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神戸に本社を置き

グリップル
ジャパン
株式会社

日本市場の開拓を目指す

元気企業
訪問
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令和４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

「伴走支援型特別保証制度」
、

兵庫県融資制度「伴走型経営
支援特別貸付」の保証限度額が
6,000万円に引き上げとなりました

◦孫の疑問に答える
博学ご隠居の技術談義

日本酒の香り

Tax&Law

扶養内で働くための
“年収の壁”
がんばる商店街
魚の棚商店街

多彩な振興策により回遊
性をさらに高める

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。建築・土木・
農業の資材メーカーであるグリップルジャパン株式会社
は、2018 年に設置した神戸市兵庫区の本社を拠点に、
建築部門ではつり下げ、落下・振れ・転倒防止用のワ
イヤを使った製品の普及を図っています。

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

元気企業
訪問
グリップルジャパン
株式会社

本社屋は
元生花店の倉庫
地震大国日本での
セールスに意気込む
建築現場のニーズにも合致

なっており、省人・省力化のニーズに

決まりました。

グリップルは英国のシェフィールドに

かなっています。
また、直径10㎜の全

本社を置く、
ワイヤを使ったつり下げ、

ねじと比べ、直径2㎜のワイヤは製造

港に近い倉庫街に立地を決める

落下防止、
振れ止めを目的とする接続

時に排出するCO2を約90％削減でき

日本法人の本社を神戸に置いたこ

金具メーカー。内部がくさび状になっ

るため、
脱炭素を掲げる企業のニーズ

とについては、
「まずは地域でファンづく

た金具の穴にワイヤを通すと抜けない

にも応えています。

りをしてから広げていきたいという会社

構造になっており、簡単に長さを調節
できるのが特長です。

地震大国の日本は建築構造物に

の方針もあり、
大都市以外で物件を探

対する落下防止や振れ止め対策が厳

しました。
私自身が神戸の街の雰囲気

例えば、
天井裏のダクトなどの設備

しく求められるため、
ターゲット市場の

に心引かれたのも大きな理由」
と話し

資材は振れを防ぐため、
通常は全ねじ

一つでした。
20年ほど前から代理店を

ます。本国スタッフが来日し、
車で市街

（全てにねじ切りが付いたねじ棒）
とナッ

通じて販売していたものの、
「特に建築

を回っていると兵庫区にある生花店の

トで施工しますが、代わりにワイヤと金

資材は仕様の説明や評定の取得が

倉庫が目に止まりました。
「神戸港から

具を使うことで施工が大幅に簡便化

難しく、浸透しきれていませんでした」
。

近いことがポイントでした。
しばらくして

できます。
「 初めて当社製品を扱う作

機能を丁寧に説明しながらコンサルテ

生花店が倉庫を手放すことになった

業者も簡単に施工できます。
また、出

ィング販売を行っていこうと2018年に

ので入居しました」
。
選定に当たっては

荷前に規定耐力検査を徹底している

日本法人を設立し、
そのトップに外資

JETROやひょうご・神戸投資サポート

ので安心して使用でき、
施工時間も大

系建築資材メーカーに勤務していた

センターなどから物件の紹介があった

幅に短縮できます」
と牧野貴浩社長。

牧野社長に白羽の矢が立ちました。

ほか、
決定後は融資獲得のため金融

建築現場では人手不足が課題に

つり下げや落下防止などに効果的な製品

耐震用の用途を広げるため、
まずは

機関にもつないでもらったとのこと。

建築技術の評価機関である

「家賃補助制度も活用できるなど親身

日本建築センターの一般評

なサポートがなければ、
ここまで順調に

定を「B種耐震振れ止めワイ

は来られなかった」
と振り返ります。

ヤ工法」として取得。国交省

社長として採用された際には「あな

のNETISに登録されている落

たはうちの家族になるのだから、
うちの

下防止工法の強みも生かし、

家族も見にきてほしい」
と英国の本社、

大手鉄道会社から駅の防犯

フランスの現地法人などを案内されま

カメラ等の落下防止対策とし

した。
社員が会社の株を保有し、
全世

て採用され、続いて大手自動

界の業績を基にした配当がボーナス

車メーカーの工場での採用も

代わりとなるため、
現地法人同士で助
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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
け合う連帯感も強いのだとか。
また、
各

