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事業の拡充を目指し

テクノクラ
ート
株式会社

工場兼研修センターを建設

元気企業
訪問
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令和３年３月 日発行

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

活性化センター・カレンダー
支援ネットのひろば
◦情報カレンダー
◦兵庫県信用保証協会かわら版
 型コロナウイルス感
新

染症の影響を受けてい
る事業者の皆さまへ

◦孫の疑問に答える
博学ご隠居の技術談義

IoTとセキュリティ

Tax&Law

令和3年度税制改正の
ポイント
成長期待企業のイチオシ！
有限会社新宅善廣商店

国産ヒノキ材を使った玩具

今月の支援メニュー
ひょうご・神戸投資
サポートセンター
兵庫県内への進出・移転を検
討している企業に、
県の産業
団地や工場適地などの情報を
提供。
関係機関への取り次ぎを
ワンストップで行っています。

ひょうご・神戸投資サポートセンターは、産業団地等の
紹介、行政窓口等への取り次ぎやコーディネートなど県
内への企業立地を支援する総合窓口です。プラントメン
テナンス業のテクノクラート株式会社は神戸市のポートア
イランド第2 期に用地を取得し、2020 年 4 月から工場
兼研修センターを稼働させています。

元気企業
訪問

今月の支援メニュー
ひょうご・神戸投資
サポートセンター

テクノクラート
株式会社

工場兼研修センターを
ポーアイ第2期に開設
目指すは産業設備の
トータルメンテナンス
飲料工場での常駐経験が糧に

の確保と定着でした。
まず採用を強化

談を受け、同社が故障部品を製作し

プラントメンテナンスとは、
工場の製

するために本社機能を三田市から神

補修にも対応するようになっていまし

造設備の電気、
機械、
配管の点検・補

戸市のハーバーランドに移転。併せ

た。
さらに、
同社が生産設備を輸入し、

修を行い、常に最高の状態を維持す

て、社員の技能、技術を向上させるた

安全面や衛生面での法的要件をクリ

るためにサポートする仕事です。企業

めの研修スペースを確保すべく、適地

アできる “日本仕様” に改良した上で

の生産活動を滞りなく続け、製品を安

を探しました。

メーカーに納品し、
メンテナンスまでを

定供給するサプライチェーンの重要性
が叫ばれる中、
プラントメンテナンスの

粘り強い交渉で用地を取得

行う事業も始めていました。
こうした取り組みについて、
サポート

ポートアイランド第2期に建屋付きの

センターの企業誘致専門員が説明を

同社の松岡孝文社長は20歳の時

適地があるとの情報を聞き、
ひょうご・

重ねた結果、神戸市に製造業として

に設備の点検・補修の会社に就職し

神戸投資サポートセンターの協力も得

の要件も満たしていることを高く評価し

ました。
「機械を触る仕事が性に合っ

て、
用地取得の窓口となる神戸市との

てもらい、2019年12月にようやく用地

ていた」
そうで2001年、
26歳の時に独

交渉に入りました。
しかし、
この用地は

取得にこぎ着けました。
室内をクリーン

立。大手飲料メーカーの神戸工場に

製造工場エリアにあるため、
メンテナン

に保つために食品工場と同レベルの

常駐し、点検・補修のノウハウを蓄え

ス業の進出は困難とのことでした。

床塗装を施すなど、
もともとの建屋を

役割はますます重みを増しています。

ながら社員を増やしていきました。
「飲
料工場は一般の工場よりも衛生、安

同社では、
その数年前からメーカー

改装して翌年4月から稼働しています。

の依頼に応じ、

全面の対応が格段に厳しく求められ、

使わなくなった

後に当社にとっての強みになりました」

設備の替わりに

と松岡社長。11年3月の東日本大震

導 入する設 備

災でその飲料メーカーの工場が水没

の製造を担って

した際には1年ほど現地に常駐し、
その

いました。
また、

まま仙台支店を開設しました。

メーカーが海外

飲料メーカーでの常駐の仕事を終

から輸入した生

えた後には飲料で培ったノウハウを生

産設備が故障

かせる食品、化粧品など多くのメーカ

した際、輸入元

ーから声が掛かり、
順調に事業を伸ば

企業による補修

していきます。
しかし、
さらに事業を広

に時間を要し困

げていく上でネックとなったのが人材

っているとの相

門壁を飾る社名ロゴが誇らしげです
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今月の支援メニュー
ひょうご・神戸投資
サポートセンター
また、
真南の隣接地も併せて取得しま

