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豊岡市商工会通信

人めぐり

海 底のロマンを
探 求、発 信 する

T-style
民宿 ねこざき
Dive Resort

田中 陽介さん
今回の人めぐりは、兵庫県の最北端 竹野浜の側でダイビング
ショップ「T-style」と「民宿ねこざき」をご夫婦で営む、田中陽介
さんにお話を伺ってきました。竹野人の風格がある陽介さんは
実は大阪からの移住者。息ぴったりな妻の美紀さんと共に、竹野
の魅力や今後の展望などを語っていただきました。

町めぐり

新規会員紹介

業めぐり

日高「西洋菓子工房 フーケの館」

活用しよう！商工会
出石「株式会社

マツバラ」

スタイル

T-style

ねこざき
き

み

発見も多く、好奇心のそそられる海でもあり

また、実はこんな生物がいたんだ！という

猫崎半島のおかげで、風がある日でも半島の

歌山や沖縄等、いろいろ考えましたが、どうせ

ます！去年は船上で何度もイルカに出会うこ

イビングを始め、インストラクターも取得して

なら未開のところに…と思っていたら、タイミ

とがあり、それを発信すると但馬の人から但

陰は潜れることも多く、ダイビングできる日

ングよく香美町の民宿がダイビングの求人を出

馬の海にもいるの という驚きの声をいただ

いました。2007 年、転職を機に「いっそ好

していたのが、但馬に来たきっかけです。当時

が多いことも魅力の一つです。

は今ほど移住施策も充実しておらず、何もわか
きました。
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とを目指しました。竹野では海中の環境破壊

物情報を発信して、お客様に来ていただくこ

業としては難しいと感じました。そこで、生

いのですが、それをアピールするだけでは事

ということだと思います。実際、透明度も良

竹野の海で思いつくことはまず、水が綺麗

とができます。春にかけて繁殖シーズンなの

ともあり、とても貴重なシーンを撮影するこ

観察できるのは、関西では竹野だけというこ

る方もおられます。ダンゴウオの繁殖活動が

いています。シーズンに何度も通ってくださ

姿を撮影したいと、多くの方にお越しいただ

年は、親子で体験ダイビングに来られる方も

できるのが水中撮影の魅力だと思います。近

一期一会なので、その瞬間を切り取って表現

すると寒さも忘れます（笑）海での出逢いは

春の海はまだ冷たいのですが、撮影に集中

かり話をすれば協力してくれますし、新しい

の他の方にお願いしています。
竹野の人はしっ

得意でないことは無理にやろうとせず、地域

います。何でも自分たちでやるのではなく、

で、地域を含めて事業展開していけたらと思

地域に元気がないと人は来ないと思ってるの

のが頭にあります。自分ばかりが儲かっても

まず、地域がないと事業はできないという

多く、最高の思い出にしてもらえるよう、水

ことにも興味を示してくれます。最大の魅力

のがきっかけです。ジオパーク補助金や豊岡

作るために活用した持続化補助金を申請した

最初にお世話になったのは、宿の HP を

目指しています。お客様も竹野の雰囲気が好

ですが、そこが大好きですし、そういう店を

か、のんびりというか…うまく表現できない

の雰囲気だと思います。アットホームという

は、竹野の人や風土が作り出している街全体

市ステップアップ補助金等も活用していま

あと、意外にも地元のお客様が少ないので、

きと言ってくれることが多いのも嬉しいです。
もっと潜りに来ていただきたいです。今は遠

す。宿のトイレ改修等の設備面、カメラマン

出しづらい時期ですし、ライセンス取得の講
足を運んでください。

竹野浜海水浴場

習もやっておりますので興味のある方はぜひ

県の水中ガイドを招いて串本と竹野の海を比

乗ってくれることももちろん良いのですが、
他の会員さんと交流できるのが移住者の自分

北前館

としてはありがたいです。様々な業種の方が
いらっしゃるので、話す内容も考え方も十人
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たけの
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竹野川
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たけの観光協会
ローソン

十色。地域の人とより親しくなれるし、よい
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住 所／豊岡市竹野町竹野5
TEL／080 4011 4159
］ www.takeno-diving.com
／［ T-style
［民宿ねこざき］ nekozaki-inn.com

in for mat ion

民宿ねこざき
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弁天浜
至香住
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商工会は職員さんが親身になって相談に

較したり、お客様の満足度も高いです。

を招いて水中フォトセミナーを開催、和歌山

商工会を活用して

中写真を撮るサービスなどもしています。

思うとワクワクします。

町と共に成長する

オ。成魚でも 2㎝ほどで、そのユニークな

中でも人気なのは、春に見られるダンゴウ

ただけるようになりました。

夏以外のシーズンにもダイビングにお越しい

水中撮影を始めました。お客様の幅が広がり、

を発信するため、一眼レフを使った本格的な

ものというイメージが強いです。そこで情報

景色なのですが、一般的にダイビングは夏の

海の中にも四季があり季節ごとに全然違う

カメラで切り取る海中世界

!?

