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日置建設㈱

兵庫県中小企業新事業
展開応援事業を活用して 代表取締役

日置 尚文

●ECサイトを開設した
●情報発信をさらに強化した
●地域のファンを獲得できた

健康住宅とオリジナルDIYグッズで
コアなファンを増やす

明石市

オリジナルを含めインテリアグッズが充実の品ぞろえ

雑貨店を住宅購入の入り口に
　同社は住宅会社として1970年に日置尚文社長の父親
が創業。今年で53年目を迎えました。日置社長はゼネコ
ンを経て30歳の時に入社しました。自身、アトピー性皮
膚炎を患っていたことから、無

む
垢
く

材や塗り壁、和紙など
自然素材を使った注文住宅に特化することを決断。高気
密・高断熱による良好な空気・温度環境と省エネにもこ
だわり、「健康長寿を支えるエコな住宅づくり」を提案し
続けています。
　6年前、知り合いからJR大久保駅前での出店を依頼さ
れ、雑貨店「WAKU＋AKASHI（ワクタスアカシ）」を
オープンしました。店内にDIYスペースを設け、「インパ
クトドライバーだけで組み立てられる雑貨」も並べまし
た。「DIYを入り口にリフォームや住宅に関心を持っても
らい、本業にもつながればと考えました」と狙いを話し
ます。
　店は軌道に乗りましたが、コロナ禍で客が激減してし
まったのを機に、1年半前に本社1階に移転することを決
断します。兵庫県の中小企業新事業展開応援事業を活用
し、ECサイトも開設しました。「ECサイトは競争が激し

く、仕入れ商品を扱って他社と同じものを並べても目に
留めてもらえない」と考えました。
　そこで、店で扱っていた商品に加え、木に輸入壁紙を
張り付けてできるインテリアパネルや飾り棚などオリジ
ナルのDIYグッズも新たに開発しました。2階にはオリ
ジナルの組み立て家具等の展示スペースや地域の人が気
軽に利用できるレンタルワークショップスペースも設け
るなど、移転前と比べてより多くの人が集まるようにな
りました。

モデルハウスの建築過程を公開
　「住宅は一生で最も高い買い物なので、どうしても本
社を訪ねるハードルが高くなりがちです。しかし、ワ
クタスのお客様が気軽に訪れるようになり、住宅やリ
フォームの成約率も上がっています」と手応えを感じて
います。
　かねてよりブログを毎日のように発信していた日置社
長。コロナ禍をきっかけに住宅に対するこだわり、収納
方法の提案、見学会の案内などをInstagramやYouTube
で積極的に発信するようになり、フォロワーの増加とと
もに、来訪者も着実に増やしています。

制度利用までの流れ
2021年7月 9月 2022年2月 3月
地元商工会議所へ
事業計画書を提出

県の採択決定通知
を受け、事業着手

事業完了後、実績
報告書を提出

助成金の入金
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店内のDIYコーナー 収納のアイデアも提案しています

　来年3月には近所に取得した土地にモデルハウスが完
成予定とのこと。「10月に着工します。完成までのプロ
セスを逐次公開することで健康住宅に関心を持ってもら
い、地域のファンをさらに増やしていきたい」と意気込
みます。

日置建設㈱
明石市大久保町江井島1748-2
T 078-936-4320　Ｈhttps://www.k-hioki.com
●代表取締役／日置尚文
●事業内容／建設業

兵庫県中小企業
新事業展開応援事業

コロナ禍や原油・原材料価格高騰に対応したビジネスモ
デルの再構築や新事業展開を応援します。

•�ビジネスモデルの再構築（業態やサービス提供方法等
の変更や追加）や新たな事業展開に係る経費について
補助を受けられます。
•�商工会・商工会議所から事業計画等に関する助言が
受けられます。