する事業の拠点にしたい」
と考えてお

件の工事を請け負うまでに事業を拡

した。
こちらについては「顧客の企業

り、
年内の完成を目指しています。

大しています。松岡社長は「今後は産

で不要になった機械を買い取ってオ

直近では新たに大手制御機器メー

ーバーホールし、
リユース品として再販

カーとの取引が始まるなど、
年間1,000

会社概要
テクノクラート株式会社

所在地 神戸市中央区東川崎町1-3-3 ハーバーランド
センタービルオフィス棟14階
代表取締役社長 松岡孝文

支援メニュー講座

業設備全般のトータルメンテナンスを
目指したい」
と意気込みます。

事業内容 プラントメンテナンス
TEL 078-381-8906
URL http://technocratnet.jp/

ひょうご・神戸投資サポートセンター

ワンストップで国内外の企業ニーズに
お応えします
制度概要
ひょうご・神戸投資サポートセンターでは、兵庫県内への進出を検討している国内企業、外国・外資系企業
の皆さまに、県内の産業団地のほか、工場適地や遊休地、賃貸オフィス等の情報、さらには進出の際に必要
な行政手続きから雇用、住宅、生活面に至るまでさまざまな現地情報等を提供しています。各事業主体や関
係機関等への取り次ぎなど、企業ニーズに合わせたきめ細やかな支援を行うワンストップサービス機関として、
皆さまの新たな事業展開をお手伝いいたします。

［具体的な支援内容］
１
２
３
４

産業用地情報の提供
オフィス情報の提供
関連情報の提供
現地案内

５ 許認可手続き情報の提供（外国・外資系企業向け）
６ ビジネス・生活関連情報の提供（外国・外資系企業向け）
７ 専門アドバイザーによる無料相談（外国・外資系企業向け）

問い合わせは ひょうご・神戸投資サポートセンター
兵庫県ビジネスサポートセンター・東京

078-271-8400
03-3230-2721

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
「起業プラザひょうご」
の利用案内
県内の起業・創業の支援拠点として神戸、姫路、尼
崎にある「起業プラザひょうご」では、
セミナーや専門
家相談、販路拡大、経営相談、資金調達など多彩な
支援メニューを提供しています。利用方法やイベント
情報などについては各プラザのホームページをご覧く
ださい。※現在、神戸と尼崎では、新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止対策として、非会員はコワーキ
ングスペースのドロップイン利用ができません。

【問い合わせ先】
079-286-8988（施設運営：NPO
法人姫路コンベンションサポート）

●起業プラザひょうご尼崎
【所在地】
尼崎市昭和通2-6-68 尼崎市中小企業センター3階
【営業時間】
8：30～21：00
【問い合わせ先】
080-2505-8056（施設運営：
（公
財）尼崎地域産業活性化機構）

●起業プラザひょうご
【所在地】
神戸市中央区浪花町56 三井住友銀行神戸本部
ビル2階
【営業時間】
9：00〜22：00（土曜、
日曜、祝休日は10：00〜
20：00）
【問い合わせ先】
078-862-5302（施設運営：NPO
法人コミュニティリンク）
●起業プラザひょうご姫路
【所在地】
姫路市本町127 大手前ダイネンBLD.Ⅱ3階
【営業時間】
9：00～21：00（土曜、
日曜、祝休日は17：00まで）

