
9.17～12.17
激変するトレンドや社会ニーズからビジネスチャンスを掴む

「健康・医療・ヘルスケア」をテーマに会員企業間のビジネス連携を促進

新たなライフスタイルを創造する商品・サービス開発研究会

兵庫・神戸アライアンス商談会-Online

産業部産業・国際チーム

産業部産業・国際チーム

KCCI NEWS 神戸商工会議所の動き

新型コロナウイルスの感染拡大などにより社会ニーズが
急激に変化する中、こうした機会をビジネスチャンスと捉
えて意欲を持つ会員企業を対象に、新たな事業構想の策定
を目指す研究会を全6回シリーズで開催した。
本研究会では、甲南大学経営学部教授の西村順二氏を講
師に迎え、食品メーカーやアパレルメーカー、飲食業など
様々な業種から8社が参加した。
西村氏による講義や参加者同士によるグループワークを
通じてマーケティングや先進事例について学習。また、ゲ
ストスピーカーとして三ツ森㈱の弓削次郎氏を迎え、コロ

ナ禍にチャレンジした新たな取り組みについて説明を聞き、
事業構想のヒントを掴んだ。
参加者は、自社分析などを経て今後取り組む事業構想案
を作成。最終回では各社がそれぞれの案を発表し、参加者
同士で感想や実践的なアドバイスを述べ合うなど活発に意
見交換を行った。
参加者からは、「リアルの勉強会はオンラインに無い臨
場感があった。今回作成した事業構想を実現できるよう頑
張りたい」などの声が聞かれた。

中小・小規模事業者のビジネス連携の促進や販路開拓支
援を目的に、業種・業歴・規模不問、商談内容に制限を設
けない「兵庫・神戸アライアンス商談会」を2016年度よ
り実施しており、昨年度までの5年間で延べ約1,800件の商
談機会を提供してきた。
本事業は、専用のウェブサイトを通じて、参加者同士が
事前に希望を送り合い、意向が合致した場合に商談機会を
提供する事前調整型の商談会で、希望の相手と効率よく商
談ができることやミスマッチが少ないことで評価を受けて

いる。
今年度は、商談テーマを設定しない従来の「総合型」に
加えて、特定の商談テーマとして「健康・医療・ヘルスケ
ア編」を開催。医療機器メーカーやスポーツ関連企業、健
康食品メーカーなど102社がエントリーし、共同開発やビ
ジネス連携、販路開拓など延べ82件の商談機会を提供した。
次年度以降も従来の総合型と特定テーマ型を実施し、会
員企業間のビジネス連携を促進していく。

2022年2月 会議所ニュース



10.22

10.28

10.23～
11.27

11.5

信頼されるリーダーの
アプローチ手法を学ぶ

法改正をチャンスに捉えた取り組み

スポーツ実施促進と
企業交流機会を提供

これからの100年に向けたビジョン

若手リーダーのための影響力向上セミナー

消費税インボイス制度＆働き方改革　講習会

第4回企業交流運動会 in KOBE

小売商業部会議員会

現場を牽引するリーダーシップの習得に向けて、㈲オ
フィスウエダ代表取締役の上田実千代氏を講師に迎え、セ
ミナーを開催した。
上田氏は、「昇進は成長のチャンス。リーダーが組織を
活性化するには、メンバーの意欲を高めて行動、成果へと
つなげるコミュニケーション能力が求められる」と述べ、
後輩や上司の思考スタイルの分析方法やタイプ別に効果的
な伝え方を解説した。
参加者はペアワークによる自己紹介や他者分析の演習を
通じて、実践的なアプローチ手法を学んだ。

コロナ禍で改めて理解しておきたい「消費税のインボイ
ス制度」「働き方改革」をテーマに2名の講師を迎え、セ
ミナーを開催した。
S&P税理士法人の宮﨑敦史氏は、消費税のインボイス制
度について「2023年から開始されるが、まずは自社の現状
把握を行い、準備をしていく必要がある」と指摘した。
また、オネスト社労士事務所の細原次世氏は、働き方改
革について「全体像をつかんで自社としての対策を再確認
すべき」とした上で、「法改正をチャンスと捉えて社員の
やる気を引き出す向上策に取り組んでほしい」と強調した。