問兵庫県地域経済課
Ｔ078-362-3326
※詳細については県ホームページをご覧ください

【補助期間】交付決定日～2023年1月
【対象経費】�建物改修費、設備導入費、システム導入費、

広告宣伝費など
【申請期間】�8月26日㊎（必着）までに最寄りの商工会・

商工会議所へ

利用メリット

自 費 出 版
見  積  り  無  料

まずは電話かメールでお問合せください

TEL.078-362-7140
jihishuppan-kpc@kobe-np.co.jp

あなたの本を

「オーダーメイド」

だけ https://kobe-selfpub.jp

こちらから
▼

株式会社 神戸新聞総合印刷
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原油や原材料等の価格高騰により売り上げが減少した中小
企業等に支援金を支給します。
対①～③全てに該当する中小法人、個人事業主等
①国の事業復活支援金を受給または兵庫県の経営円滑化
貸付（原油・原材料価格高騰）を借り入れている
②昨年11月以降、燃料や原材料の価格高騰の影響を受け
ている
③事業継続に向けた取り組みを行っている
●支給額
事業復活支援金の受給者で売上高の減少率が50％以上ま
たは経営円滑化貸付の利用者＝中小法人等：30万円、個人
事業主：15万円

事業復活支援金の受給者で売上高の減少率が30％以上
50％未満＝中小法人等：20万円、個人事業主：10万円
申問兵庫県中小企業等一時支援金事務局コールセンター
Ｔ050-8882-9440（月曜～金曜9時～17時）
9月30日㊎までにホームページの申し込み
フォームから

県内中小企業の経営力強化のため、コロナ禍や原油・原材
料価格高騰に対応したビジネスモデルの再構築や新たな事
業展開を支援します。通常枠と特別枠の重複申請はできま
せん。過去に本事業で助成を受けた事業者は申請できませ
ん。審査の上、10月上旬に採択事業者を決定します。

「中小企業等原油価格・物価高騰対策
一時支援金」受給希望者の募集

兵庫県
「中小企業新事業展開応援事業」

ひょうご産業活性化センター

関係機関

日日時　所場所　対対象　定定員　￥料金
申申し込み先・方法　問問い合わせ先 
Ｔ電話番号　Ｆファクス番号　Ｅ Eメール
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❶通常枠
●対象事業＝ウィズコロナ・ポストコロナ時代におけるビジ
ネスモデルの再構築や新たな事業展開に係る取り組み
対申請前の売上高※①がコロナ以前※②と比較して10％以上
減少した中小企業者
　※①2020年4月以降の連続する6カ月間のうち任意の3カ月間の合計売上高
　※②2019年1月～20年3月の同3カ月間の合計売上高

❷特別枠
●対象事業＝省エネ設備の導入によるビジネスモデルの再
構築や新たな事業展開に係る取り組み
　※省エネ設備導入費が全体経費の50％以上を占めること

対対象月※③の売上高が基準月※④と比較して10%以上減少
した中小企業者
　※③2022年1月以降の任意の1カ月間
　※④2019年～21年における対象月と同一の1カ月間

●事業実施期間（❶❷とも）＝交付決定日～2023年1月
●補助金額（❶❷とも）＝事業費区分に応じた定額

●補助件数＝❶200件程度❷150件程度
申8月26日㊎（必着）までに所定の申請書を最
寄りの商工会・商工会議所へ提出。申請書は県
ホームページからダウンロードできます
問県地域経済課　Ｔ078-362-3326または最寄りの商
工会・商工会議所

補助対象経費（税抜） 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



JUMP6

がんばる企業を応援

兵庫県では世界に飛躍する中小企業を支援する一環として、2016（平成28）年度から優れた技術や製品を有し、国内
外で高い評価やシェアを得ている企業を「ひょうごオンリーワン企業」として認定・顕彰しています。

兵庫県産業労働部

「中小企業支援ネットひょうご」構成機関からのご案内

「中小企業支援ネットひょうご」とは
さまざまな経営課題を抱える中小企業の応援を
目的に、中小企業支援機関や連携団体でつくる
ネットワークです。各機関の強みを生かしながら、
総合的な支援を展開しています。