メールマガジンの登録を受け付け中
皆さまに役立つセミナーや各種行政情報などを配信
しています。登録は無料です。
【配信日】原則毎月1日、16日
【登録方法】
①e-mlhedDB@xpressmail.jpまたは
右のQRコード宛にメールを送信してく
ださい（タイトル、本文は不要）
②登録用メールが30分以内に届きます。免責事
項を確認の上、
メール本文に記載の登録用URL
をクリックし、配信希望情報等を入力してください
【問い合わせ先】
078-977-9070㈹
企画経営室企画管理課

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。

2020年12月の県内中小企業の業績動向
は次の通り。調査対象3,401社のうち、黒字
企業は52.5％の1,787社。全産業の純売上
高は対前年同月比で89.5％と減少。不動産
業を除く全業種で純売上高対前年同月比が
100％を下回っている。業種別では建設業
95.7％、製造業88.7％、情報通信業86.1％、
運輸業・郵便業91.8％、卸売業87.3％、小
売業93.2％、宿泊業・飲食サービス業78.1
％、不動産業102.0％、サービス業74.4％と
なっている。また、全産業の売上高総利益
率は28.4％で対前年同月比102.5％となっ
た一方、売上高経常利益率は3.7％で対前
年同月比94.8％、売上高営業利益率は2.0
％で対前年同月比68.9％と減少している。
【情報通信業】調査対象39社中、黒字企業

は56.4％の22社。情報通信業全体の純売
上高は対前年同月比86.1％と減少。売上高
総利益率は52.0％で対前年同月比98.1％、
経常利益率については4.5％で対前年同月
比57.6％と大幅に減少している。
【運輸業・郵便業】調査対象154社中、黒字
企業は46.1％の71社。運輸業・郵便業全体
の純売上高は対前年同月比91.8％と減少。
売上高総利益率は25.0％で対前年同月比
94.3％、経常利益率は2.3％で対前年同月
比63.8％と減少している。
【卸売業】調査対象453社中、黒字企業は
54.5％の247社。卸売業全体の純売上高は
対前年同月比87.3％と減少。売上総利益率
は18.8％で対前年同月比101.0％と増加し
た一方、経常利益率は1.4％で対前年同月

ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸西支部・広報委員

結城 宏太

比58.3％と減少した。
【小売業】調査対象431社中、黒字企業は
51.5％の222社。小売業全体の純売上高は
対前年同月比93.2％と減少。一方、売上高
総利益率は31.9％で対前年同月比107.0
％、経常利益率も3.0％で対前年同月比
230.7％と改善した。
【宿泊業・飲食サービス業】調査対象141社
中、黒字企業は30.4％の43社。宿泊業・飲
食サービス業全体の純売上高は対前年同
月比78.1％と減少している。売上総利益率
は64.8％で対前年同月比98.6％と減少、経
常利益率は−4.2％、経常利益額は−4,005
千円と引き続き赤字である。
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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
新産業創造研究機構
「製造業のためのIT導入補助金2021活用セミナー」
IT導入補助金は、ITツールを導入する際の補助金で
すが、生産管理システムやペーパーレス化ツール、
RPA
（Robotic Process Automation）など、生産現場の
効率化に直結するシステムの導入にも活用できます。
今
年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業

