
（順不同・敬称略）

委員会を改編、正副委員長を委嘱
神戸経済発展に向けた課題に取り組む6委員会を設置
　このたび、新体制の発足に伴い委員会を改編し、正副委員長並びに委員の委嘱を決定した。
　新たに委嘱された正副委員長は次の通り。任期はいずれも2022年10月31日までの3年間。

 総務企画委員会
【委員長】
長田通商㈱　代表取締役社長 長田庄太郎

【副委員長】
エム・シーシー食品㈱　代表取締役社長 水垣　宏隆
六甲バター㈱　取締役会長 塚本　哲夫

 中小企業委員会
【委員長】
三ツ星ベルト㈱　代表取締役社長 垣内　　一

【副委員長】
石原ケミカル㈱　相談役 竹森　莞爾
大阪ガス㈱　執行役員　兵庫・姫路統括地区支配人 井上　佳昭
カワノ㈱　代表取締役社長 河野　忠友
神戸信用金庫　理事長 西多　弘行
㈱神戸洋行　代表取締役社長 船越　照平
三宮センター街1丁目商店街振興組合　理事長 土井　一三

 国際ビジネス委員会
【委員長】
バンドー化学㈱　代表取締役社長 吉井　満隆

【副委員長】
㈱神戸洋行　代表取締役社長 船越　照平
㈱デンソーテン　代表取締役社長 加藤　之啓
東洋ナッツ食品㈱　代表取締役社長 中島　洋人
富永貿易㈱　取締役会長 富永　彰良
長田通商㈱　代表取締役社長 長田庄太郎
㈱アシックス　代表取締役社長COO 廣田　康人
シスメックス㈱　取締役　常務執行役員　国内・海外営業担当 松井　石根
㈱三井住友銀行　常務執行役員神戸法人営業本部長 高田　　厚

 都市力強化委員会
【委員長】
㈱神戸製鋼所　顧問　/　神鋼商事㈱　代表取締役社長 森地　高文

【副委員長】
今津建設㈱　取締役社長 今津　由雄
㈱神戸ポートピアホテル　代表取締役社長 中内　　仁
㈱阪急阪神百貨店　神戸阪急　執行役員神戸阪急　店長 松下　秀司
神姫バス㈱　代表取締役・専務取締役 丸山　明則
川崎重工業㈱　総務本部総務部長 中村　　啓
㈱上組　代表取締役専務　専務執行役員 牧田　秀男
阪神電気鉄道㈱　経営企画室部長 松山　大輔
㈱神戸製鋼所　理事　総務部長 水上　孝一

 次世代産業委員会
【委員長】
㈱ノーリツ　代表取締役社長 國井総一郎

【副委員長】
関西電力㈱送配電カンパニー兵庫支社　理事　兵庫支社長 中西　憲一
㈱神戸工業試験場　代表取締役会長 鶴井　孝文
㈱神戸デジタル・ラボ　代表取締役 永吉　一郎
広瀬化学薬品㈱　取締役会長 広瀬　　努
川崎重工業㈱　総務本部総務部長 中村　　啓
㈱神戸製鋼所　理事　総務部長 水上　孝一

 賑わい創出委員会
【委員長】
㈱神戸ポートピアホテル　代表取締役社長 中内　　仁

【副委員長】
㈱JTB神戸支店　支店長 近崎　雄一
神姫バス㈱　代表取締役・専務取締役 丸山　明則
㈱大丸松坂屋百貨店　大丸神戸店　執行役員　大丸神戸店長 冨士ひろ子
白鶴酒造㈱　代表取締役社長 嘉納　健二
早駒運輸㈱　代表取締役社長 渡辺　真二
㈱老祥記　代表取締役 曹　　英生
関西エアポート神戸㈱　執行役員　神戸統括部長 小池　正昭
近畿タクシー㈱　代表取締役社長 森﨑　清登
西日本旅客鉄道㈱　神戸支社　執行役員　近畿統括本部神戸支社長 多田真規子
六甲山観光㈱　代表取締役社長 宮西　幸治
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神戸－ベトナムビジネス交流ミッション
若い労働力と巨大市場を持つベトナムとの経済連携を探る