地元有志企業、大学、当商工会議所による実行委員会は
「第4回企業交流運動会　in　KOBE」を開催した。
本運動会はスポーツ実施率向上とスポーツを通じた企業
交流の促進を目的に2018年より実施。昨年度の第3回大会
よりコロナ禍の影響を受け、約1か月間の運動時間を企業
合同チーム間で競う形式に変更している。
今回は地元企業を中心に16社214名が参加。昼休憩時
の長縄跳びやボウリング交流会、オンライントレーニング
など、チーム内外での参加者同士の交流も活発に行われた。
㈱ロック・フィールドのチームが優勝し、オンライン閉会
式で表彰された。

小売商業部会議員会は、生活協同組合コープこうべ組合
長理事の岩山利久氏を講師に迎え、「コープこうべ100年
のあゆみと今後のビジョン」をテーマに、講演会を開催し
た。
岩山氏は、この10年間で業界の競争は激しくなり、事業
環境が厳しく、同社の店舗売上もマイナスとなる一方、宅
配事業は1.3倍に伸びていると紹介。「これからの100年に
向け、もう一度事業をしっかりと磨きなおし、地域の方と
つながって社会課題を解決していきたい」と強調した。

会員事業部人材開発チーム

中小企業振興部振興チーム

産業部産業・国際チーム

中小企業振興部振興チーム
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11.11

11.15

11.14

11.15

神戸市に自社技術・サービスを
提案するチャンス

3か月でできるリアル集客の秘訣

最先端バーチャルスポーツを体験

新型コロナが与えた影響と
今後の見通し

実証実験パートナー募集説明会

KCCI創業塾実践セミナー2021

HADO体験会　in　KOBE

国際物流動向セミナー

会員企業やスタートアップの提案を通じて、神戸市が抱
える社会・行政課題の解決を図ることを目的に、説明会を
開催した。
神戸市では、民間企業の技術・サービスを活用し、
様々な課題の解決を目指す事業「Urban　Innovation　
KOBE」を実施している。
今回、「子供のスマホ使い過ぎ防止」「危険物施設の立
入検査のデジタル化」「自治体広報デジタル化」など5つ
の課題について神戸市職員が説明し、活発な質疑応答が行
われた。今後、参加企業は自社技術・サービスを提案し、
神戸市とともに課題の解決を目指していく。

コロナ禍での生活様式の変化やオンラインマーケット
の拡大への対応について全9回シリーズで創業塾実践セミ
ナーを開催した。
第1回目は、OFFICE　DETECTの佐藤志憲氏を講師に

迎え、「ネット時代でも売り上げを伸ばす！究極のアナロ
グ集客術」をテーマに実施。佐藤氏は、①テレビ会議シス
テムも含め顧客と顔を合わせることで人脈を構築し、売上
につなげるリアル戦略、②メリットのある相手と組んで集
客していく提携戦略、③コミュニティを作ることで安定的
に売上を確保するコミュニティ戦略を、バランスよく組み
合わせることが重要であると解説した。

当商工会議所が事務局を務める神戸スポーツ産業懇話会
は、バーチャルスポーツの可能性を探るため、最先端ス
ポーツHADO（ハドー）の体験会を開催した。
HADOとは、頭にヘッドマウントディスプレイ、腕に
アームセンサーを装着し、AR技術を活用して、エナジー
ボールを投げ合い得点を競うスポーツ。1試合は3対3の80
秒間で、体力や性別に関係なく、初心者でも楽しめること
が特徴。会員企業の8社12チームが体験した。
参加者からは、「フィジカルスポーツとそん色ない楽し
さと疲労度があった。バーチャル活用についてとても関心
が高まった」との声が寄せられた。

