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スタートアップとの意見交換を通じて起業家マインドを醸成

経営者・従業員の「週1日以上のスポーツ実施率」は50.6％

人気YouTubeチャンネルで会員企業の商品を販売・PR

コロナ禍の影響を受ける青果店をサポート

学生・若手社会人×起業家！多様なキャリアを考える交流会

スポーツ実施率・アクティブライフに関する実態調査2021　結果速報

ひょうご・神戸いいものBOX出品事業

ローソンなどと連携した販売促進事業

産業部産業・国際チーム

産業部・産業国際チーム

産業部産業・国際チーム

産業部産業・国際チーム

起業家マインドを醸成するため、地元学生や若手社会人
を対象に、ビジネスの第一線で活躍する若手起業家と意見
交換する交流会を大学コンソーシアムひょうご神戸、アン
カー神戸、神戸市、兵庫県と共同で開催した。
当日は、オンラインを含む約80名の学生・若手社会人
が参加。兵庫・神戸を中心に活躍する若手起業家として、
五十嵐駿太氏（With　The　World）、宇宙星太郎氏（う
ちゅう）、佳山奈央氏（ラヴィベル）、山岡源氏（fixU）
の4名が登壇し、起業のきっかけやこれまでの生き方、今後

の方向性などをテーマにパネルトークを行った。参加した
学生から「学生時代に取り組むべきこと」「就職すべきか、
起業すべきか」など様々な質問があり、活発な意見交換が
行われた。その後、起業家と参加者とのグループに分かれ、
新しい時代に必要な人材などをテーマに、さらに深い意見
交換を実施した。
参加者からは「人生の選択肢が広がった。とても有意義
な場になった」などの声が聞かれた。

神戸市内の経営者・従業員を対象にしたウェブアンケー
ト「スポーツ実施率・アクティブライフに関する実態調
査」の2021年度の調査結果を発表した。（54社より1,315
名が回答）
「一年間の運動・スポーツの実施日数」については、
「週1日以上の実施」が50.6％となった。昨年より0.8ポイ
ント上昇し、2018年の調査開始以来、初の50％を超える結
果となった。また、「この一年間の運動・スポーツ実施場
所」は道路（33.2％）、自宅・自宅敷地内（27.3％）、公
園（26.2％）が上位となり、3密の回避が可能な場所で運
動・スポーツを実施していることが読み取れる。
「新型コロナ流行下での健康の変化」について、「体重
が増えた」（34.4％）、「ストレスが増えた」（34.1％）
という回答が上位を占めた一方で「健康意識が高まった」
（20.8％）、「適度な運動を心がけるようになった」
（17.4％）といったポジティブな変化も見受けられた。
本調査結果を踏まえて、今後、当商工会議所では、ス
ポーツ実施率向上に向けた事業を展開していく。（調査結
果は、神戸商工会議所神戸スポーツ産業懇話会HPで公開
中）

登録者数40万人超の人気YouTubeチャンネル「藤やんと
うれしーの水曜どうでそうTV（人気TV番組「水曜どうで
しょう」の名物ディレクターが運営）」と連携し、全国の
消費者に地元商品の販売・PRを行う「ひょうご・神戸いい
ものBOX出品事業」を実施した。
本事業は、“藤やん”こと藤村忠寿氏が選定した地元商品を
詰め合わせた「ひょうご・神戸いいものBOX」を中身が分
からない形で全国の消費者へ販売。後日、ライブ配信で藤
やんの解説を視聴しながら一緒に商品を楽しむ企画。
当商工会議所の出品募集に51社から申込みがあり、洋菓

子やジャム、レトルトカレーなど7商品を選定。このセット
を事前販売したところ予定数量を完売した。
有観客ライブ配信イベントでは、約1万人がリアルタイ
ム視聴。配信中に注文が相次ぐとともに、ライブ後もダイ
ジェスト動画を見た視聴者からの購入が続いている。出品
した企業からは「反響が大きく、商品が売れ
続けている。大手バイヤー企業の目にも留ま
り、引き合いの話も来ている」との声が聞か
れた。

ダイジェスト動画はこちら➡

新型コロナにより売上減少などの影響を受ける青果店を
支援するため、㈱ローソンおよび髙上青果㈲と連携し、近
隣のローソン店舗における青果販売の機会を提供した。
事前説明会には、当商工会議所会員の青果店など20社が
参加。㈱ローソン京滋奈・兵庫営業部の村田桂氏ならびに
北九州市果実協同組合理事長も務める髙上青果㈲代表取締
役の髙上実氏を迎え、北九州での成功事例や今回の販売促
進事業の概要について説明した。

髙上氏は「地域に親しまれている青果店が起点となって、
業界を元気にしてもらいたい」と本事業への参加を呼び掛
けた。
後日、新鮮な青果の販売意欲を持つ近隣のローソン店舗
とのマッチングを行い、神戸での第1号店として、12月22
日にローソン神戸異人館通店で青果販売を開始した。現在、
10店舗を超えるローソンで青果の取扱いが展開しており、
引き続きマッチングを促進していく。
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激変する採用市場の最新状況を解説

