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明日へ飛躍する企業をサポート ひょうご産業活性化センター通信

30

2019
J U L

商店街新規出店・開業等支援事業を活用して

そらまめ
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成長期待企業のイチオシ！
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今月の支援メニュー
商店街新規出店・
開業等支援事業
商店街や小売市場のにぎわ
いや活力、
コミュニティー機能
の向上を図るため、
空き店舗
において商店街などの魅力を
高める店舗の新規出店を支
援する制度

高砂銀座商店街（高砂市）
に店を構える
「そらまめ」
は、
地元産アナゴを使った「穴子せいろ蒸し」が評判を呼
んでおり、遠方から多くの客を集める人気店です。2016
年の開業時には、ひょうご産業活性化センターの商店街
新規出店・開業等支援事業助成金を活用しました。

元気企業
訪問

今月の支援メニュー
商店街新規出店・
開業等支援事業

そらまめ

かつて修業を積んだ商店街で
「穴子せいろ蒸し」を復活
メディアでの紹介をきっかけに
遠方から客が絶えない人気店に
助成金に後押しされ開店を決意

う職員の言葉に大きく後押しされまし

いただければ必ず満足いただけるとい

かつて高砂の中心地として栄えた

た。
「自己資金はほとんどない状態でし

う自信がありました」
。

高砂銀座商店街のほぼ真ん中に構え

たが、
日本政策金融公庫からの創業

しかし、
開店したものの一向に客足

る、築250年の白壁建築「高砂や」の

資金も借りられるということで、見通し

が伸びませんでした。
「ただ、
救いはお

奥座敷に「そらまめ」はあります。地元

が立ち決断しました」
。

客さんが必ず残さずに食べてくださっ

名物であるアナゴを使った「穴子せい

たこと。
やっていることは間違いないと

ろ蒸し」を求めて、昼には行列ができ

人気メニューを復活、テレビ出演で火がつく

るほど。
開店3年目にしてすっかり高砂

どのような特徴の店にしようかとじっ

きなり情報番組のテレビクルーがやっ

くり思いを巡らせる中で、
「穴子せいろ

てきました。別の街で収録を進めてい

蒸し」のアイデアが浮かびました。
「実

たところ、
その日は雨で、
アーケードのあ

同商店街にあった割烹「ふくべ」で料

はふくべで私が任されていた料理で、

る同商店街を見つけて急きょ取材にや

理人としてスタート。
独立して高砂市内

一番の人気メニューでした」
。
ふくべは

ってきたのだそうです。
その番組が放映

で居酒屋を開業したものの採算が厳

10年ほど前に店を閉めており、
「復活

されるや、
事態は急転。連日行列がで

しくなり、
店を畳みます。
その後、
和歌山

させたい」
との思いも強くありました。
居

き、
特に大阪や神戸など遠方からわざ

県内のホテルで勤務していましたが、

酒屋を営んでいた時の「メニューが多

わざやって来る客が増えたのです。

料理人特有の手の神経の病を患い、

すぎて管理できずロスが多く出たこと

口コミでうわさが広がり、他の番組

次の道を模索していました。

で採算を圧迫した」という経験を基

や雑誌で取り上げられる機会も増えま

を代表する店として定着しています。
店主の山田和成さんは22歳の時、

そんな折、居酒屋開業時から交流
のあった高砂商工会議所の職員から

に、
メニューは「穴子せいろ蒸し」を中
心に6品ほどに絞り込みました。

情報が入ってきます。聞けば、
「 高砂

焼き穴子を漬け込ん

や」のスペースを使って営業していた

だたれをご飯にまんべん

カフェが撤退したとのことで、
そのスペ

なくまぶし、
そのご飯の上

ースに店を構えてみないかという誘い

に焼き穴子をのせてせ

でした。40年前、ふくべに勤務してい

いろで蒸します。出来た

た頃のにぎわいは消え、
商店街は空き

ては、焼き穴子の香ばし

店舗が目立っていました。家族からは

い匂いが立ち上がり、
も

反対され、
いったんは返事を保留して

ち米のようにふっくらした

いましたが、
「ここに出店すれば空き店

食感のご飯との相性は

舗活用の助成金が活用できます」
とい

抜群です。
「一度食べて

思えました」
。
ある時、
開店準備中にい

した。来店客の9割が注文するという
「穴子せいろ蒸し」の着眼点が、間違

古い邸宅を改装した
「高砂や」内に店を構える
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今月の支援メニュー
商店街新規出店・
開業等支援事業
りツアーには欠かせないスポットとして