国際ビジネス委員会は、拓殖大学商学部教授の松田琢磨
氏を講師に迎え、国際海上コンテナ輸送の混乱に関するセ
ミナーを開催した。
新型コロナに端を発した港湾労働者不足などによるコン
テナの回転不足と、生産の急回復によるコンテナ需給の
ひっ迫が生じ、北米を中心に港湾の混雑や運賃の高騰が続
いている。
松田氏は「港湾混雑が一段落するには、もう少し時間を
要する。また長引くと、来年の米国西岸での労使協定更新
の時期に入るため、さらなる長期化が懸念される。運賃は
コロナ前の水準には戻らない」との見通しを語った。

産業部産業・国際チーム

中央支部

産業部産業・国際チーム

産業部産業・国際チーム
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11.16

9.22～
11.24

11.18

1.4

ロボット活用で
業務効率化・生産性向上を実現

ポストコロナの事業承継

盲導犬・視覚障がいへの
理解を深める

860名の参加者と新年を祝う

産業用ロボット導入支援セミナー

後継者塾2021

女性会視察会

新年合同祝賀会

次世代産業委員会は、産業用ロボット導入支援セミナー
を開催した。
はじめに、大阪国際工科専門職大学副学長の浅田稔氏が
講演し、ロボットビジネスの現状と今後の動向について解
説。「これからロボットをはじめとした最先端技術をより
活用していくためには、人材育成が最重要課題。また企業
と大学が連携した取り組みが必要」と強調した。
次に、中小企業への産業用ロボット導入に取り組む髙丸
工業㈱代表取締役の髙丸正氏が登壇し、導入のポイントや
活用方法などについて、事例を交えて紹介した。

後継者や事業承継間もない経営者を対象に、事業を引き
継ぐ心構えや経営の基礎知識について学ぶ全4回の連続セ
ミナー「後継者塾2021」を開催した。
本セミナーでは、神戸経営研究所の塔筋幸造氏が「ポス
トコロナの承継のあり方」や「いかにしてイノベーション
を取り入れるか」などについて講義したほか、実際に事業
承継を行った先輩受講生を迎えての実体験談の紹介や、個
別相談を実施した。
参加者からは、「自社の事業の今後の展開について改め
て考える機会となった」「講師のフォローアップが丁寧で
良かった」との声が聞かれた。

女性会は、2年ぶりとなるバス視察会を開催した。
はじめに、川村副会長が運営する「ビフテキのカワムラ
（神戸本店）」にて鉄板を囲み、その美味しさに舌鼓を
打った。
続いて訪れた（社福）兵庫盲導犬協会では、啓発担当者
より盲導犬や補助犬、視覚障がいに関する説明を受けた。
参加者は、視野狭窄や白濁など、目隠しキットを用いた視
覚障がいの疑似体験をするとともに、実際に社会で活躍し
ている盲導犬の訓練風景を見学し、盲導犬への正しい理解
を深めた。

当商工会議所、兵庫県、神戸市をはじめ20団体の主催に
よる新年合同祝賀会を、感染対策を講じた上で開催し、政
財官の関係者約860名が参加した。
齋藤知事、久元市長の新年の挨拶では、感染症対策に緊
張感をもって取り組むことに加え、観光促進など経済活動
を前進させる意気込みを表明した。
家次会頭は3年後の大阪・関西万博を見据え、「神戸空
港の国際化やアクセス強化を推進し、兵庫・神戸の魅力を
高めていきたい」と乾杯の発声を行い、参加者とともに新
年の幕開けを祝った。

産業部産業・国際チーム

中小企業振興部振興チーム

会員事業部会員事業チーム

総務部総務チーム

撮影時のみマスクを外しています

2022年2月 会議所ニュース

KCCI NEWS 神戸商工会議所の動き



所得税および復興特別所得税の確定申告書は
自分で作成しお早めに提出を

税務署からのお知らせ

◆�令和3年分確定申告の相談および申告書の受付
期間
灘・兵庫・長田・須磨・神戸税務署の確定申告会

場は「神戸サンボーホール」です。

開設期間 受付時間 開設場所

2月16日㈬～3月15日㈫、
2月20日㈰、2月27日㈰

午前9時
～午後4時

神戸サンボ－ホール
（神戸市中央区浜辺
通5-1-32）

①�2月20日および2月27日以外の土日祝日は開設しておりま
せん。

②�感染症対策の一環として、会場内の混雑緩和のため、入場に
は「入場整理券」が必要です。詳細は国税庁ホームページを
ご確認ください。
③�ご来場の際はマスク着用をお願いします。マスクを着用され
ていない場合、入場をお断りする場合があります。
④�会場内に筆記用具は用意しておりませんので、ボールペン
や計算器具等をご持参ください。