優れた技術等を持つ中小企業を認定

ひょうごオンリーワン企業等認定・支援事業

県内に本社または主力工場・研究所がある中小企業（その
他要件あり）

8月上旬～
9月中旬	 認定企業の募集
　　　　　　⬇
11月上旬	 書類審査
　　　　　　⬇
12月中旬	 審査結果の通知
　　　　　　⬇
2月上旬	 認定式

2016～21年度で50社を認定・顕彰しました。認定期間	
（5年）の満了後、シェア等の条件を維持していれば再認定
を受けられます（希望する企業のみ）。

認定書と盾を授与します。ま
た、県の記者発表やホーム
ページ、高校生向け企業ガイド
ブックで認定企業の概要や製
品の特徴などを紹介します。

音羽電機工業㈱ （尼崎市）
2016年度認定、21年度再認定

初めて認定されたのを機に他社との業務提携が進みまし
た。社員一同、県を代表する企業として恥ずかしくないよ
うにという意識が芽生え、技術開発に取り組む上でのモチ
ベーションアップにもつながりました。（吉田修社長）

カネテツデリカフーズ㈱ （神戸市東灘区）
2021年度認定

公式に第三者から技術力を認めていただいたことで、社員
たちは一層自信を深め、誇りを持つようになりました。当社の
「企業価値」や「ブランド」を高める機会にもなり、大変光栄
に思います。（村上寛社長）

認定までの流れ

認定されると

認定企業の声対象企業

日本唯一の雷対策
専門メーカーとして
避雷器をはじめ、雷
害関連製品の製造
を手掛ける。「免雷」
は同社の登録商標。

近畿でシェア1位を
誇る魚肉練り製品
メーカー。近年は、
本物のような味や食
感を再現した「ほぼ
シリーズ」が人気。

兵庫県産業労働部地域経済課
T 078-362-3342
Ｆ078-362-4274 認定企業の紹介

昨年度の認定式

県ホームページにはトップイン
タビューも掲載

「兵庫の企業─高校生の
ための企業研究ガイド」
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中小企業支援ネットひょうごでは、さらなる成長が見込める企業を
「成長期待企業」に選定し、複合的な支援をしています。このコー
ナーでは選定企業が誇る自慢の商品やサービスを紹介します。

夕香楼しょう和㈱の

▲旅館に併設のカフェも人気の立ち寄りスポット

最小限の投資で新たな顧客を開拓
車中泊ブームで運営は好調

RVパーク

　同社は大正時代から香住駅前で旅館を営業していました
が、2006年に香住海岸沿いの旅館を買い取って移転。ホテ
ルのレストランで料理人を務めていた4代目の福田正幸社
長が、実家の旅館に戻りました。
　当地の観光業にとっての課題はカニ漁のある冬に観光客
が集中することで、地域を挙げて閑散期の誘客に取り組ん
できました。6年前、地元の青年会議所（JC）が、キャンピ
ングカーなどを止めて滞在できるRVパークによる地域活
性化案を発表。第2号の導入先として、JCの理事長と知り
合いだった福田社長に声がかかりました。

　旅館の駐車場を活用し、1日3台まで受け入れています。
1泊1台当たり電源付きで2,000円、ワンドリンクと温泉の
利用で1人1,500円という手頃な価格設定もあり、初年度
の2020年は100組が利用する人気に。「設備投資を伴うこ
となく、新たな客層を獲得できたメリットは大きい」と話
します。この成功を機に、香美町内のRVパークは道の駅な
ど4カ所に増えました。コロナ禍の今、「座して待っている
だけでは観光客は増えない」と福田社長は危機感をあらわ
に、近隣農家と連携した野菜の収穫体験など今後のアイデ
アも温めています。

今人気の“軽キャン”の利用も目立ちます

夕香楼しょう和㈱　香美町香住区七日市312-1
Ｔ0796-36-0052　H https://www.yuukarou-showa.com

⃝設立年：2016年11月　⃝代表取締役：福田正幸
⃝事業内容：旅館業、カフェ
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県内中小企業の全産業・業種別の売上高（速報値）を公開中！ ひょうご企業業績