で、今年もたくさんのダンゴウオに会えると

竹野の海の魅力

ねこざき』をオープンしました。

いらっしゃることから、2016 年夏に『民宿

営する中で、遠方から夜中に到着するお客様も

ることになりました。ダイビングショップを運

し、当時同僚であった美紀と二人で切り盛りす

した。2015 年にはそれを受け継ぐ形で独立

いか？」とお話をいただき、

から「竹野にダイビングのブースを出してみな

ビング、冬は宿の仕事に従事し、数年後、社長

らないまま但馬へ単身移住しました。夏はダイ

きなことを仕事にしたい！」と考えました。和

で、季節によって見られるものが違います。

があまり進んでおらず、生物の多い豊かな海

女将
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猫崎半島のふもとにて
温かい笑顔でお出迎え

ダイビングのできる宿
私は大阪出身です。 歳くらいから趣味でダ
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場を提供していただいているなと感じます。

オリジナル商品の
ダンゴウオマシュマロは
チョコ入りと
クリーム入りの2種類

至城崎

田中 陽介さん
大将

美紀さん
至豊岡

20

ティー

竹野
1.海の底で記念撮影。 2.3mm
くらいのダンゴウオの子供たち。
3.アイナメの孵化。1月の冷たい海
で見られるドラマチックな瞬間。
4.屋号の由来である竹野浜のラン
ドマーク猫崎半島。 5.民宿ねこ
ざきは竹野浜と竹野川にはさまれ
た最高のロケーション。

人
1
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藤川 圭一

水嶋 義之

豊岡市出石町袴狭818-1
TEL／0120-833-302 休／日曜・祝日
HP／https://fuji89-kokokara.com

玄

［小売業］

豊岡市出石町福居399-1
TEL／52-2061 休／日曜日

安井 順一郎

豊岡市出石町八木20
TEL・FAX／53-1020 休／木曜日
HP／https://gensoba-izushi.com/

豊岡市出石町宵田104
TEL／20-6021 FAX／20-6309 休／木曜日
HP／https://www.izushi-katsura.com/

石田 昌之

豊岡市中陰376-5
TEL／22-7530 FAX／22-7554
HP／http://www.s-bm.co.jp

岩本

豊岡市下陰4-1
TEL／24-4061

まかり不動産企画株式会社

但馬茅葺き

KHATRI CHHAM BAHADUR

夜久 正人

毛戸 達郎

真狩 慶一

三木 宏祐

中原 裕平
豊岡市大手町8-5 アビックスαビル5F
TEL／ 080-6109-3741
HP／https://www.gib-life.co.jp

自覚症状が現れにくい、そんな病気は少なくありません。
だからこそ、健診で健康状態をチェック。
自分の体を知るのが、健康維持の第一歩です。

いつもの 食 卓に
プラス一皿 野 菜

特定健 康診査は、生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドローム（内臓
脂肪症候群）に視点を置いた健診です。生活習慣を振り返る絶好の機会です。
将来にわたって、健康で幸せな生活を維持していけるよう、毎年必ず1回受診し
ましょう。受診方法については、職場や市の情報をご確認ください。
豊岡市国民健康保険加入者では、生活習慣病の中でも高血圧で治療を受けて
いる方が一番多く、40代から増加し、60代後半では約6割の方が治療されてい
ます。高血圧は、心臓病や脳卒中の原因の一つです。まずは自分の生活を振り
返り、減塩や肥満予防など生活習慣の改善に取り組みましょう。
豊岡市健康増進課国保保健係

tel.24-7034

豊岡市日高町水上18-1
TEL／43-1057 FAX／43-1067
休／木曜、
日曜、
祝日

出石皿そば
［飲食業］

左京

森本 卓馬
豊岡市出石町内町57-1
TEL・FAX／52-6273 休／不定休

アペイロン

㈱ A'peiron

トレジャーボックス

［自動車販売、整備］

［リラクゼーション］

太田 義道

永島

豊岡市出石町福住1230-3
TEL／20-4344 休／日曜・祝日
HP／http://apeiron.co.jp/

薫

豊岡市出石町宮内168-20
TEL／52-6483 FAX／52-6483

豊岡市日高町谷106
TEL／090-5153-4010 FAX／03-6700-6817
休／不定休 HP／tajima-kayabuki.com

りんどう
［飲食業］

中嶌 喜誉子
豊岡市出石町町分129-6
TEL／52-6230

令和３年経済センサス−活動調査について
〜すべての事業所・企業が対象です〜

「令和3年経済センサス‐活動調査」は、全国のすべての事業所及び企業を対象として、令
和3年6月1日現在で全国一斉に実施する統計調査です。皆様のご理解・ご協力が、日本
経済の「いま」を明らかにするために必要です。調査のご回答をよろしくお願いします。
主な調査事項