コロナ飛沫防止シートを無償で提供

まだ雑材扱いですが、
省人・省力化の

現地法人の利益の1％をボランティア

し、
取り付けも行いました。
「誠実で真面

ために大事な資材であることを啓もう

の資金に充てることが義務付けられて

目な会社で働けることにやりがいを感じ

し、
“ワイヤならグリップル”と日本でブラ

おり、牧野社長は神戸元町商店街に

ています。
ワイヤは建築資材の中では

ンドを根付かせたい」
と意気込みます。

会社概要
グリップルジャパン株式会社

所在地 神戸市兵庫区築地町2-57
代表取締役 牧野貴浩
事業内容 ワイヤ・接続金具製造・販売

支援メニュー講座

TEL 078-681-2121
URL https://www.gripple.com/ja-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アシストします。

［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
「令和4年度海外展開支援助成金」
の募集を開始

海外事業の初期段階調査にかかる助成に加え、
ポストコロナの支援の充実として、既に海外進出している事業
者の新規事業にも助成を新設。越境EC事業に対する助成も引き続き実施します。
【概容】

対象事業者
対象事業

対象経費
助 成 率
助成限度額
対象期間

海外渡航
越境EC
中小企業海外展開
ポストコロナ海外新展開
中小企業越境EC
支援事業助成金
支援事業助成金（新規）
支援事業助成金
兵庫県内の中小企業、
企業組合、
協業組合、
事業協同組合、
商工組合、
協同組合連合会など
営業拠点や工場の設置、
生産委託 新たなビジネス展開に向けた海外
のための海外現地調査、
海外見本 現地調査（新製品開発、
新市場開 越境ECモールへの出店、越境EC
市・展示会への出展等など販路開 拓、
新拠点設立、
新たなビジネス環 サイトの開設による販路開拓事業
拓にかかる海外現地調査
境への対応など）
サイト・コンテンツ制作費、越境EC
渡航費※、
宿泊費※、
通訳・翻訳費、 渡航費※、宿泊費※、通訳・翻訳費
モール出店費、
マーケティング広告
展示会出展料など
など
費など
対象経費の2分の1以内
100万円以内
50万円以内
採択決定日（6月初旬予定）
～2023年2月10日 ※事前着手が承認された場合、今年4月1日以降に事業着手可能

※PCR検査証明、
現地隔離のための宿泊費等の一部も含む

【審査方法】書面審査、
ヒアリング審査
【申し込み・問い合わせ先】
ひょうご海外ビジネスセンター
078-271-8402
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタービル4階
4月26日（火）17：00までに所定の申請書を郵送または持参。申請書はホームページからダウンロ
ードできます
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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

新産業創造研究機構（NIRO）
リモート勉強会「日本
経済の構造的課題：“愚者の楽園”を回避するには」
現在の日本経済は「愚者の楽園になりかねない」
と
指摘する講師が、
マネーマーケットの現場の視点から回
避策を解説します。
無料、
オンライン（Zoom）開催。
▶日時：4月21日（木）16：00～17：00
▶講師：加藤出さん（東短リサーチ㈱代表取締役社長・チーフエコノミ
スト）
▶申し込み・問い合わせ先：
（公財）新産業創造研究機構（NIRO）支援企画部
078-306-6806
4
 月19日（火）
までにホームページの申し込みフォー
ムから

▶申し込み・問い合わせ先：
INPIT兵庫県知財総合支援窓口（兵庫県発明協会内）
078-731-5847
出張相談会は各会場でも電話①
②

079-221-8989

079-424-3355で受け付け。5月以降の出張

相談の日程はホームページを確認

兵庫県
「ウクライナ情勢・原油価格上昇に
関する金融特別相談窓口」
昨今のウクライナ情勢の変化や原油価格の上昇によ
り、
中小企業・小規模事業者が影響を受ける恐れがあ
ることから特別相談窓口を設置。資金繰り等の相談に
応対します。
▶問い合わせ先：

INPIT兵庫県知財総合支援窓口
「弁理士または弁護士による無料相談会」
特許実用新案や意匠登録、商標登録、著作権、権
利活用など知的財産に関する相談に応対します。要電
話予約、
1回90分。
オンライン（Zoom）も可。県内各地
の商工会議所等で出張相談会も開催しています。
▶弁理士相談：4月7日（木）
、
14日（木）
、
22日（金）
、
26日（火）
13：00～16：00

兵
 庫県地域金融室「ウクライナ情勢・原油価格上昇に関する金融
特別相談窓口」
078-362-3321（月曜～金曜9：00～17：30）

兵庫県事業承継・引継ぎ支援センター
「事業承継無料相談」
個人事業主・中小企業の事業承継に精通した専門
家が応対します。
要予約。
オンライン（Zoom）
も可。
▶日時：月曜～金曜9：00～17：00