TKC近畿兵庫会神戸中央支部
広報委員 河田広幸

電子取引データの保存の実務について
～宥恕期間中に何をすべきか～

　2022年1月から、事業者の「電子取引データ」は電子帳簿保存法上、電子データによる保存が義
務化されました。しかし、企業側から経理の業務フローの変更やシステムの整備が間に合わない、
一部の書類しか対応できていないといった声が多く上がったため、税務当局では急きょ関係省令を
改正し、宥

ゆう
恕
じょ

措置として23年12月31日までは一定の要件の下、電子取引データを紙に印刷して保
存する従来の方法も認められました。なお、紙の請求書や領収書等をスキャンして電子データとし
て保存するかどうかは企業の任意になっています。

　では、中小企業等は宥恕期間中に何をしておくべきでしょうか。近年、中小企業においても請求
書や領収書等をインターネットで受け渡すケースが増えています。今後、キャッシュレス決済の普
及と共に請求書や領収書等のペーパーレス化はさらに進むでしょう。23年10月からは消費税のイ
ンボイス制度が始まり、請求書の発行・受領や経理の業務フローが大きく変わることが予想されて
おり、その対応の準備も必要です。実際の運用によって判明する課題や問題を改善しながら、電子
取引データの保存体制を整備する必要があります。ただし、経理体制やシステムの見直しと準備に
は相当の時間がかかります。22年は電子取引データを電子データ保存するための準備期間として、
まずは自社の電子取引を洗い出し、保存方法やシステムを検討してください。次に経理の業務フ
ローを改善し、24年1月を安心して迎えられるようにしましょう。

●電子取引とは　書面ではなく電子データでやり取りされる取引情報の記載事項の全てをい
います。例えば、インターネットによる請求書や領収書等の受け渡し、ネット通販での物品の
購入、電子メールによる見積もりや発注などがあります。





%～
1.95%0.70

公益財団法人
ひょうご産業活性化センター
設備投資支援室

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号
神戸市産業振興センター7階　FAX.078-977-9102

TEL.078-977-9086
https://web.hyogo-iic.ne.jp

設備投資を
支援します!!
設備貸与制度とは
（公財）ひょうご産業活性化センターが
皆様に代わって設備を購入し、
「割賦販売」又は「リース」する
制度です。

設備貸与制度は

  こんなに使い易い

         
制度です!!

ひょうご産業

低利 !  長期固定 !01

申込みは簡単 !02

連帯保証人・担保03

割賦

リース 月額0.966％～2.959%

原則不要
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TEL078 -977 -9070㈹

西日本最大級の総合展示会西日本最大級の総合展示会西日本最大級の総合展示会 出展規模427社・団体

お問い合せ/「国際フロンティア産業メッセ2022」事務局 日刊工業新聞社 西日本支社 イベントグループ　〒540-0031 大阪市中央区北浜東 2-16　TEL 06-6946-3384　FAX 06-6946-3389

〉〉同時開催

主催：日新信用金庫

にっしん輝きメッセ2022

主催：（株）みなと銀行　共催：りそなグループ

みなと元気メッセ2022
主催：（公財）ひょうご環境創造協会、ひょうごエコタウン推進会議

ひょうご環境ビジネス展

主催：（株）但馬銀行

たんぎん産業メッセ2022
主催：神戸信用金庫

こうべしんきんビジネスメッセ2022

特別講演・セミナー・イベント特別講演・セミナー・イベント特別講演・セミナー・イベント 参加無料・事前申込優先 ※申込はHPから!! httpｓ://www.kobemesse.com