⑤�会場では、原則としてご自分で申告書等の作成やパソコン・
スマートフォンの操作をお願いしております。
⑥�会場では納税はできません。お近くの金融機関等をご利用く
ださい。

⑦�会場では納税証明書の発行は行っておりません。税務署で
行っています。

⑧�会場専用の駐車場・駐輪場はありませんので、公共交通機関
をご利用ください。
◆パソコンやスマートフォンでの申告のお願い
感染リスクを軽減するため、ご自宅からパソコンやスマート

フォンで申告書の作成をお願いします。
作成した申告書は①マイナンバーカードと②マイナンバー

カード読取対応のスマートフォンまたはICカードリーダライタ
を用意すれば、「e-Tax」を利用して提出できます。
なお、事前に税務署で手続していただければ、マイナンバー

カード等をお持ちでない方でもe-Taxをご利用できます。
◆国税の納付は、キャッシュレス納付が便利です！
所得税および復興特別所得税の納期限は、3月15日（火）で

す。二次元コードを利用したコンビニ納付や振替納税などの便
利な納付手段をご利用ください。詳しくは、国税庁ホームページ
「確定申告特集」の「税金の納付や還付手続について」をご確
認ください。

【お問合せ】��各税務署　　　　　　　　　　　
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp

持続可能な物流に向けて
トラック運送業における運賃適正化にご協力を

トラック運送業界において、「働き方改革関連法」
により2024年度から時間外労働の上限規制が適用
されます。

深刻な運転者不足により重要な社会インフラである物流が
滞ることのないよう、長時間労働の是正など労働環境の改善を
行い、誰もが働きやすい労働環境を実現し、既存の運転者の定
着や新たな人材の確保を図ることが急務です。

運転者の労働条件や取引環境の改善に取り組みながら、輸
送の安全を確保し、持続的に適正な事業運営をしていくため
には、トラック事業者の取り組みだけでなく、荷主企業の理解・
協力を得て適正運賃を収受することが必要です。

さらに今般の燃料価格上昇によって、トラック事業者の経営
環境には大きな影響が出ています。荷主企業（運送委託者）の
皆様には、「標準的な運賃」や燃料費の上昇分を反映した運賃
へのご理解・ご協力をお願いします。

【お問合せ】
　国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部
� 輸送部門� ☎078-453-1104
　（一社）兵庫県トラック協会� 業 務 部� ☎078-882-5556

国道43号・阪神高速3号神戸線沿道の
環境改善のための協力のお願い

第22回交通需要軽減キャンペーン（2月1日～28日）

国土交通省近畿地方整備局、近畿運輸局、阪神高速道路㈱、
兵庫県警察では、2月1日から28日まで、国道43号・阪神高速3
号神戸線沿道における環境改善に向けた「第22回交通需要軽
減キャンペーン」を実施します。
大型車を運転するドライバーの方は、国道43号や阪神高速3

号神戸線から阪神高速5号湾岸線へ迂回するなど、沿道環境に
配慮した道路利用をお願いします。
なお、国道43号線では、一層の沿道環境改善を図るため「国

道43号通行ルール（兵庫県域）」を実施していますので、併せて
ご理解ご協力をお願いします。

【お問合せ】��近畿地方整備局�道路部計画調整課
☎06-6942-1141

「マネーフォワードケッサイ」のご案内
～テレワーク・DXを支援する

企業間後払い決済・請求代行サービス～
https://www.kobe-cci.or.jp/kakudai/mf-kessai

事業所間（BtoB）の請求書による後払い決済を
一括して代行する新サービスです。導入企業は、顧
客への請求書発行から売掛金の回収、督促までの
業務から解放され、営業・経理のコア業務や、新た
な取引拡大に集中できます。また、神戸商工会議所法人会員
（個人事業主の場合ご利用不可）は通常より有利な条件で
導入可能です。