▶受講料：会員1万500円、
一般1万2,600円
▶申し込み・問い合わせ先：
尼崎商工会議所経営支援グループ
06-6411-2254

06-6413-1156

ホ
 ームページの申し込みフォームまたは申込書をファク
スしてください。
申込書はダウンロードできます

姫路商工会議所
「新入社員研修 製造部門基礎講座」

の非対面化・非接触型への転換に対応したツールの

ものづくり従事者としての心構え、
製造業で働く意義、
仕

導入を支援する特別枠も設けられます。制度の詳細と

事の進め方などについて実習を交えながら学びます。

採択につなげるための秘けつを紹介します。
無料、
オンラ

▶日時：4月23日（金）9：30～16：30 ※昼食を持参してください

イン開催。

▶場所：姫路商工会議所

▶日時：4月7日（水）15：00～17：00（Zoomウェビナー開催）
▶対象：IT導入補助金について申請の検討や情報収集をしている企業
▶プログラム・講師：
IT導入補助金の制度と獲得のための戦略
西野耕司さん、
荒井哲さん（㈱テクノア）
IT導入補助金活用経験談
「思い切って、
IT導入!～補助金活用は中小企業の未来を変える～」
﨑野雄生さん（㈱サキノ精機社長）
「納期管理システムM:netによる多様な社内業務の見える化」
尾崎毅志さん（㈱テックラボCEO）
▶定員：100人（先着）
（公財）新産業創造研究機構ものづくり･IoT技術部
078-306-6806

▶対象：製造部門の新入社員
▶講師：蛯原健治さん（EBIマネジメントオフィス代表）
▶プログラム：
1.モノづくり従事者の心がまえ
①企業人として何が大切か ②製造業に求められること
③生産の仕組みを理解する
2.仕事の進め方を学ぶ（実習）
①PDCAで仕事を回す ②チームワークの重要性
③コミュニケーション（報連相）のポイント
3.製造業の基本を学ぶ（実習）
①QCD（品質、
コスト、
納期） ②売上・利益の仕組みとは
③知恵と工夫の仕方 ④5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）

▶申し込み・問い合わせ先：
078-306-6811

ホームページの申し込みフォームから

尼崎商工会議所
「はじめの一歩! 初心者のための総務入門講座」
会社の中心である総務は、顧客への応対から従業員

4.新入社員だからこそ必要とされる安全
①安全第一が仕事の基本と心得る ②安全衛生は心と体が大切
③ヒヤリ、
ハットを事例で考える
5.まとめ
①現場・先輩・お客様から常に学び続ける
②明日からのあるべき行動
▶定員：35人（先着）
▶受講料：1人8,800円
※当日までに振り込んでください（手数料は自己負担）
。
講座中止以外

の管理、
労働関係まで業務内容が幅広く、専門知識や

は返金不可

年間スケジュールの把握などを身に付ける必要がありま

▶申し込み・問い合わせ先：

す。
総務担当者の意識を高め、
実務に役立つ実践力や
コミュニケーション力を高める方法をレクチャーします。
▶日時：4月15日（木）13：00～17：00
▶場所：尼崎商工会議所
▶対象：総務担当者、
経営者、
これから創業を目指す人など
▶講師：藤本志津恵さん（はーとぼいす代表）
▶定員：15人（先着）
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Information Calendar

姫路商工会議所中小企業相談所
079-223-6557

079-222-6005

ホ
 ームページの申し込みフォームまたは申込書をファク
スしてください。
申込書はダウンロードできます

兵庫県信用保証協会かわら版

News from CGCH

新型コロナウイルス感染症の影響を
受けている事業者の皆さまへ

当協会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さまに対して、資金繰
り支援を行っています。令和3年4月から以下のとおり新たな全国統一保証制度および兵庫県中小企業融資制度の
取り扱いを開始しました。

1.国の保証制度
令和3年4月から「伴走支援型特別保証制度」
、
「経営改善サポート保証（感染症対応型）
」の取り扱いを開始しま
した。両制度は所定の要件を満たした場合、国による保証料補助が行われます。

伴走支援型特別保証制度
対

象

者

⑴～⑶のいずれかの認定を受け、
経営行動計画を策定した方
⑴セーフティネット保証4号（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）
⑵セーフティネット保証5号（売上高等減少率が15％以上のものに限る）
⑶危機関連保証（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）

