー
タを送るだけで制作可能。画像は補正やレタッチを施して、
よりリアルにその子らしく描かれます。
　瓜二つの表情は3D プリンターかと思いきや、そうでは
なく、自社で開発した機械を使って基本の形を作り、その
後の工程はほぼ手作業で行われます。

◆商品開発のきっかけはペットロスから
　きっかけは山本剛司社長のペットロ
スでした。長年家族として暮らした愛
犬が亡くなったあと、写真を見ても寂
しさが癒えず、立体化することを思い
つきました。これまでに培った加工技
術を生かして挑戦してみると、想像し
た以上に本物に近いレリーフが出来上

がったのです。そこで、自分と同じ思いをしている人に提
供したいと商品化を決めました。
　が、立体化する際に目の位置が１ミリでもズレると顔が
変わってしまいます。CAD で作った犬種ごとの骨格型に肉
付けしていく工程は、表情のバランスが難しくて社長にし
かできません。飼い主の思いを考えると、すべての工程が

単純作業では進まず、スタッフ各
人が得意部分を生かして、丁寧に
時間をかけて完成させます。愛情
を込めたレリーフが飼い主の元に
届けられると、箱を開けたとたん
に「あの子が帰ってきた」と涙する
人もいるそうです。

◆独自の技術でさらなる開発を
同社は鳥害対策の鳥

よけ器具の技術開発に
よって数多くの特許を
取得。剣山式の「バー
ドレスマット」は、扱
いやすさと安全性、鳥
の習性を知り尽くした設置法で、30年以上人気商品となっ
ています。マンションのベランダ手すりなどに美観を損な
わずに設置できる「ハトワイヤー」、屋根のわずかな隙間に
入り込んで営巣するのを防ぐ「バードブロッカー」など、物
理的に鳥が入れないようにして追い払うものです。これは
近年増加している太陽光パネルの隙間に鳥や小動物が入り
込みケーブルをかじったりする被害も阻止することができ、
全て日本製で安定供給できる点も評価を受けています。
　鳥よけ器具と Poppet、どちらも独自の技術を生かした
アイデア商品。「これからも他社が真似できないものを開発
します」と山本社長。

（取材協力：ウエストプラン）

飛び出すフォトレリーフで、飛び出すフォトレリーフで、
大切なペットの思い出をいつまでも大切なペットの思い出をいつまでも

　社会情勢の変化が早い昨今、新商品の開発が必至
だと考える企業は多い。そんななか、鳥類の飛来に
よる被害を防ぐためのオリジナル装置を作る企業が、
その技術を生かしてペットの姿をかたどるフォトレ
リーフを開発。思わぬ反響を呼んでいる。

株式会社 コーユー

愛犬、愛猫のレリーフ。※データは500万画素以上、できれば800万画素以上推奨。

PoppetPoppet（ぽぺっと）（ぽぺっと）

【TEL】0798-69-3128　　【URL】https://www.ko-yu.co.jp/
【ぽぺっと】https://www.poppet.jp/  

株式会社コーユー　　西宮市山口町下山口5-12-25

商品History

商品に関する問い合わせ先

1984年　鳥類飛来防止装置のメーカーとして創業
2015年　飛び出すペットフォト「Poppet®」販売開始
2016年　平成28年度「西宮市優良事業所顕彰～ NISHINOMIYA TECH PRIZE ～」受賞
2018年　バードブロッカー製造販売開始

山本　剛司 社長

Poppet キーホルダー

バードブロッカー
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