◆導入後の効果
◦�請求業務をオンラインで完結し、テレワークにも対応
◦�請求業務を大幅に削減し、経理・営業のコア業務に集中
◦�オンライン商談やBtoB-EC等でも請求書に対応でき、新
規取引がスムーズに
◦�取引先の与信審査は最短数秒、高い通過率で新規取引機
会が増加

◦�未入金があった際も期日に全額入金※1、回収業務の不安
を解消
※1：与信審査を通過した取引が対象

◆ご利用条件（一部）�※2、※3

�月額費用：0円～　基本手数料：1％～3.5％
取引可能限度額：最大1,000万円
※2：月額100万円以上のご利用が前提です
※3：�神戸商工会議所会員の場合、基本手数料および月額費

用の減免など優遇

【お問合せ】��神戸商工会議所　会員事業部会員事業チーム
☎�078-303-5809
�ec-info@kobe-cci.or.jp
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会員優待ガイドブック2021�with�コロナ特別編　特集�～人間ドック・健康管理～
https://www.kobe-cci.or.jp/support/waribiki/

会員事業所の経営者や従業員、ご家族を対象に福利厚生サービスとして「会員優待ガイドブック」を発行しています。今
回は、健康管理をテーマに優待メニューの一部をご紹介します。
ご利用には会員優待券が必要です。お手元にない場合はホームページよりご請求ください。また、各施設のホームペー

ジ等で営業状況をご確認のうえ、新型コロナウイルス感染防止策の順守をお願いします。
※優待内容の一部を抜粋しています。ご利用前にガイドブックにて、適用条件等を必ずご確認ください。
※ご予約の際は「神戸商工会議所会員優待での申し込みです」とお伝えください。

施 設 名：（医）朝日ビル中院クリニック
場 　 所：神戸市中央区浪花町59　朝日ビル
優待内容：人間ドック

　42,570円�→�37,570円（1月～5月限定）　ほか
※土日祝定休

お問合せ：☎078-321-5588

施 設 名：（一財）京都工場保健会神戸健診クリニック
場 　 所：神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル
優待内容：◎半日ドック（昼食付）� 42,900円�→�38,610円　　　

◎肺がん検査（マルチCT）11,000円�→�8,800円　　　
� ［2021年度特別料金］　　　
◎スペシャルドック（昼食付）�81,180円�→�73,062円　ほか
※土曜開催あり（月2回）
※�神戸商工会議所会員事業所および生命共済制度加
入事業所対象の健康診断コースもあります

お問合せ：☎0120-292-430（予約専用）

施 設 名：（一財）近畿健康管理センター
KKCウエルネス神戸健診クリニック

場 　 所：神戸市中央区磯上通8-3-5　明治安田生命神戸ビル12階
優待内容：◎半日人間ドック（昼食付）� 41,965円�→�37,700円

� ほか
※土日祝定休（不定期で土曜開催あり）

お問合せ：☎050-3541-2264（平日午前9時～午後4時）

施 設 名：（医）顕鐘会　神戸百年記念病院
場 　 所：神戸市兵庫区御崎町1-9-1
優待内容：◎半日ドック　41,800円�→�36,800円

◎１日ドック　49,500円�→�39,500円
◎２日ドック　67,100円�→�57,100円　ほか
※土日祝定休

お問合せ：☎078-652-4163

施 設 名：（医）菫会　伊川谷病院�総合健康管理センター
場 　 所：神戸市西区池上2-4-2
優待内容：日帰り人間ドックコース

男性料金　41,800円�→�37,620円
女性料金　50,050円�→�45,045円　ほか
※日祝定休。受診希望日の10日前までに要予約

お問合せ：☎078-974-1117

施 設 名：（社医）神鋼記念会　新神戸ドック健診クリニック
場 　 所：神戸市中央区熊内町7-6-1　ジークレフ新神戸タワー2階
優待内容：◎1日ドック（基本コース）48,400円�→�43,560円※　　　

◎1日ドック（スピーディーコース）
� 45,100円�→�40,590円※　　　
◎2日ドック（基本コース）�73,700円�→�66,330円※　ほか
※胃カメラでの組織検査は別料金