保証限度額

4,000万円

保 証 期 間

10年以内（据置期間5年以内）

保

法人代表者を除き不要※

担

必要に応じて徴求

証

人

保

貸 付 利 率

金融機関所定利率

保

年0.20％相当額（国による保証料補助が行われ、
当初保証料負担が軽減されています）

証

料

取 扱 期 間

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

※経営者保証免除対応や経営者保証ガイドラインを適用する場合は、連帯保証人は不要です

経営改善サポート保証（事業再生計画実施関連保証（感染症対応型）
）
対

象

者

中小企業再生支援協議会等の支援や経営サポート会議における検討により作成した事業再生計画に従って事業
再生を行い、
金融機関に対して計画の実行および進捗の報告を行う方（特定非営利活動法人（NPO法人）は除く）

保証限度額

2億8,000万円

保 証 期 間

15年以内（据置期間5年以内）

保

法人代表者を除き不要※

担

必要に応じて徴求

証

人

保

貸 付 利 率

金融機関所定利率

保

年0.20％相当額（国による保証料補助が行われ、
当初保証料負担が軽減されています）

証

料

取 扱 期 間

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

※経営者保証免除対応や経営者保証ガイドラインを適用する場合は、連帯保証人は不要です

2.兵庫県中小企業融資制度
令和3年4月から「伴走型経営支援特別貸付」の取り扱いを開始しました。同制度は経営行動計画作成等の要
件を満たした場合、国または兵庫県による保証料補助が行われます。

兵庫県中小企業融資制度「伴走型経営支援特別貸付」
対

象

者

⑴～⑶のいずれかの認定を受け、
経営行動計画を策定した方
⑴セーフティネット保証4号（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）
⑵セーフティネット保証5号（売上高等減少率が15％以上のものに限る）
⑶危機関連保証（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）

融資限度額

①4,000万円※1 ②2,000万円※1

保 証 期 間

10年以内（据置期間5年以内）※2

保

法人代表者を除き不要※3

担

原則として不要

証

人

保

貸 付 利 率

年0.90％

保

年0.20％相当額（①は国による保証料補助、②は兵庫県による保証料補助が行われ、
当初保証料負担が軽
減されています）

証

料

取 扱 期 間

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

※1 ②は、①の4,000万円を本制度で全額利用していることが前提となります（2口となりますが、合計6,000万円まで申し込み可能）
※2 危機関連保証で利用する場合、②の据置期間は2年以内となります
※3 経営者保証免除対応や経営者保証ガイドラインを適用する場合は、連帯保証人は不要です

https://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
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孫の疑問に答える博学ご隠居の技術談義

IoTとセキュリティ
今月のご隠居さん

兵庫県立工業技術センター 生産技術部 電子・情報グループ
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金谷 典武さんです。