▶弁護士相談：4月28日（木）13：00～16：00

▶場所：兵庫県事業承継・引継ぎ支援センター

▶場所：兵庫県発明協会（神戸市須磨区）

▶申し込み・問い合わせ先：

▶出張相談会：

同センター

①姫路商工会議所 4月6日（水）
、
20日（水）13：00～16：00

078-303-2299

電
 話またはホームページの申し込みフォームから

②加古川商工会議所 4月25日（月）14：30～16：30

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。

2021年12月の県内中小企業の業績動向
は次の通り。調査対象企業3,227社のうち黒
字企業は48.9％の1,579社。全産業の純売
上高は対前年同月比で102.1％と増加した。
業種別では建設業99.4％、製造業107.9％、
情報通信業99.5％、運輸業・郵便業102.4
％、卸売業102.8％、小売業104.6％、宿泊
業・飲食サービス業95.5％、不動産業101.4
％、サービス業100.7％だった。全産業の売
上高総利益率は28.1％で同98.2％、売上高
経常利益率は4.2％で同102.4％、売上高営
業利益率は2.4％で同100.0％と粗利率は低
下したものの、経常利益率、営業利益率は
良化している。
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ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸西支部・税理士

佐藤 周二

【情報通信業】調査対象33社のうち黒字企 利益率は18.3％で同96.8％、経常利益率は
業は51.5％の17社。情報通信業全体の純 1.6％で同94.1％と減少した。
売上高は対前年同月比で99.5％と微減。売 【小売業】調査対象407社のうち黒字企業は
上高総利益率は48.9％で同95.8％、経常利 40.0％の163社。小売業全体の純売上高は
益率は1.8％で同41.8％と大幅に減少した。 対前年同月比で104.6％と増加。売上高総
【運輸業・郵便業】調査対象135社のうち黒 利益率は28.6％で同91.9％、経常利益率は
字企業は43.7％の59社。運輸業・郵便業
0.8％で同29.6％と大幅に減少した。
全体の純売上高は対前年同月比で102.4％ 【宿泊業・飲食サービス業】調査対象108
と増加。売上高総利益率は24.8％で同96.4 社のうち黒字企業は51.8％の56社。宿泊
％、経常利益率は1.7％で同77.2％と大幅 業・飲食サービス業全体の純売上高は対
に減少した。
前年同月比で95.5％と減少。売上総利益率
【卸売業】調査対象416社のうち黒字企業 は62.5％で同98.7％、経常利益率は5.2％
は50.0％の208社。卸売業全体の純売上高 だった。
は対前年同月比で102.8％と増加。売上総

兵庫県信用保証協会かわら版

News from CGCH

「伴走支援型特別保証制度」、兵庫県融資制度
「伴走型経営支援特別貸付」の保証限度額が
6,000万円に引き上げとなりました
当協会は、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・小規模事業者の皆様に対して資金繰り支
援を行うため、
「伴走支援型特別保証制度」
・兵庫県融資制度「伴走型経営支援特別貸付」を取り扱っています。
このたび、令和4年2月1日協会申込受付分から、両制度の保証限度額が4,000万円から6,000万円に引き上げ
となり、セーフティネット保証の認定を取得されていない方も対象者に追加されるとともに取扱期間が令和5年3月
31日（
「伴走支援型特別保証制度」は協会申込受付分、兵庫県融資制度「伴走型経営支援特別貸付」は融資実
行分）まで延長されました。両制度の保証制度概要は以下の通りとなります。
制度概要
次の⑴～⑶のいずれかに該当し、
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）の認定を受けた方
⑵セーフティネット保証5号の認定を受け、
かつ次の①②のいずれかに該当する方
①売上高等減少率が15％以上
②売上高等減少率が15％未満の場合、
最近1カ月間に対応する前年同月の売上高が令和2
対

象

者

年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15％以上減少
⑶次の③④のいずれかに該当する方
③最近1カ月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15％以上減少
④最近1カ月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5％以上減少し、
かつ前年同月の売
上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15％以上
減少

保証限度額

両制度を合算して6,000万円

保 証 期 間

10年以内（うち据置期間5年以内）

貸 付 利 率

金融機関所定利率（伴走型経営支援特別貸付は年0.90％）
対象者⑴⑵の場合
年0.85％
（経営者保証免除対応を適用する場合は年1.05％）

保 証 料 率

※国による保証料補助（当初保証料に限る）により、
保証料の負担は年0.20％相当額となります

対象者⑶の場合
年0.45％～1.90％
（経営者保証免除対応を適用する場合は年0.65％～2.10％）
※国による保証料補助(当初保証料に限る)により、
保証料の負担は年0.20％～1.15％相当額となります

取 扱 期 間

令和5年3月31日まで（
「伴走支援型特別保証制度」は協会申込受付分、
兵庫県融資制度「伴
走型経営支援特別貸付」は融資実行分）

上記は制度の概要です。詳細については各事務所・支所までお問い合わせください

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

日本酒の香り
今月のご隠居さん
兵庫県立工業技術センター 材料・分析技術部 食品・バイオグループ

さとし

あきこ

あきこ：おじいちゃん、今日の晩酌は何を飲んでいるの?