お問合せ：☎078-261-6736

施 設 名：（公財）兵庫県健康財団　保健検診センター
場 　 所：神戸市兵庫区荒田町2-1-12
優待内容：各コース5％割引

◎2日ドック（ホテル泊）
� メンズ�67,100円、レディース�72,600円　　　
◎1日ドック
� パーソナル�35,860円、ベーシック�28,600円　ほか
※土日祝定休

お問合せ：☎078-579-3400

施 設 名：（公財）兵庫県予防医学協会　健診センター
場 　 所：神戸市灘区岩屋北町1-8-1
優待内容：◎プレミアムドック（軽食サービス券付）

� 57,860円�→�52,360円　　　
◎レディースドック（軽食サービス券付）
� 54,560円�→�50,160円　ほか
※土日祝定休

お問合せ：☎078-855-2730（平日�午前8時30分～午後5時）

施 設 名：（公財）兵庫県予防医学協会
健康ライフプラザ健診センター

場 　 所：神戸市兵庫区駅南通5-1-2-300
優待内容：◎プレミアムドック（軽食サービス券付）

� 65,780円�→�60,280円　　　
◎レディースドック（軽食サービス券付）
� 54,560円�→�50,160円　ほか
※月曜、第1・3土曜、第2・4日曜定休

お問合せ：☎078-652-5207（午前8時40分～午後5時）

施 設 名：ホテルオークラ神戸クリニック
場 　 所：神戸市中央区波止場町2-1　ホテルオークラ神戸7階
優待内容：◎半日人間ドック　　51,700円�→�49,115円

◎1泊2日人間ドック　79,200円�→�75,240円
※土曜午後・日祝定休

お問合せ：☎078-335-2410

施 設 名：サニーピアクリニック
場 　 所：神戸市中央区波止場町3-12
優待内容：半日ドック　45,320円�→�40,700円

※月曜～金曜の午前中（所要時間3～4時間）
お問合せ：☎078-331-6141

施 設 名：（医）王子会　王子会神戸循環機器クリニック
場 　 所：神戸市中央区楠町6-11-5
優待内容：◎脳ドック� 42,900円�→�42,120円　　　

◎心筋梗塞予防ドック� 33,000円�→�32,400円　　　
◎心臓ドック� 66,000円�→�64,800円　　　
◎心臓脳血管ドック� 106,700円�→�104,760円　ほか
※土曜・日曜午前・日曜午後も受診枠あり

お問合せ：☎078-367-7222

【会員優待券のお問合せ】�神戸商工会議所��会員事業部会員事業チーム　☎�078-303-5809
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     中小企業Web研修事業（動画配信）��　無料　
  https://www.kobe-cci.or.jp/support/ondemand/
インターネットの接続環境さえあれば、時間と場
所を選ばず、無料で手軽に受講できる研修事業で
す。定番からトレンドまで600タイトル以上の動画メ
ニューを、情報収集や自己啓発にご活用ください。
ご利用には専用のID・パスワードが必要です。まだお持ちで
ない方は、上記URLよりお申し込みください。

今月の注目タイトル
テ ー マ：時代とともに変化する中小企業経営（82分）
講 　 師：㈱minitts　代表取締役　　中村　朱美　氏
内 容：京都の国産牛ステーキ丼専門店「佰食屋」が、コロナ

禍を乗り越え、働き方改革と利益の両立を実現した
ユニークな方法を公開します。（公開期限：3月31日）

テ ー マ：北条義時に学ぶ「ナンバー2」学（40分）
講 　 師：戦国マーケティング㈱　代表取締役

� 福永　雅文　氏
内 容：大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で描かれる鎌倉幕府

の誕生と完成の物語から、ビジネス戦国時代を生
き残る知恵と、組織の要となるナンバー2の重要性
を学びましょう。

テ ー マ：岸田政権は日本経済を救えるか（60分）
講 　 師：大阪経済大学　客員教授・経済評論家

� 岡田　晃　氏
内 容：新聞社編集委員、経済番組のキャスターを経た

講師が、2022年の政治・経済を大胆に予測します。
（公開期限：4月30日）

【お問合せ】��神戸商工会議所　会員事業部会員事業チーム
☎�078-303-5809
�ondemand@kobe-cci.or.jp

　　　　　スーパーコンピュータ・� �　無料　
ソリューションセミナー2021

新技術・新製品を開発する際、FOCUSスパコン
（産業用スパコン）を技術活用し、精密なシミュ
レーションを行う企業が年々増加しています。企業
の開発現場におけるシミュレーション技術の活用
方法など具体的な事例をご紹介します。