2
9

1
9

Thu
木

Fri
金

9/1 併催セミナー・イベント

あらゆる産業を守る、IT資産管理・ソフトウェア資産管理の重要性
［神戸市：デジタル戦略部］

申込不要

完全予約制

11:00～16:30

技術移転セミナー
［主催：公益財団法人 新産業創造研究機構］14:30～16:30

第1回 神戸取引商談会
［主催：（公財）ひょうご産業活性化センター］ ［共催：神戸市、神戸商工会議所

10:30～13:00

11:00～12:30

成長産業育成のための研究開発支援事業
認定式／研究発表 ［主催：兵庫県］

9/2  併催セミナー・イベント
11:00～12:00

12:30～17:00

ひょうご環境ビジネスセミナー
［主催：（公財）ひょうご環境創造協会・ひょうごエコタウン推進会議］13:30～16:30

13:00～15:45

関西航空機産業プラットフォームNEXT セミナー
［主催：関西航空機産業プラットフォームNEXT］ ［後援：兵庫県、神戸市］14:30～16:45

兵庫工業会「ものづくり分野における女性就業の促進」セミナー
［主催：（公社）兵庫工業会］

来場者募集中 入場・セミナー無料

13:00～14:00
こうべしんきんビジネスメッセ2022
中小企業が危ない！！ 今、求められる情報セキュリティ対策
［主催：神戸信用金庫］

ひょうご・神戸国際ビジネススクエア
海外展開支援セミナー
［主催：ひょうご・神戸国際ビジネススクエア（神戸市海外ビジネスセンター、ひょうご海外ビジネスセンター、ジェトロ神戸）］

申込不要

ひょうご・神戸国際ビジネススクエア
海外展開支援セミナー
［主催：ひょうご・神戸国際ビジネススクエア（神戸市海外ビジネスセンター、ひょうご海外ビジネスセンター、ジェトロ神戸）］

申込不要

講
師

10：00
　〜 
17：009.1THU

.2 FRI
木 金

国際フロンティア産業メッセ実行委員会主催

構成
団体

兵庫県・神戸市・（公財）新産業創造研究機構・（公財）ひょうご科学技術協会・神戸商工会議所・（公社）兵庫工業会・
（公財）ひょうご産業活性化センター・兵庫県商工会議所連合会・兵庫県商工会連合会・兵庫県中小企業団体中央会・
（公財）兵庫県国際交流協会・（公財）神戸市産業振興財団・（一財）神戸観光局・（公財）ひょうご環境創造協会・
ひょうごエコタウン推進会議

未
来
を
拓
く

   

未
来
を
動
か
す  

神戸国際展示場 1・2号館(神戸ポートアイランド)

国際フロンティア
産業メッセ2022

西日本最大級の産業総合展示会

特別展示 ：

ドローンサミット基調講演（併催） 11：00～12：00・2A会議室

THE INTERNATIONAL INDUSTRIAL FAIR 2022 KOBE

講
師

基調講演① 15：00～16：00・3A会議室

講
師

特別講演 13：00～14：00・3A会議室

産業ガスを起源とした
エア・ウォーターのポートフォリオ戦略

「水素社会の実現に向けて」
兵庫県知事・神戸市長パネルトーク
脱炭素化の切り札とも言われる水素。世界初の液
化水素運搬実証の拠点となった兵庫・神戸から、
水素社会の実現に向けた取組について、兵庫県
知事と神戸市長が熱く語ります。 パネリスト パネリスト ナビゲーター

神戸市長　
久元 喜造 氏

新産業創造研究機構 
牧村 実 氏

兵庫県知事　 
齋藤 元彦 氏13:00～14:00 3A会議室

講
師

基調講演② 11：00～12：00・3A会議室

～日本発 空飛ぶクルマと物流ドローンの開発～

― 燃料電池自動車等の開発と取り組み ―

時 間 場 所

次世代モビリティ＆ドローンゾーン

9/2 特別企画

同時開催決定！

主催：内閣官房小型無人機等対策推進室
　　　兵庫県
共催：経済産業省・国土交通省・
　　　公益財団法人 新産業創造研究機構

東京大学未来ビジョン研究センター  特任教授、名誉教授
鈴木 真二 氏

千葉大学  名誉教授
野波 健蔵 氏

「ドローンの各国法制度の動向と将来像」
「世界と日本のドローン産業動向」