あきこ：オフフレーバーは品質管理において重要なん

ご隠居：日本酒じゃよ。
ほれ、香りだけでも嗅いでごらん。

だね。
それじゃあ、良い香りはどこからきているの?

あきこ：バナナみたいな香りがする～!

ご隠居：良い香りの成分のほとんどは酵母が生成した

ご隠居：これは酢酸イソアミルという成分の香りじゃ。吟

ものじゃ。酵母はアルコールを生成するだけでなく、香り

醸香を構成する香り成分の一種なのじゃ。

成分も生成する。
日本酒造りにおいて重要な存在なの

あきこ：へえ～、
ところで吟醸香って?

じゃ!

ご隠居：よく磨いた酒米を使って低温でゆっくりと発酵

あきこ：日本酒の香りの決め手は酵母なんだ!

させた吟醸酒や大吟醸酒から出る、華やかでフルーテ

ご隠居：酵母によって生成する香り成分は異なるので、

ィーな香りのことじゃ。酢酸イソアミルの他に、
リンゴのよ

どのような日本酒を造りたいかによって使用する酵母を

うな香りのカプロン酸エチルも酒好きの人の間ではよく

変えたりもするんじゃ。例えば、大吟醸酒では吟醸香が

知られておるのう。

重要となるので、
カプロン酸エチルを多く生成するよう

あきこ：他にはどんな香りの成分が入っているの?

に改良された酵母を使うことが多いんじゃ。

ご隠居：いわゆる日本酒らしい香りは、
イソアミルアルコ

あきこ：えっ、酵母を改良することができるの?

ールなどの高級アルコールに由来しているのじゃ。高級

ご隠居：すごいじゃろう? 酵母内で目的の香り成分がど

アルコールの中にはフェネチルアルコールというバラの

のように生成されるか分かっている場合、
その生成経

ような香りがする成分も含まれておるのう。
もちろん、吟

路に影響を及ぼすような物質を用いて酵母を改良して

醸香などの良い香りばかりでなく、不快な香りの成分も

いくことが多いのう。通常では死滅してしまうような厳し

日本酒には含まれておるのじゃよ。
そういった香りはオフ

い環境下に酵母を置き、生き残った酵母の中から目的

フレーバーと呼ばれておるのじゃ。

の香り成分が増えた酵母を見つけ出すのじゃ。

あきこ：日本酒はいろんな成分が合わさって複雑な香

あきこ：日本酒はてっきり感覚で造る伝統産業のような

りがするのか～。
じゃあ、オフフレーバーはどんな香りが

イメージだったけど、科学的な技術が応用されて、
さま

するの?

ざまな特徴を持った日本酒が生まれているんだね。

ご隠居：オフフレーバーには燻製臭といった4-ビニルグ

ご隠居：そういうことじゃ。酒造りはこれからも進歩して

アイアコール由来の香りや、ジアセチルというヨーグルト

いくと思うが、あきこはどんな日本酒が飲んでみたいん

のような香りがする成分などが含まれているのじゃ。

じゃ?

あきこ：ヨーグルトは良い香りのような気がするけど…。

あきこ：う～ん、ショートケーキの香りがする日本酒を飲

ご隠居：感じ方は人それぞれじゃが、ジアセチルの発

んでみたい!