11.23
～29

産業部産業・国際チーム

国際ビジネス委員会は、アジアの生産拠点、人材確保の面で注目さ
れるベトナムへビジネスミッションを派遣した。（団長：伊藤紀美子
神戸商工会議所副会頭・田嶋㈱代表取締役社長、副団長：長田庄太郎
貿易部会長・長田通商㈱代表取締役社長、団員9名　計11名）
まず訪れた北部の港湾都市ハイフォンでは、㈲クエスト企画が2017
年から展開するそろばん教室を見学。岸本忠生代表取締役は「日本式
の教育が強みとなり、3年で生徒数400名を超えた。今後益々成長が期
待できる」と抱負を述べた。
首都ハノイでは、日越両国協力のもと2016年開学した日越大学で、
古田元夫学長と懇談し、研究施設を視察した。JICAが設立したベトナ
ム日本人材開発インスティチュートの経営塾クラブとの懇談会では
チャン会長をはじめ18社のベトナム人経営者が参加し、積極的に商談
を行った。
また、ハノイ郊外タンロン工業団地第Ⅱにあるバンドー化学㈱の現
地工場を訪問、山田博現地法人社長より、2018年に本格操業を始めた
工場の生産性向上への取り組みや人事管理について話を聞いた。さら
に、三笠産業㈱と亀田製菓㈱の現地工場を見学、三井住友銀行ハノイ
支店、ジェトロハノイ事務所関係者との懇談を通して、ベトナム経済
の現状と発展性について理解を深めた。
最後に訪れた最大商業都市ホーチミンでは、日本向け技能実習生の
研修機関エスハイを訪問、生徒の授業も見学し、人材面での二国間連
携の可能性を実感した。現地大手豆腐製造業ビ・グエン社創業者カオ
氏や、ホーチミン日本商工会議所岡田英之会頭とも懇談し、拡大する
消費市場やビジネス事情、人材確保など急増する日系企業が抱える課
題について認識を新たにした。

経営支援センター

後継者が経営者の心構えや
経営知識を学ぶ

10.3
～12.3

地域政策部

次世代のモビリティサービス
MaaSの可能性を学ぶ11.18

後継者、後継候補者、事業承継後間もない代表者を対象
に、円滑な事業承継や経営力の向上を図ること目的に、経
営知識を座学・グループワークで学ぶ全5回シリーズの
「後継者塾」を開催し、食品製造業・サービス業など幅広
い業種から19名が参加した。
中小企業診断士の塔筋幸造氏、社会保険労務士の古澤克
彦氏、税理士の長田義博氏らが講師を務め、「経営理念」
「リーダーシップ」「マーケティング」などについて解説。
参加者は自社の強みの源泉を振り返り、自身の強みを活か
して事業を発展させる自社の経営計画を策定した。
参加者からは「同じ境遇の仲間と出会えたことが有意義
だった。経営者になる覚悟ができた」との声が聞かれた。

集客交通観光部会は、鉄道やバス、タクシーなど複数の
交通手段を一つのサービスと捉え、シームレスにつなぐ新
たな移動の概念「MaaS（Mobility　as　a　Service）」を
テーマに講演会を開催した。
はじめに、㈱現代文化研究所主席研究員の佐次清隆之氏
が、MaaSの国内外での取り組み事例と今後の可能性につ
いて講演。MaaSの導入においては、「移動サービス事業
者と地域の関係者が協働して、データの共有化やサービス
連携を図ることが重要」と強調した。
続いて、神戸市交通政策課長の山本章生氏が、神戸市北
区を中心とした実証実験「まちなか自動移動サービス」を
紹介し、「近距離移動を支援し、住民の外出を促すことで
地域の活性化につなげたい」と期待を語った。

総務部経理チーム

中小企業再生のあり方について学ぶ11.20

産業部産業・国際チーム

フードビジネスの現状と
今後の有望マーケットを聞く11.26

理財部会は、関西大学名誉教授の大西正曹氏を迎え、
「中小企業再生への道」をテーマに講演会を開催した。
大西氏は、東大阪を中心に40年間にわたって中小企業
の現場を訪問調査していることから“まいど教授”と経営者
の間で呼ばれている。
国内市場の縮小や人手不足、AI・IoTといった先端技術
への対応など、中小企業が抱える悩みは多い中、再生に成
功した企業や業界の事例を紹介。
大西氏は、「既存の商品やノウハウをあらゆる角度から
見直し、新規分野への参入や新たなネットワークを構築す
ることが中小企業再生のカギとなる」と述べた。