店を知るきっかけにもなっているようで

徳川家康に献上された染め物「高

団体客の予約も絶えません。同商店

す。
そらまめさんに続く店が3店、5店と

砂染」の発祥地である「高砂や」
とい

街の会長を務める難波邦治さんは「そ

増え、
商店街がさらに活気づけば」
と、

う立地も手伝って、
今や高砂のまちめぐ

らまめさんに来られたお客さんが他の

期待をかけています。

いではなかったことを確信しました。

所在地 高砂市高砂町鍛冶屋町1416-1 高砂銀座
商店街「高砂や」内
代表 山田和成

店舗概要
そらまめ

支援メニュー講座

TEL 079-443-1735
URL https://peraichi.com/landing_pages/view/soramame

商店街新規出店・開業等支援事業

商店街・小売市場の空き店舗を活用する
取り組みを支援します。
制度概要
「商店街新規出店・開業等支援事業」では、商店街や小売市場の空き店舗を活用した新たな業種・業態の
出店や住民のコミュニティスペース設置により、商店街の魅力向上やにぎわい創出を図る取り組みを支援します。
事業名

対象事業

対象者
期

間

対象経費

新規出店・開業支援事業

商店街空き店舗再生支援事業

商店街等が空き店舗を借り上げ、以下の出店者を誘致する取
り組み
商店街の空き店舗への新規出店
※「若者・女性チャレンジ枠」として、女性および 40 歳未満の男性の開業 （ア）商店街に必要な業務等の魅力ある出店者
者を特に支援しております
（イ）短期・週末など柔軟な形態の出店者
  （チャレンジ出店）
開業希望者

商店街・小売市場、商工会議所・商工会、まちづくり会社等

３年

３年

店舗賃借料
内装工事費
ファサード整備費

・店舗賃借料、内装工事費、ファサード整備費、広告宣伝費
等運営費、コンサル委託料（複数の空き店舗をまとめて出
店誘致するための経費）
・住宅改修費、引っ越し費用（店舗兼住宅物件のみ）
※チャレンジ出店は、専門家派遣経費も対象

助成額

対象経費の３分の１以内
（上限：１年目 150 万円、２年目 50 万円、３年目 50 万円）

・対象経費の２分の１以内
（上限：1 年目 200 万円、2 年目 75 万円、3 年目 75 万円）
※チャレンジ出店で 1 年未満の場合は 3 ヵ月単位で按分

・コンサル委託料（上限：100 万円）※ 1 年目のみ

問い合わせは ひょうご産業活性化センター経営・商業支援課

078-977-9116

伝えたい思い出を
最高のカタチに

写真集・詩集・自費出版のお問い合わせは
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〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1- 5 -7
℡ 078（362）
7143
http://www.kobenp-printing.co.jp/

CALENDAR
クリエイティブ起業創出事業助成金
ビジネスプラン募集のご案内

独創性あふれるアイデアや優れた技術・技能を有
し、新たな市場や価値を生み出す取り組みにチャレ
ンジする若手起業家等を支援します。
【募集締め切り】8月30日（金）16：00必着
【対象事業】創造性や技能・技術により新たな価値
や市場を生み出すクリエイティブなものづくりやサ
ービス（デザイン・アート・コンテンツ・広告・ファッ
ション等に限らず、食・インテリア・伝統工芸品・
観光などあらゆる分野を対象とする。
ただし、第一
次産業は除く）
※公序良俗に反する事業や、公金の使途として社会
通念上不適切であると判断される事業（風営法に
より規制の対象となるもの等）は対象外です
【対象者】新規性や創造性に富んだビジネスプラン
を有し、2018年4月1日から2020年1月末日まで
に、県内で起業・第二創業した、
またはする予定
のおおむね40歳未満の方。
ただし、特に優れたビ
ジネスプランを有する方は年齢を問いません。
※注意事項を右記HPにてご案内していますので、
ご
覧ください