生原因として乳酸菌による汚染が考えられるのじゃ。
オ

ご隠居：あきこがお酒の飲めるようになるころには、
そん

フフレーバーは製造や管理過程での問題点を見つけ

な日本酒ができておるといいのう。

る指標となるのじゃ。

8 JUMP

西村 友里さんです。

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

扶養内で働くための“年収の壁”
配偶者のパートやアルバイトの年収が一定額を超えてしまうと、
所得税額等が課税されたり、
被保険者の社会
保険の扶養から外れたり、
被保険者が受ける配偶者控除等の控除額が縮小されたりします。

所得税と社会保険について
【例】夫婦共働きで、
妻のパート年収が103万円以下の場合
夫は「配偶者控除（最高38万円）
」を受けられるとともに、
妻には所得税が課税されません。
配偶者控除は夫
の給与年収が1,095万円を超えると控除額が縮小し、
1,195万円を超えると適用されません。
【例】夫婦共働きで、
妻のパート年収が103万円を超える場合
夫は配偶者控除を受けられなくなる代わりに、
「配偶者特別控除」を受けられます。
配偶者特別控除にも所得
制限（年収が1,095万円を超えると控除額が縮小）があり、妻の年収が150万円までは最高38万円の控除を
受けられますが、
150万円を超えると控除額が低減します。
また、
年収201.6万円以上では控除が受けられなくな
ります。
【例】夫婦共働きで、
妻のパート年収が130万円以上の場合
夫の社会保険の扶養（被扶養者）から外れ、
妻本人が社会保険料を支払わなければなりません。
妻の月収
から社会保険料が差し引かれるようになり、
手取り額が少なくなります。
また、
「従業員501人以上の企業」
「雇用期
間が1年以上見込まれること」
「月額賃金8.8万円以上（年額105.6万円）
」など一定の要件を満たす場合は、
年
収130万円未満でも社会保険料を支払う必要があります。

給付金や副業など給与以外の収入について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各種給付金は非課税とされており、
収入に含める必要はありません。
一
方、
パートやアルバイトの年収が103万円以下であっても下記のような収入が一定額あると課税所得に含まれる
ことになり、
扶養家族の範囲から外れる可能性があるので注意が必要です。
一時所得

生命保険の一時金、
損害保険の解約返戻金、
懸賞金、
競馬の当選金等

雑所得その他

家賃収入、
原稿料、
株・FX・暗号資産取引による収入、
転売による収入

なお、
不要となった家具や衣服、
食器等の生活用動産の売却で得た収入は税務上、
非課税とされているので
収入に含める必要はありません。

※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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がんばる
商店街
②
●

③
●

④
●
①大漁旗がずらりと並び、活気にあふれて
います②商店街事務所には休憩スペースや
トイレのほか、4カ国語対応のデジタルサ
イネージも③隠れ家的な立ち飲み屋は大盛
況④アーケードに設置された大型ビジョン

①
●

多彩な振興策
多彩な
振興策によ
により回遊性
り回遊性をさ
をさらに高める

魚の棚商店街（明石市）

京都の錦市場、大阪の黒門市場

販店の3代目である、魚の棚東商店

「まある笑店」もオープンさせました。

と並ぶ関西の行楽商店街として、阪

街振興組合の田中泰樹副理事長は

有名ミュージシャンと地酒蔵がコラボ

神や播磨などから多くの人が訪れる

「魚の棚ならではの立地を生かした

した日本酒の発売を考えているそう

魚の棚商店街。昼競りが開かれる明

商売がしたい」と店の奥に隠れ家的

石市地方卸売市場水産物分場と明

な立ち飲み屋をしつらえ、商店街で

また、コロナ禍でここ2年開催して

石浦漁業協同組合の2つの市場が

仕入れた魚介類などを使ったあてを

いない七夕の夜市やビアガーデンな

です。

近い地の利を生かし、新鮮な魚介類

提供。
イカナゴの魚醤といったオリジ

どのイベントも、状況次第では再開を

を売る店や飲食店が活気を生み出

ナルの加工品や総菜も販売していま

視野に入れています。安原理事長は

しています。

す。
「 近年は飲食店の出店が増え、

「お客さんを呼べる店、商店街として

同商店街では東西2つの振興組

相対的に減りつつある商店街の顔と

さらに工夫を重ね、商店街の回遊性

合が連携して振興策を展開してお

もいえる鮮魚や塩干を扱う店をいか

を一層高めていきたい」と話します。

り、近年ではフリーWi-Fiを整備した

に維持し盛り立てるか、
その解決にも

ほか、
アーケードの入り口に大型ビジ

つながる」と同組合の安原宏樹理事

ョンを設置して商店街や市内の情報

長は言います。

などを発信しています。
各個店の取り組みも活発です。酒

田中 副 理 事 長は空き店 舗を活
用し、明石の地酒や食材を提供する

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」で取り上げたグリップルジャパン。
外資系企業というとドライなイメージがありますが、
人、地域を大切にする企業姿勢も興味深いもので、牧
野社長が意気に感じて働いている姿が印象的でした。
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魚の棚商店街
明石市本町
営業時間・定休日／店により異なる
078-911-9666（同商店街事務所）
https://www.uonotana.or.jp
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