さとし

あきこ

ご隠居：おや、
さとし、
またパソコンのゲームで遊んでい

ご隠居：その後、
ウェブによる情報提供が盛んになった

るのか。

ので、ネット経由での情報収集が容易になったんじゃ。

さとし：違うよ。
インターネットに接続して遊ぶゲームな

また、商品の購入やホテルの予約がネット経由ででき

んだけど、誰かが僕の登録名を使おうとしたから「利

るようにもなったんじゃよ。
この他にも計測器やセンサを

用を停止しました」という連絡が入ったんだ。
「利用を

インターネットに接続することで情報収集が簡単になっ

再開するには登録の確認をお願いします」
って書いて

たり、装置の制御をインターネット経由で利用できるよう

あったんだ。今、確認しようと思って。

になって離れた場所からの操作が可能になったりした

ご隠居：連絡はどこから来たんじゃ。

んじゃ。

さとし：ゲームの管理会社からだよ。電子メールで連

さとし：遠隔制御というやつだね。

絡が届いたんだ。ボタンをクリックして登録画面を表示

ご隠居：家庭用の電化製品でもネットにつながる機器

し、登録情報を再入力してくださいって書いてあった。

が開発され、
自宅外からでも操作できるようになったん

ご隠居：本当に管理会社から届いた連絡なのかのう。

じゃ。最近では、世界中の全てのものがインターネット

電子メールの送信者や登録画面の表示情報を見るこ

につながるということで、
「IoT」と呼ばれておる。

とができるじゃろ。
それを確認してみてはどうじゃ。

さとし：どんどん進化していくねぇ。

さとし：これかな。
メールアドレスは普通だし、登録画面

ご隠居：ところで、使っている本人が装置を自由に利用

の表示情報は…。
あれ、全然知らない表示先みたいだ。

できるのはよいが、他人に無断で利用されれば困るじゃ

ご隠居：偽物の連絡みたいじゃな。
これは「フィッシン

ろう。
そのためにパスワードが必要になってくるんじゃ。

グ詐欺」といって偽物のメールを送信して、利用者の

さとし：今使っているゲームでも、英数字を組み合わせ

登録情報とパスワードを盗もうとする行為じゃ。
うっかり

た8文字以上のパスワードを設定してくださいって書い

入力すると、
トラブルに巻き込まれるぞ。

てあったよ。

さとし：うん、分かった。入力はやめておくよ。
ところで、

ご隠居：他人に推測されにくいパスワードを付けること

おじいちゃんはインターネットについても知っているの。

は大切じゃ。あと、パソコンの基本ソフト（OS）などはソ

ご隠居：ああ、
ある程度は知っておるのう。昔、パソコン

フトウエアが自動更新されるから安心じゃが、
自分で更

通信を使っておってな。わしの場合は、
その運営会社

新しなければならない機器もあるんじゃ。
きちんと最新

が1992年にインターネットの接続実験を始めたのがき

のソフトウエアに更新することが大切じゃよ。

っかけじゃ。1993年にはインターネットの商用利用が始

さとし：そうだね。
じゃあ、
これからゲームに取り組んで

まり、誰でもインターネットが使えるようになったんじゃ。

情報を最新にしておくよ。

さとし：その頃からインターネットが利用できるようにな

ご隠居：いや、いや、おまえの場合は勉強して知識を

ったんだね。

更新した方がよいと思うよ。

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

令和3年度税制改正のポイント
令和3年度税制改正について解説します。

企業関係

生産性向上を支援! 設備投資減税の見直し・延長

①中小企業基盤強化税制の見直しと2年延長～対象設備の追加～
中小企業の生産性向上やテレワーク等に資する設備投資を支援するため、中小企業基盤強化税制（注）について計
画認定手続きの柔軟化や対象設備（D類型）の追加、適用期限の2年延長が行われます（所得税についても同様）
。
（注）中
 小企業等経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に基づいて設備投資を行った場合に、即時償却または税額控除（10
％※）のいずれかを適用できる制度。※資本金3,000万円超1億円以下の中小企業者等の税額控除率は7％

適用対象設備
類型
要件

生産性向上設備（A類型）

収益力強化設備（B類型）

デジタル化設備（C類型）

生産性が旧モデル比1％以上向上する 投資収益率が年平均5％以上の投資 遠隔操作、可視化、
自動制御化のいず
設備
計画に係る設備
れかを可能にする設備
機械装置（160万円以上／10年以内）

対象
設備

その他
要件

測定工具および検査工具（30万円以上
／5年以内）

機械装置（160万円以上）

器具備品（30万円以上／6年以内）

工具（30万円以上）

建物付属設備（60万円以上／14年以内）

器具備品（30万円以上）

ソフトウェア（情報収集機能および分
析・指示機能を有するもの）
（70万円以
上／5年以内）

建物付属設備（60万円以上）

生産等設備を構成するものであること
（事務用器具備品、
本店、
寄宿舎等に係る建物付属設備、福利厚生施設に係るものは
該当しません）
／国内への投資であること／中古資産・貸付資産でないこと等