日 時：2月18日（金）　午後1時～5時
場 所：神戸商工会議所3階「神商ホール」

※オンラインでも同時配信
内 容：基調講演� �「『富岳』を用いた大規模モデルシミュ

レーションの成果
� �～自動車走行性能評価からウイルス飛

沫・エアロゾル拡散予測まで～」（仮）
� 神戸大学・理化学研究所
� 計算科学研究センター　　坪倉　誠　氏
特別講演�調整中（富岳クラウドFS企業から選定）
事例1� �「公共交通機関内での電磁波影響の把握」
� ㈱EEM　代表取締役　　大賀　明夫　氏
事例2� �「水素社会の実現に向けての安全性評価

の取り組み」（仮）
� 川崎重工業㈱　水素戦略部
� 技術総括本部　　神戸　勝啓　氏
事例3� �「ゴム破壊現象の解明による高性能・長寿

命タイヤの開発」（仮）
� 住友ゴム㈱　研究開発本部
� 内藤　正登　氏

定 員：【会場】100名

【お問合せ】��（公財）計算科学振興財団� ☎078-599-5024
神戸商工会議所　地域政策部� ☎078-303-5800

　　　　販路開拓サポートセミナー� �　無料　

YouTubeを活用して全国繁盛店を目指す！

日本販売促進研究所の佐藤勝人氏を講師に迎
え、中小企業がYouTubeやLINEなどのオンライン
ツールを活用して全国繁盛店を目指す方法につい
てお話しいただきます。

日 時：3月1日（火）　午後2時～4時
場 所：神戸商工会議所3階「神商ホール」
内 容：①�中小企業にこそオンラインツールを活用した販

売を勧める理由
②オンラインツールを活用した販売のポイント
③成功＆失敗エピソード
④中小企業の「ネットとリアルの融合」戦略�など

講 師：日本販売促進研究所　　佐藤　勝人　氏
定 員： 80名
申込締切： 2月25日（金）

【お問合せ】��神戸商工会議所　産業部
☎�078-303-5806

　　　　　　ESG経営セミナー� �　無料　

カーボンニュートラルがつくる新時代

基調講演では、環境・社会課題への対応を自社
の持続的成長に結びつける、ESG経営の重要性
をお話しいただくとともに、地元企業2社より脱炭
素化への取り組みについて発表いただきます。

日 時：3月14日（月）　午後2時～4時30分
場 所：神戸商工会議所3階「神商ホール」

※オンラインでも同時配信
内 容：①基調講演「中小企業にも求められる『ESG経営』」

　㈱ニューラル　代表取締役CEO
� 夫馬　賢治　氏
②事例発表「地元企業による脱炭素化の取り組み」
　㈱神戸酒心館　代表取締役社長
� 安福　武之助　氏
　GSアライアンス㈱　代表取締役社長・工学博士
� 森　良平　氏
③ネットワーキング

定 員：【会場】80名　【オンライン】200名

【お問合せ】��神戸商工会議所　産業部
☎�078-303-5806
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　　データサイエンスのビジネス活用� �　無料　

データ利活用による業務効率化・高度化、競争力強化

日本におけるデータサイエンスの第一人者であ
る滋賀大学の竹村彰通教授より、ビジネスにおけ
るデータサイエンスの重要性や今後の展望等を
お話しいただきます。また、データを活用したビジ
ネスに取り組む2社の事例を紹介します。