食品部会は、㈱三菱総合研究所プラチナ社会センター主
席研究員の木附誠一氏を講師に迎え、「食の未来～フード
ビジネス2030～」をテーマに講演会を開催した。
まず木附氏は、今後の動向について「食のマーケットは
飽和しない産業で、特に海外では堅調な規模拡大が見込ま
れ、2030年の世界市場は約1,400兆円に成長する」と説明。
次に、食の社会課題として、量の面ではタンパク不足や
飢餓・食糧問題、質の面では栄養バランスや豊食への欲求
増大、食の安全などがあり、「欧米ではこれら課題解決の
ため昆虫を活用したプロテインバーなどの加工食品市場が
活発化し、市場は伸びている」と紹介。フードビジネスの
成長産業化には、「食に関する様々な社会課題を起点とし
た事業創造が重要」と締めくくった。

Bando Manufacturing (Vietnam) Co., Ltd.を訪問

ベトナム日本人材開発インスティチュートの経営塾クラブと懇談

　今回の役員・議員改選を機に、以前の企業経営委員会を、中小企業振興施策や税制改正の対応のほか、雇用・労働問題
への対応策を検討する「中小企業委員会」に改称し、地域整備推進委員会を、交通インフラの整備促進をはじめとする都
市機能強化などに関する調査研究・提言に取り組む「都市力強化委員会」に改称した。
　なお、総務企画委員会、国際ビジネス委員会、次世代産業委員会、賑わい創出委員会は継続して設置する。各委員会の
活動内容は下表のとおり。

委員会一覧
委員会名 活動テーマ・内容

総務企画委員会
○事業計画・予算など商工会議所運営に関する重要事項の審議
○組織及び財政基盤強化策の検討・実施
○その他商工会議所運営や社会経済政策全般への対応

中小企業委員会
○中小企業振興に関する施策推進及び調査研究・要望活動
○税制・経済法規に関する制度改正への対応
○雇用・労働問題への対応策の検討

国際ビジネス委員会
○海外市場及び通商政策に関する最新動向の調査研究
○中小企業に対する海外ビジネス展開への支援
○海外経済ミッションの派遣と受入れ、外国要人などの接遇

都市力強化委員会
○南北アクセスや空港・道路・港湾など交通インフラ整備促進及び機能強化
○都心三宮や六甲山、須磨海岸の再整備など都市機能の強化及び魅力創造に関する調査研究・提言
○その他都市の競争力強化につながる施策全般

次世代産業委員会

○航空機、エンジン、ロボット、水素エネルギーなど次世代産業の振興、集積促進
○新技術導入による産業イノベーションの推進
○デジタル技術とデータ活用によるビジネス創出の推進
○環境対策やエネルギー対策への取組み支援や要望

賑わい創出委員会

○新たな観光資源の開発や受入環境整備、情報発信手法の検討
○関西、瀬戸内などを含めた広域周遊観光による観光誘客の促進
○コンベンションセンターの再整備などを通じたMICE誘致強化
○大阪・関西万博開催に向けた連携策の検討