※表は「令和3年度（2021年度）経済産業省関係 税制改正について」
（令和2年12月経済産業省）を基に作成

経営資源集約化設備（Ｄ類型）
要件：修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備

⇒ 新たな類型として追加

適用  令和5年3月31日まで
②中小企業投資促進税制の見直しと2年延長～対象業種の追加など～
生産性向上を図るため、一定の設備投資を行った場合に特別償却（30％）または税額控除（7％）のいずれかを
適用できる中小企業投資促進税制について、以下の見直しとともに適用期限の2年延長が行われます（税額控除は
資本金3,000万円以下の中小企業または個人事業主が対象）
。
◦対象業種に不動産業や物品賃貸業、料亭やバー、
キャバレー、
ナイトクラブその他これらに類する事業（生活衛
生同業組合の組合員が行うものに限る）などを追加。対象法人に商店街振興組合を追加
◦商業・サービス業・農林水産業活性化税制の対象業種を取り込む形で制度を一本化
◦対象となる設備
・機械装置（160万円以上）
・測定工具および検査工具（120万円以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上）
・一定のソフトウェア（70万円以上、複数合計でも可）
・貨物自動車（車両総重量3.5トン以上）
・内航船舶（取得価格の75％が対象）
適用  令和5年3月31日まで

参照：
「事務所通信 令和3年度改正税法特集号」TKC

※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
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木の手触りや
香りの価値を生かし
丁寧に作り、
売る

成長期待企業
の
イチオシ！

国産ヒノキ材を使った玩具

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

有限会社新宅善廣商店

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。

同社のショールームには木の玩具が
所狭しと並んでいます。
車輪を前後に動

国内各地から集めたヒノキの林地残

かすと「となりのトトロ」の音楽が鳴る車

材はコンテナでベトナムに運び、現地で

形のオルゴール、
ネジや工具を使って車

加工した後、国内に戻して販売していま

を組み立てる大工セットなど夢中になる

す。
ヒノキ材を無駄なく使い切るため、
お

仕掛けが満載です。
これらの材料には国

がくずを吸湿材に、
ヒノキから抽出したオ

産ヒノキの中でも、用材にならず森の中

イルを消臭剤として商品化。販売につい

に廃棄されてしまう林地残材を有効活用

ては全国各地で日本の森の現状を伝

しています。傷を防ぐための塗装などは

え、林業を持続可能な産業にしていくた

一切せず、
その代わり全ての商品にサン

めの大切さを説きながら、商品に触れて

ドペーパーが付いており、
木を磨くたびに

もらう方法を地道に続けています。
「オン

ヒノキの香りを楽しめるようにしています。

ラインでは自社サイトのみで定価販売し、

本業は製材業。
カナダや中国から輸

代理店にとっても売りやすいように考えて

入した加工材を切断し、住宅や店舗向

います」

け建材として販売しています。国内の建

一方、神戸大学と連携してヒノキの抗

材需要の先細りが避けられない中、
新宅

菌、消臭、
リラックス効果や子どもの教育

隆史社長は2017年、
かねてより考えて

に与える効果などについても研究を進め

いたB to Cの事業に踏み出し「IKONIH

ており、科学的な裏付けも大切にする新

（アイコニー）
」
ブランドを立ち上げました。

宅社長。
「材木のプロにしかできないやり

「木製建材の市場を長い目で育ててい

方」を突き詰め、
丁寧に木の文化を広げ

くためには、
子どもの頃から木に触れても

ていこうとしています。

らう“木育” が大切と考え、
玩具に着目し

人気の大工セットやはたらく車シリーズなどがセットになった
「アクティブセット」

◎有限会社新宅善廣商店の
国産ヒノキ材を使った玩具

ました」
と話します。

小さい子どもも安心して遊ばせられる「IKONIHプール」

有限会社新宅善廣商店／所在地：神戸市西区神出町田井1320-7／代表取締役：新宅隆史
事業内容：製材業、木製玩具の製造・販売
078-965-2444／
https://shintaku-wood.com/

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
「工場の省人化、無人化が進めば生産拠点の国内回
帰が進み、
プラントメンテナンスの仕事はますます増え
る」
とテクノクラート
（株）
の松岡社長。言葉の端々に事
業のさらなる発展の可能性を感じました。
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