【対象経費】2019年4月1日から2020年1月末日まで
に支払った次の経費（10カ月）
◦起業に係る経費（事務所開設費、初度備品費、
広告宣伝費等）
◦研究開発に係る経費（人件費、試作・開発費）
〈空き家を活用する場合〉
◦空き家活用に要する経費（工事費）
【助成額】200万円以内（助成率2分の1）※空き家
を活用する場合は別途100万円を加算（300万
円以内）
◦起業に係る経費
…100万円以内（助成率2分の1）
◦研究開発に係る経費
…100万円以内（助成率2分の1）
〈空き家を活用する場合〉
◦空き家活用に要する経費
…100万円以内（助成率2分の1）
【審査方法】書面審査および公開審査（ビジネスコン
テスト形式）
※詳 細についてはHP（https://web.hyogo-iic.
ne.jp/kigyo/creative）をご覧ください
【問い合わせ先】創業推進部 新事業課
078-977-9072
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挑戦する
企業の
応援団

「中小企業支援ネットひょうご」には、技術・金融・雇
用など、専門能力の高い団体が勢ぞろい。技術やノ
ウハウを総動員して、
経営課題を解決！

情報カレンダー

Information Calendar

「知的財産権制度説明会（初心者向け）」
のご案内
特許や商標などの知的財産権制度の基礎的な内容
について学びたい方、興味がある方を対象に、初心者
向け説明会を開催します。
この機会に奮ってご参加くだ
さい。
▶日時：7月24日（水）13：30～16：30
▶場 所：神戸市産業振興センター3階 ハーバーホール（神戸市中
央区東川崎町1-8-4）
▶定員：200人
▶参加費：無料
※詳細についてはHP（http://jiiihyogo.jp/guidance/1032.html）をご
覧ください
▶問い合わせ先：
一般社団法人発明推進協会 知的財産権制度説明会運営事務局
03-3502-5436

中小企業・小規模事業者の皆さま向け
「消費税軽減税率制度等説明会」
のご案内
令和元年10月1日から、消費税が10％に引き上げら
れると同時に軽減税率制度が実施されます。
軽減対象
品目など最新情報を基に分かりやすく説明します。
▶日時：8月9日（金）14：00～16：00
▶場 所：神戸市産業振興センター3階
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ハーバーホール（神戸市中

央区東川崎町1-8-4）
▶内容：
講師 神戸税務署
○消費税軽減税率制度の概要について
○軽減税率対策補助金について
講師 中小企業庁登録講師
○キャッシュレス・消費者還元事業について 講師 経済産業省担当者
○神戸市プレミアム付商品券について
講師 神戸市経済観光局
▶参加費：無料
▶受付開始日：7月9日（火）
※詳細についてはHP（https://www.kobe-ipc.or.jp/event/entry-798.
html）をご覧ください
078-360-3196
▶問い合わせ先：神戸市産業振興財団

兵庫県信用保証協会かわら版

News from CGCH

「地域創生キャンペーン」
「チャレンジサポートキャンペーン」のご案内
ご好評をいただいております「地域創生キャンペーン」および「チャレンジサポートキャンペーン」について、一部
キャンペーン対象を新設、拡充の上、今年度も継続実施しています。
本キャンペーンは、創業にチャレンジ、再チャレンジする方、新事業展開をする方などを対象として保証料率の割
引を行っています。
この機会にぜひご利用ください。

■詳細は当協会の担当部署へお問い合わせください（担当部署についてはホームページをご覧ください）。

http://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
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技術最前線