豊 岡 市 健 康 増 進 課 か らの お 知 ら せ

声かけあってはじめよう！血圧管理と年一健診

豊岡市日高町国分寺261-1
TEL・FAX／20-7645 休／水曜日・盆・年末年始
HP／https://meganegarden.shopinfo.jp/

［ 茅葺き屋根工事業］

出石

豊岡営業所

［不動産業］

出石

豊岡市庄境137
TEL／20-2590 FAX／20-2591
HP／masaki1357.co.jp

豊岡市日高町芝330-1
TEL／20-5871 FAX／20-5872
HP／https://macfacilities000.wixsite.com/maxearth

［眼鏡、補聴器小売業］

出石

ジブラルタ生命保険㈱

栃尾 正樹

［リゾート支援・管工事業］

出石

㈱マサキ

［土木工事・解体工事・基礎工事・
造成工事・太陽光発電事業］

問い合わせ先

4

メガネガーデン

豊岡

◉掲載を希望された会員事業所さまを順番にご紹介しております

㈱マックファシリティーズ

豊岡市中央町11-14
TEL／23-3230 FAX／34-8160
HP／https://namasute-toyooka.gorp.jp

豊岡

商工会に
加入しませんか？
新規会員
お待ちしております！

ナマステ

［飲食業（インド＆ネパール料理）
］

健

日高

［飲食業（カフェ）］

日高

スターダスト

新規会員紹介
日高

豊岡市戸牧957
TEL／090-7488-1623

亮

森本 和也

日高

瀧口

三丹ビジネスマシン㈱

［複合機、オフィス用品、IT 機器の販売保守］

桂

豊岡

［デザイン業］

［飲食業］

豊岡

豊岡

豊岡
アトリウム

A TRIUM

出石そば処

［飲食業（出石皿そば）
］

町めぐり

Let'sマートみずしま

［治療院］

出石

出石

出石

出石

ふじかわ鍼灸整体院

しい
あたら
仲間を
ご紹介

〈基礎項目〉

〈経理項目〉

・事業所名
・電話番号
・所在地
・従業者数
・事業の内容 等

・資本金等の額及び
外国資本比率
・売上（収入）金額
・費用総額及び費用項目
・事業別売上（収入）金額
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創業から現在まで