2 ｜ 2020年2月

KCCI NEWS



神戸－ベトナムビジネス交流ミッション
若い労働力と巨大市場を持つベトナムとの経済連携を探る

11.23
～29

産業部産業・国際チーム

国際ビジネス委員会は、アジアの生産拠点、人材確保の面で注目さ
れるベトナムへビジネスミッションを派遣した。（団長：伊藤紀美子
神戸商工会議所副会頭・田嶋㈱代表取締役社長、副団長：長田庄太郎
貿易部会長・長田通商㈱代表取締役社長、団員9名　計11名）
まず訪れた北部の港湾都市ハイフォンでは、㈲クエスト企画が2017
年から展開するそろばん教室を見学。岸本忠生代表取締役は「日本式
の教育が強みとなり、3年で生徒数400名を超えた。今後益々成長が期
待できる」と抱負を述べた。
首都ハノイでは、日越両国協力のもと2016年開学した日越大学で、
古田元夫学長と懇談し、研究施設を視察した。JICAが設立したベトナ
ム日本人材開発インスティチュートの経営塾クラブとの懇談会では
チャン会長をはじめ18社のベトナム人経営者が参加し、積極的に商談
を行った。
また、ハノイ郊外タンロン工業団地第Ⅱにあるバンドー化学㈱の現
地工場を訪問、山田博現地法人社長より、2018年に本格操業を始めた
工場の生産性向上への取り組みや人事管理について話を聞いた。さら
に、三笠産業㈱と亀田製菓㈱の現地工場を見学、三井住友銀行ハノイ
支店、ジェトロハノイ事務所関係者との懇談を通して、ベトナム経済
の現状と発展性について理解を深めた。
最後に訪れた最大商業都市ホーチミンでは、日本向け技能実習生の
研修機関エスハイを訪問、生徒の授業も見学し、人材面での二国間連
携の可能性を実感した。現地大手豆腐製造業ビ・グエン社創業者カオ
氏や、ホーチミン日本商工会議所岡田英之会頭とも懇談し、拡大する
消費市場やビジネス事情、人材確保など急増する日系企業が抱える課
題について認識を新たにした。

経営支援センター

後継者が経営者の心構えや
経営知識を学ぶ

10.3
～12.3

地域政策部

次世代のモビリティサービス
MaaSの可能性を学ぶ11.18

後継者、後継候補者、事業承継後間もない代表者を対象
に、円滑な事業承継や経営力の向上を図ること目的に、経
営知識を座学・グループワークで学ぶ全5回シリーズの
「後継者塾」を開催し、食品製造業・サービス業など幅広
い業種から19名が参加した。
中小企業診断士の塔筋幸造氏、社会保険労務士の古澤克
彦氏、税理士の長田義博氏らが講師を務め、「経営理念」
「リーダーシップ」「マーケティング」などについて解説。
参加者は自社の強みの源泉を振り返り、自身の強みを活か
して事業を発展させる自社の経営計画を策定した。
参加者からは「同じ境遇の仲間と出会えたことが有意義
だった。経営者になる覚悟ができた」との声が聞かれた。

集客交通観光部会は、鉄道やバス、タクシーなど複数の
交通手段を一つのサービスと捉え、シームレスにつなぐ新
たな移動の概念「MaaS（Mobility　as　a　Service）」を
テーマに講演会を開催した。
はじめに、㈱現代文化研究所主席研究員の佐次清隆之氏
が、MaaSの国内外での取り組み事例と今後の可能性につ
いて講演。MaaSの導入においては、「移動サービス事業
者と地域の関係者が協働して、データの共有化やサービス
連携を図ることが重要」と強調した。
続いて、神戸市交通政策課長の山本章生氏が、神戸市北
区を中心とした実証実験「まちなか自動移動サービス」を
紹介し、「近距離移動を支援し、住民の外出を促すことで
地域の活性化につなげたい」と期待を語った。

総務部経理チーム

中小企業再生のあり方について学ぶ11.20

産業部産業・国際チーム

フードビジネスの現状と
今後の有望マーケットを聞く11.26

理財部会は、関西大学名誉教授の大西正曹氏を迎え、
「中小企業再生への道」をテーマに講演会を開催した。
大西氏は、東大阪を中心に40年間にわたって中小企業
の現場を訪問調査していることから“まいど教授”と経営者
の間で呼ばれている。
国内市場の縮小や人手不足、AI・IoTといった先端技術
への対応など、中小企業が抱える悩みは多い中、再生に成
功した企業や業界の事例を紹介。
大西氏は、「既存の商品やノウハウをあらゆる角度から
見直し、新規分野への参入や新たなネットワークを構築す
ることが中小企業再生のカギとなる」と述べた。