〜吸光・蛍光・発光〜バイオテクノロジーと光度計
兵庫県立工業技術センター

1．
はじめに

今井 岳志

3．
蛍
 光測定

バイオ分野で利用されている光度計には吸光、蛍

蛍光は、励起光の出力を高めればより高い強度を示

光、発光分析など目的に合わせた機器が存在します

す特徴があります。筆者も過去に必須微量元素セレン

が、基本的な仕組みは共通です。単純なものであれば

の還元型であるセレニドに特異的な蛍光プローブを見

段ボール（暗室）とCD-ROM（分光器）
、露出調整可

出し、蛍光測定による定量法を開発しました（図1）
。
こ

能なカメラ（光検出器）があればDIYで作れてしまい、

のように蛍光測定は、抗体での捕捉が難しく、吸光度

さらに工夫すれば、
ラマン分光光度計なども家庭で作

測定では感度が足りない微量分子の測定に適してい

れてしまいます。

ます。
リアルタイムPCR装置と呼ばれる核酸を特異的

光度計の歴史は古く、1924年、C. Pulfrichにより発

に検出・定量する機器は、蛍光光度計とサーマルサイ

明されました。高性能化が進んだ一方で、昔から基本

クラーを組み合わせたもので、核酸と相互作用する蛍

原理が大きく変化していないこの装置が今も最前線の

光プローブなどが用いられています。

研究で使われ続けているのはなぜでしょうか。
その理
由は、
ライフサイエンス分野特有の「なまもの」もしくは
「ウェット」と呼ばれる実験手法と関わりがあります。
こ

左：セレニドなし
右：セレニドあり

の分野では、実験で日常的に酵素・抗体・核酸といっ
た生体高分子を、発光や呈色反応、蛍光プローブと組
み合わせることで、
ターゲットとなる分子を選択的に検
出もしくは定量評価しています。
そして、
これら生体分

図1 セレニドの蛍光検出

子由来のツールは日々新しいものが次々と生み出され
ています。つまり、光度計はそれら最先端のツールたち
のプラットフォームとして今も活躍しているのです。消耗
品（なまもの）に大きく依存しているこの分野を象徴す
るような機器といえるでしょう。

4．
発
 光測定
発光光度計はルミノメーターと呼ばれており、ルシフ
ェラーゼと呼ばれる酵素と組み合わせて用いられるこ
とが多く、
レポーターアッセイと呼ばれる、細胞中の特

2．
吸
 光度測定
吸光度測定にはさまざまなケースがありますが、特に

定の遺伝子の発現をモニタリングする際にも利用され
ます。
ルミノメーターは光源を用いないために非常にバ
ックグラウンドが低く、特異性が高い検出法になります。

ELISAと呼ばれる手法において利用されることが近年で
は増えています。ELISAでは抗原抗体反応を利用して、
ターゲットとなる生体分子を特異的にプレート上で捕捉
します。
この抗体には呈色反応を触媒する酵素をあらか
じめ結合させており、呈色後の吸光度変化を測定するこ

5．
お
 わりに
以上、各種光度計の特徴とそのアプリケーション例
の紹介でした。

とで、
ターゲットの分子を定量する仕組みです。
このよう
に、吸光光度計は酵素反応による呈色を基本原理とし
た実験手法と組み合わされることが多く、筆者も過酸化
脂肪酸に特異的な酵素を見出し、吸光光度計による過
酸化脂肪酸の比色定量法を報告しています。
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問い合わせ先
兵庫県立工業技術センター
○総合相談窓口・ハローテクノ
078-731-4033
078-735-7845
radish@hyogo-kg.jp