当店は昭和 年に出石にて創業、平成 年

より地元日高に拠点を移し今日に至ります。

歳で洋菓子の世界に入り京都のバイカル

という洋菓子店で修行。コンテストに出場し、

賞をいただいたりもしました。その後妻と但

歳の頃念願のお店をオー

馬に戻り、地元の洋菓子店三軒を渡り歩き実

績を作ったのち、

方々に気軽に楽しんでもらいたいという気持ち

プンしました。本場のフランス菓子を但馬の

を込め、フランス文化の象徴であるフーケ城

にちなみ『フーケの館』と名付けました。

最 初に出 店した出石は商 人の町。 新 参 者

には厳しく苦労しましたが、やはり地域の方

に愛される店であることが長く続ける上で大

切。店先を通りがかる人に挨拶するなど地道

業めぐり
日高
西洋菓子工房

フーケの館

5

オーナー

ま かり

かず お

真狩 和雄さん

2

です。目標である 歳までに自分の店が持てた

美味しいものを作り出すには作り手の技術は

のはこの頃の踏ん張りがあってのこと。

とも重要だと考えているので、材料は値が張っ

もちろんですが、最高に美味しい素材を使うこ

ても一切妥協しません。純生クリームやフレッシ

旬のものと組み合わせてお出ししています。

ュバターなど、自分が「本物」と感じた素材を

驚きを届ける 『夢の配達人』

私のモットーは『夢の配達人』。洋菓子を

通じてお客様に驚きや幸せを感じていただき

たいという思いで長年やってきました。生ケー

性を持たせ、愛着がわくものを作り出すこと

キはもちろんですが、焼菓子にもしっかり個

を心掛けています。おなじみの『真狩ロール』

ますし、『神鍋山のどんぐり君』もじわじわ

も 私の名 前を 知ってもらうのに一役 買ってい

とファンを増やしつつあります。

私の元で修行し、自分の店を持った弟子が何

人かいますが、彼らには自分のレシピを全て伝

授しています。また、学生や主婦の方向けにお

菓子教室を開催したり、但馬のあちこちに夢の

歳なので、 歳までに後継者を見つけ

配達人が現れて欲しいと願い活動しています。

今

これから

たいと考えているのですが、まだ自分自身で

城崎や出石に赴き、洋風のどら焼きや窯焼き

やりたいことがたくさんあります。移動車で

アップルパイをその場で焼いて販売したり…あ

70
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482

出石川

寺坂小

消防署

infor mation
住 所／豊岡市出石町日野辺636-43
TEL／0796-52-5538

至但東

狩さん 2.混ぜ方や合わせるタイミング一つ
で食感や仕上がりに大きく差が出るのだそう
3.店頭には、
1,000種類以上ある真狩さんのレ
シピの中から選び抜かれた36種類の生ケー
キと45種類の焼き菓子が並ぶ

のどんぐり君
鍋山
』
神
『

コロンと可
愛
い

1.長年の感覚で手早く正確に製作をこなす真

株式会社マツバラ

自慢の業物

本陣

3

支援担当者：羽尻

至出石市街地
2

施工例としてクライアントに見せることもある、色々な左官
塗材と技法を用いたオフィスの壁。手前のシンクに使って
いるのはベルギーの仕上げモルタル「モールテックス」
。

6

最初から最後までしっかりとサポートしても
らえるので、早めに相談に行くことが大切で
す。補助金や助成金のみならず、経営へのア
ドバイスやセミナーや講演会、専門家派遣等
のサポートもしてもらえます。また、45 歳
未満の方はぜひ青年部へ！地域の他業種の経
営者や継承者の方と出会い交流を深めること
で、自分自身の成長につながり、地域活性の
一助にもなります。小さな地域ですので年代
関係なく皆で盛り上げていきましょう。

至日高

豊岡市商工会は、
「地域に密着した “ 顔の見
える ” 支援」
「幅広い相談に対応可能」
「小
規模企業支援のノウハウを持っている」こと
が強みです。また、県や市との連携も取れて
いるため、地域の中小企業・小規模事業者
からのあらゆる相談に対応する「かかりつけ
医」的な役目を担う最前線の拠点です。
需要開拓や事業の持続的発展に向けて、小
規模事業者に寄り添い、持続的に支援を行
うことを伴走型支援といいます。

68

29

18

商工会の活用へのアドバイス

松 原 さ ん の 行 動 力、
決 断 力、 ス ピ ー ド 感
には常に驚かされて
い ま す。 こ れ か ら も
応援しています！

伴走型支援とは？？

に努 力を 重ね、 常 連を 増やしていきました。

書類の作成に苦労しました。文章を考える
のは苦手ではないのですが、これまで現場
作業ばかりしていたため売上見込み等財務
面の書類作成に手こずりました。商工会の
担当者さんに助言してもらいつつなんとか
作成することができました。

ねばと思います。アイデアがたくさんあるうち

事業計画書の進捗
状況に合わせ、アド
バイス等フォロー
アップしていただ
けます。

苦労したこと

れもこれも試してみたいので、まだまだ頑張ら

問題解決に向け
フォローアップ

伴走します

04

30

今ではお遣い物からウエディングケーキのご依

販路開拓、生産性
向上など補助金の
活用に向けて段階
的に着手していき
ました。

18

これからも現役で頑張りますよ。

目的に向けた
補助金の活用

提案します

03

建設業界の今後は、担い手不足、高齢化が
より加速していくと考えられます。昨年頃
から自社の福利厚生を強化していることや、
若者にも勤めやすい建設会社となるようい
ろいろな策を練っているところです。3K（き
つい・汚い・危険）から新 3K（給与増・休
暇獲得・希望ある職場）
・3Y（やりがいのある・
役に立つ・夢のある）を経営目標として掲げ、
それを実行していきます。また、左官部門
の方もお客様に実際見て触れて頂くため、
会社をモデルルーム化しました。原点回帰
を兼ね新しい左官商品をプロデュースしな
がら、若手職人の育成や伝統技能の継承に
努めつつ、売上を伸ばしていきたいです。