食品部会は、㈱三菱総合研究所プラチナ社会センター主
席研究員の木附誠一氏を講師に迎え、「食の未来～フード
ビジネス2030～」をテーマに講演会を開催した。
まず木附氏は、今後の動向について「食のマーケットは
飽和しない産業で、特に海外では堅調な規模拡大が見込ま
れ、2030年の世界市場は約1,400兆円に成長する」と説明。
次に、食の社会課題として、量の面ではタンパク不足や
飢餓・食糧問題、質の面では栄養バランスや豊食への欲求
増大、食の安全などがあり、「欧米ではこれら課題解決の
ため昆虫を活用したプロテインバーなどの加工食品市場が
活発化し、市場は伸びている」と紹介。フードビジネスの
成長産業化には、「食に関する様々な社会課題を起点とし
た事業創造が重要」と締めくくった。

Bando Manufacturing (Vietnam) Co., Ltd.を訪問

ベトナム日本人材開発インスティチュートの経営塾クラブと懇談
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会員事業部会員チーム

オープンイノベーションオフィスで
広がる新たな出会い11.27

地域政策部

次世代移動通信規格5Gの
ビジネス活用を学ぶ11.27

スタートアップなど多くの企業が入居するオープンイノ
ベーションオフィス　WeWork三宮プラザEASTで、「自
社商品・サービスをヒットさせたい人で集まろう」をテー
マに、会員交流会を開催した。
はじめに㈱松鶴マネージャーの吉岡俊輔氏から、販路拡
大・売上向上の秘訣を聞いた。
吉岡氏は「商談・営業においては、相手からの質問を予
測し準備する。専門用語は使わない」など基本の心構えや、
付加価値を向上させ「必要だから買う」から「欲しいから
買う」商品へブラッシュアップさせる手法を説明した。
続いて、参加者は自己紹介を行い、熱心な名刺交換と会
話を弾ませながらの交流を図った。

機械金属部会は、㈱NTTドコモ関西支社法人企画担当
部長の佐々木篤志氏を講師に迎え、2020年春に国内で商
用サービス開始が予定されている「5G」をテーマに講演
会を開催した。
5Gは「超高速、大容量、低遅延」の通信を実現し、
AI・IoT・ロボットなど新たなテクノロジーの基盤インフ
ラとして、幅広い産業や生活シーンで活用されることが期
待されている。
佐々木氏は、ロボットの遠隔操縦や、配送ルート最適化
のシミュレーション、へき地の診療所の遠隔治療など5G
の実証事業の事例を紹介。5Gのビジネス活用の可能性を
示した上、「5Gは、場所や時間の制約を超えることがで
き、企業の生産性向上、イノベーション創出に大きく貢献
する」と強調した。

1,600名が集い、新年を祝う　
飛躍に向け意気込み1.6

総務部総務チーム

　当商工会議所、兵庫県、神戸市はじめ20団体の主催に
よる恒例の新年合同祝賀会が開催され、地元政財官の関係
者約1,600名が参加した。
　冒頭、井戸知事はヴィッセル神戸が天皇杯で優勝したこ
とに触れ「兵庫・神戸にとって嬉しいニュースで新年が始
まった。来年開催されるワールドマスターズゲームズ関西
や世界パラ陸上に向けても、しっかりと準備を進める」と
挨拶した。
　久元市長からは「これまでの陸・海・空の交通インフラ
整備に加え、その結節点となる拠点駅の整備が不可欠であ
る。経済界との連携の下、経済活性化対策を力強く進めて
いく」と決意が示された。
　また、デイビッド・アラン・ローソン関西領事団団長は

「昨年はG20やラグビーワールドカップなど国際的なイベ
ントが行われ、今年はいよいよオリンピック・パラリン
ピックが開催される。関西領事団として様々な観点から関
西を世界につなげたい」と抱負を語った。
鏡開きに続き、乾杯の音頭をとった家次会頭は、「令和初
の新年を迎え2020年代が始まった。スタートを切るのに
ふさわしい年であり、いかに神戸の持つ資産・人材・技術
を地域経済の発展につなげるか、前向きに考えていきた
い」と述べた。
　当日は、開会に先立ち、和太鼓奏者の木村優一氏と太鼓
楽団「大地の会」による演奏も行われるなど、華やかな雰
囲気の中、参加者相互で新年の挨拶が交わされ、令和2年
の幕開けに相応しい集いとなった。

4 ｜ 2020年2月

KCCI NEWS