Tax & Law

経営に関するアドバイスをご紹介します。

ＴＫＣ近畿兵庫会

神戸中央支部・税理士

宮﨑敦史

平成30年度税制改正11 ―特例事業承継税制について―

事業承継基本方針書の作成

現状分析、方向性の決定、長期経営計画の策定
をした上で事業承継計画を策定します。
1.売 上高・経常利益・借入金残高・必要資金・企
業防衛資金
現状分析に基づき方向性を決定し、長期経営計
画を策定した上で、策定した財務・損益計画を基に
作成します。
ここでは、現経営者と後継者および経営
幹部がコミュニケーションを取り、将来成功できると考
えられる分野に経営資源を集中する方針決定が重
要です。
2.資本政策等
株主が分散している場合には、そのままとするの
か、オーナーが買い取るのか、金庫株とするのか、関
連会社が買い取るのかを、
それぞれのメリット・デメリ
ットや買い取り資金の現状などを考慮し、検討します。
また、次代の収益源への投資のための資本調達に関
しても検討します。
3.特 例事業承継税制以外のさまざまな自社株承継
手法を検討
自社株を承継する方法として一番優れているのは、
暦年課税の適用を受けることでしょう。
しかし、
自社株
式の評価額が高ければ、通常は非常に低い効果し
か見込めません。
そこで、特例事業承継税制の適用

となるのですが、
その前に、
その他の手法を適用でき
ないか検討することが重要です。
①本業の資金繰りに悪影響のない範囲での可能な
限りの評価引き下げ手法の検討
②グループ内事業再編による評価引き下げの検討
③その他会社の現状に応じたさまざまな検討
4.現経営者
現経営者は代表権返上・株式贈与・取締役退任
の時期を決断しなければなりません。
これに沿って後
継者への職務権限の委譲時期を決めます。
もちろん、
実際に行っていく過程で調整が必要になります。相
続人が複数で、自社株式の評価額が全財産に占め
る割合が高い場合には、
自社株式の贈与が完了した
場合であっても、先代経営者の死亡後に遺留分の減
殺請求が問題となることも考えられます。
この場合、事
前に経営承継円滑化法による民法特例の適用につ
いても検討が必要です。
もちろんリタイア後の余裕資
金の確保や余生のプランもしっかり検討しておく必要
があります。
5.後継者
後継者は会社での現場を含む必要な経験を経
て、経営者として十分な実力を付けるための計画を
立てます。後継者塾や経営革新塾などへの参加を含
め、経営者としての能力向上計画をまとめます。
参照：
「Q＆A

特例事業承継税制

増補改訂版」
TKC出版

※Tax&Lawの最新記事およびバックナンバーを当センターのHP
（http://web.hyogo-iic.ne.jp/johoteikyo/taxlaw）
に掲載しています

県内業種別企業業績動向速報解説
この解説は、(株)ＴＫＣ、および兵庫県内ＴＫＣ会員事務所の資料提供協力により作成されたものです。業種別
企業業績動向速報は、ひょうご産業活性化センターホームページ（http://web.hyogo-iic.ne.jp/）をご覧ください。

2019年5月の県下中小企業の業績動向
は次の通り。調査対象企業3,674社のうち、
黒字企業は半数52.2％の1,920社。全産業
の純売上高は対前年同月比100.9％と増
加した。これを業種別に見ると、建設業が
100.7%、製造業が103.4％、情報通信業が
106.7％、運輸・郵便業が107.4%、卸売業
が102.3％、宿泊業・飲食業が103.4%と前
年を上回り、一方、小売業が99.7％、不動産
業が97.5%、サービス業が88.6％と前年を下
回っている。
また、全産業の売上総利益率は27.0％で
対前年同月比99.6％、売上高経常利益率は
4.3%で対前年同月比97.7％である。売上高
は増加したが、売上総利益率、売上高経常
利益率ともに、前年より悪化している。

ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸中央支部・税理士

宮﨑 敦史

【建設業】調査対象企業611社中、黒字企
企業は173社で黒字企業比率は57.2％。純
業は338社で黒字企業比率は55.3％。純売 売上高は対前年同月比97.5％と減少してい
上高は対前年同月比100.7％と増加、売上 るが、売上高総利益率は60.1％で対前年同
高総利益率は25.3％で対前年同月比105.8 月比104.3％、売上高経常利益率は7.3％で
％、売上高経常利益率は6.7％で対前年同
対前年同月比146.0％と改善。経常利益額
月比104.6％といずれも向上している。経常 についても対前年同月比142.3％と金額も大
利益額も対前年同月比106.4％で増加して きく増加している。
いる。
【サービス業】調査対象企業140社中、黒字
【製造業】調査対象企業611社中、黒字企
企業は57社で黒字企業比率は40.7％。純
業は342社で黒字企業比率は55.9％。純売 売上高は対前年同月比88.6％と減少、売上
上高は対前年同月比103.4％とやや増加し 高総利益率は40.6％で前年同月比103.5％
ている。売上高総利益率は21.8％で対前年 と改善し、売上高経常利益率は6.4％で対
同月比96．0％、売上高経常利益率は6.0％ 前年同月比100.0％と横ばい。経常利益額
で対前年同月比88.2％と悪化。経常利益額 は対前年同月比88.5％と減少している。
も対前年同月比91.1％で減少している。
【不動産業】調査対象企業302社中、黒字
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ジェッ
トエンジン部品加工に商機
長年の技術と経験で取引先拡大
海外進出も視野に準備を進める

成長期待企業
の
イチオシ！

航空機部品

中小企業支援ネットひょうごは成長性を見
込んだ企業を
「成長期待企業」
として選定

株式会社オオナガ

し、
複合的な支援を実施。
頑張る企業が誇
る製品を紹介します。

社員数26人の規模ながら、
同社は複

ります。
それまでにエンジンと構造が似て

数の航空機部品メーカーにエンジン周り

いるガスタービン関連部品を手掛けてい

の部品などを直接納入しています。

たこと、
また、
すでに航空機部品を長年

その足掛かりは、
まだ父親と2人で町

手掛けてきたことが認められ、
そのうち、

工場を営んでいた1996年にまでさかの

元請けの重工メーカーと直接取引できる

ぼります。
ある一次下請け航空機部品メ

ようになりました。

ーカーから簡単な切削加工の仕事を引

航空機関連産業は今後20年で市場

き受けたことがきっかけで、毎週担当者

が倍増すると予測される成長市場。
今後

の元へ通ううちに仕事の幅が広がり、航

もエンジン周り部品の受注を増やすべく、

空機の脚部開閉に使われるシリンダー

着々と準備を進めています。
その一つが

部品まで任されるようになっていったとの

人材の育成。現在はベトナム人の技能

こと。
工程の確立、作業手順書・記録書

実習生を積極的に採用しており、
重工メ

類の作成、
検査体制に至るまで細かく指

ーカーのOB5人を雇用し、
技術を継承す

導を受け、
「ミスが生じても責任は人にあ

る機会を設けています。
また、受注できる

るのではなく仕組みにあると教わり、
根気

部品の幅を広げるべく、
自社でできない

よく改善を重ねさせてもらった」
と代表取

加工、
工程を補うためのネットワークづくり

締役の大長勝社長は感謝の気持ちで

も進めていく予定です。今年に入ってか

振り返ります。

らはマレーシアまで出向き、外資系エン

その後、別の一次下請け航空機部品

ジンメーカーにも営業に出向きました。
い

メーカーから「ジェットエンジン周りの部

ずれは海外での生産拠点開設も視野に

品加工で協力してほしい」
との依頼が入

入れる大長社長。
町工場の夢は大きく広
がっています。

エンジン関連部品

◎株式会社オオナガの
航空機部品

脚部関連部品

株式会社オオナガ／所在地：稲美町野寺648-1／代表取締役：大長勝
事業内容：金属加工業
079-495-6251／
http://www.oonaga.jp/

明日へ飛躍する企業をサポート
ひょうご産業活性化センター通信

編集後記
「元気企業訪問」で取り上げたそらまめは連日、
「穴子
せいろ蒸し」
を目掛けて遠方からやって来るお客さん
でにぎわっています。
「ここでしか食べられない味」の
吸引力を改めて実感しました。
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