9

に若い職人をたくさん育成しておきたいですね。

補助金のことなど

「販路開拓」
、
「生産性向上」を課題とし、そ
れぞれに向けて的確な提案とサポートをして
いただきました。まず「販路開拓」…元々の
メイン業務である左官業の販路開拓に向け
て「小規模事業者持続化補助金」に採択され、
HP やフライヤーなどの広報ツールの作成に
当てる予定です。次は「生産性向上」…ICT
土木への躍進を目指し、｢IT 導入補助金｣ に
も採択され、｢ものづくり補助金｣ に挑戦し
ている最中なのですが、その準備として「事
業継続力強化計画書」
、
「経営力向上計画書」
、
「先端設備等導入計画書」を担当者の助言を
聞きつつ作成しました。

今後の展開

w
e
b

i n for mati on

商工会青年部に入部したのが始まりです。
以前は商工会活動に関してあまり関心がな
く、先輩方に半ば強引に引き込まれたので
すが、青年部活動の中で経営に関する講習
会・セミナーや補助金関係の案内が多くあ
り関心を持ちました。青年部在籍中に周囲
の事業主さんが取り組んでいる様子を見な
がらいろいろと勉強させていただき、昨年
末の事業継承後からさっそく経営課題につ
いて相談しています。

補助金や助成金の活用を通じて、自社の経
営状況や強み・弱み、今後の目標などを見
直すことができました。また、事業計画書
作成時に専門家派遣を無償で受けられ、計
画書作成の書類の見せ方や、自分一人では
思いつかなかったであろう経営戦略等の面
においてもアドバイスをいただき、とても
勉強になりました。ちょっとした質問でも、
連絡するとスピーディーに対応してくれる
ので心強かったです。

住 所／豊岡市日高町国分寺上中坪180
TEL／0796 42 4670
営業時間／ 時〜 時 分 定休日／水曜日
／ https://www.fouquetnoyakata.com/

現状の経営状況を
担当者と話し合い、
事業継続、成長の為
の様々な課題を抽
出します。

商工会の活用が始まるきっかけ

商工会を活用してよかったこと

頼まで、地域の多くの方にお世話になってい

支援の内容

聞きます

何をどうするか
細かく決定

道さん

創業／S53年松原左官工業として創業、H2年に株式会社マツバラとして法人化

小規模事業者持続化補助金の活用と
ものづくり補助金採択に向けての伴走型支援

02

おさむ

ます。

業種／左官・土木業

まつばら

松原

業について

代表取締役

活用されている
事業者インタビュー

和菓子のメッカである京都で修行したこと

事業承継をきっかけ
に色々やってみよう
と訪問。初めてでも
分かりやすく親切に
対応してくれます。

株式会社 マツバラ

は、お菓子そのものを様々な角度から勉強でき

まずは
思い切って相談

行きます

01

出石

る私には先輩方も指導がしづらかったようで、

商工会の
伴走型支援

たので良かったと思います。当時、左利きであ

私が受けた
支援

活用しよう！
商工会

弊社の近くにお越
しの際はぜひお立
ち寄りください！

目で見て覚え、毎晩死に物狂いで特訓したもの

経営力UP！

4.オープン

から36年、
二人三脚でやってこられた奥様と
2021 f ebruary

5

業
事
念
記
年
周
0
1
生
誕
会
工
商
市
豊岡

Commemor at ive pr

oject of 10 th Anni

vers ar y

2021年
3月1日
公開！

しました！
式サイトを制作
公
る
す
介
紹
を
を作成し、動画
発信する動画
を
力
ださい。
魅
く
の
覧
所
ご
で、ぜひ
会員事業
の
す
ま
き
い
て
2021年1月29日開催
を増やし
紹介する動画

『令和2年度 新商品・新サービス
合同プレス発表会』の
発表動画もアップしています！

豊岡市商工会 公式動画紹介サイト

豊岡市商工会

smile-toyooka.jp

https://www.youtube.com/
channel/UCKiJwkt6emX3CGc91TFzk1Q

『Smile Toyooka Movie倉庫』

公式YouTubeサイト

PR
動
画

土居工作所

PR
動
画

チャンネル登録
よろしくお願いします！

（株）

本

部／豊岡市日高町袮布920（豊岡市役所日高庁舎2F）
TEL.0796-42-4751 FAX.0796-42-4350
城崎支部／TEL.0796-32-4411 竹野支部／TEL.0796-47-1771
日高支部／TEL.0796-42-1251 出石支部／TEL.0796-52-2113
但東支部／TEL.0796-21-9115

重機興業

豊岡市商工会 http://ingnet.jp

（有）

編集後記
数年ぶりにまとまった積雪があり、神
鍋にとっては恵みの雪となりました。厳
しい情勢の中で、国も県も市も様々な
支援策を計画しておられます。強く生
き抜くためにも、新しい生活様式に適
応する必要性をひしひしと感じます。

商工会公式
LINE

H Pは
コチラ！