日 時：2月21日（月）　午後2時～4時
形 式：神戸商工会議所3階会議室

※オンラインでも同時配信
内 容： 1.基調講演「データサイエンスのビジネス活用」

　滋賀大学　データサイエンス学部長・教授
� 竹村　彰通　氏
2.ビジネス活用事例紹介�
　①「�プロスポーツクラブ運営におけるデータの

利活用」
　　滋賀レイクスターズ　代表　�釜渕　俊彦　氏
　②「テーマはmitei」
　　（同）mitei　代表� 井本　望夢　氏

定 員：【会場】40名　【オンライン】100名

【お問合せ】��神戸商工会議所　産業部
☎�078-303-5806

　　　　　中小企業知財セミナー� �　無料　

海外展開のために知っておきたい商標保護のからくり

知財情勢に精通する弁理士の中尾優氏より、
近年の傾向や事例を踏まえ、海外展開において
押さえておくべき商標保護について解説いただ
きます。

日 時：2月24日（木）　午後3時～4時10分
場 所：神戸商工会議所3階「神商ホール」

※オンラインでも同時配信
内 容：①商標権の概要

②海外における知財制度
③�トラブル事例（抜駆け商標登録など）、近年の被
害傾向
④グローバル時代における知的財産権対策　など

講 師：特許業務法人有古特許事務所　所長
� 中尾　優　氏

対 象：兵庫県内の海外ビジネスを行う中小企業の経営
者・担当者など

定 員：【会場】50名　【オンライン】100名

【お問合せ】��神戸商工会議所　産業部
☎�078-303-5806

　　SDGs×食品産業�フードテックで� �　無料　
食の未来を守る

食品部会主催講演会

世界的な人口増加に伴う食糧需要の拡大や
フードロス、気候変動、新型コロナの影響による
ニューノーマル化対応といった社会課題が顕在
化する中、食の可能性を広げるテクノロジーとして
「フードテック」が注目されています。
食品産業におけるSDGsの視点で、フードテックがもたらす

様々な可能性についてご講演いただきます。

日 時：2月22日（火）　午後3時～4時30分
形 式：神戸商工会議所3階会議室

※オンラインでも同時配信
内 容：①グローバルで加速する食の進化の動向

②いまなぜ、食の進化が求められているか？
　（社会課題と食／食の多様な価値）
③注目すべき国内外のトレンド、各社の取り組み

講 師：㈱シグマクシス　常務執行役員� 田中　宏隆　氏�
定 員：【会場】30名　【オンライン】70名

【お問合せ】��神戸商工会議所　産業部
☎�078-303-5806

 神戸商工会議所からのお知らせ 参加費・料金はすべて税込表示 　

��これからの「働き方」を考えるセミナー� �　無料　

注目を集める働き方改革！御社はどうされていますか？

コロナ禍において、ニューノーマルに則した「新
しい働き方」を取り入れている企業では、生産性向
上や採用力の強化、従業員満足度向上など、様々
な成果が上がっています。導入編では、多様な働き
方を導入する意義や効果等を解説し、実践編では、「新しい働
き方」を推進する先進企業の事例発表を行います。

日 時：【導入編】2月8日（火）　【実践編】2月16日（水）
時間はいずれも午後2時30分～4時30分

場 所：神戸商工会議所3階会議室
※オンラインでも同時配信

内 容：【導入編】
　講演「加速するワークスタイルの多様化・柔軟化」
　　関西大学�社会学部�社会学科�教授
� 松下　慶太　氏
�【実践編】先進企業による事例紹介
　�コロナ禍で出現した働き方、企業が取り組む
べき課題
　事例1：現場改革企業（㈱香山組）
　事例2：オフィス改革企業（㈱阪技）
　事例3：ICT改革企業（リコージャパン㈱兵庫支社）

定 員：【会場】30名　【オンライン】100名

【お問合せ】��神戸商工会議所　会員事業部人材開発チーム
☎�078-303-5808

新型コロナウイルス感染症に関する政府の主な支援策
施策の一覧・概要はこちら
（内閣官房ホームページ。政府の経済対策により、
変更が生じる場合があります）
https://corona.go.jp/action/

令和3年度補正予算�事業概要（経済対策）はこちら
（経済産業省ホームページ）
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_
fy2021/index.html
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