脱炭素社会に向かう世界と
求められる企業の対応

職場もデータも整理して
働き方改革を実現

ビジネスにおける
ローカル5Gの有効性を認識する

途上国が抱える開発ニーズから
ビジネスチャンスを探る 我が事意識で考える

コロナ禍の新卒／中途採用市場の動向

環境対策専門委員会　講演会 中小企業Web研修事業ライブ配信セミナー

ローカル5Gセミナー&デモ設備視察会

中小企業×SDGsセミナー 事業継続力強化計画策定セミナー

コロナ禍を機に、採用市場が大きく変化する中、㈱マイナ
ビの福田菜月氏を講師に迎え、最新の市場動向と今後の採用
戦略をテーマに講演会を開催した。
福田氏は、7年連続で売り手市場が続く雇用情勢に加え、
若年求職者の中心となるZ世代の傾向を解説。中小企業の採
用戦略に関して、「インターンシップの受け入れやSNS・動
画コンテンツの活用は認知度向上に不可欠。自社の魅力を多
様な手法で発信し、将来を担う有望人材の獲得につなげてほ
しい」と力を込めた。

環境対策専門委員会は、脱炭素社会に向けた世界の動きと
企業経営における対応を学ぶセミナーを開催した。
基調講演で、東京大学未来ビジョン研究センター教授の高
村ゆかり氏は、今後10年の取り組みが非常に重要であると
し、「脱炭素化への対応は企業価値を高め、顧客や地域のビ
ジネスを支えることにもなる。将来社会がどう変化するかを
主体的に見据え、長期的に取り組むことが大切」と語った。
続いて、兵庫県環境部長の遠藤英二氏が脱炭素化関連の支
援施策を紹介した。

数々の事業所の業務改善で実績を持つ、効率アップサポー
トオフィス・リソースナビの山口香央里氏を講師に迎え、職
場やPC内データの整理整頓法を学ぶセミナーを開催した。
机回りやデータが整理されていない状態は、業務効率がダ
ウンするだけでなく、顧客対応の遅れや、情報漏洩の原因に
もなる。
山口氏は具体例を交えつつ、誰でもすぐに必要な書類や
データを探しだせる収納のルールを紹介した。受講後は社長
や幹部が旗振り役となり、継続的な仕組みづくりに取り組ん
でほしいと締めくくった。

次世代産業委員会は、「ローカル5G」をテーマに兵庫県
と共同でセミナー・視察会を開催した。
参加者は、兵庫県立工業技術センターを訪れ、超高速・多
数同時接続といった5Gの特性や、限定的なエリア内で構築
可能なローカル5Gの特徴について、利用事例とともに、担
当者から説明を受けた。
その後、ローカル5Gのデモ設備を見学し、製造・流通等
の現場における活用の有効性や、実際の導入に必要な知識や
手順などを学んだ。

国際ビジネス委員会は、SDGsへの取り組み啓蒙を目的に
JICA関西と共催で、セミナーを開催した。
第1部では、JICA関西の小西陽子氏が、企業における
SDGsの取り組み状況を説明。「SDGsの多くは途上国の抱
える課題に関係している」と指摘し、本業を通じて、これら
の課題解決に取り組み企業に対する、現地での基礎調査やビ
ジネスモデルの策定・検証に係るノウハウ・資金面などの支
援事業を解説した。
第2部では、同支援事業を活用し海外での事業化に取り組
む、鈴木薄荷㈱と音羽電機工業㈱が具体例を紹介した。

災害などが発生した際に、事業継続や早期復旧を可能とす
るための事業継続力強化計画をテーマに、福島経営研究所の
福島猛氏を講師に迎え、セミナーを開催した。
福島氏は、冒頭に「新型コロナや多発する災害に備え、我
が事意識で考えることが重要」と強調した上で、事業継続力
強化計画の基礎と策定のポイントを解説。参加者は実際に計
画書作成に取り組んだ。
最後に、計画策定においては、「経営者だけではなく従業
員とも方針や内容について共有認識を形成しておくことが必
要だ」と締めくくった。

会員事業部人材開発チーム

産業部産業・国際チーム 会員事業部会員事業チーム

産業部産業・国際チーム

産業部産業・国際チーム 中小企業振興部振興チーム

1.26
クロシェHD沼部代表がヒット商品の舞台裏を語る

地元企業経営者とスタートアップとの懇談会

産業部産業・国際チーム

神戸での起業を促進し、スタートアップを支援するため、
地元の有力経営者が自身の体験談や思いなどを伝え、語り
合う懇談会をアンカー神戸と共催している。
2回目となる今回は、人気バレーシューズ「ファルファー
レ」を手掛ける㈱クロシェホールディングスCEO　Founder
の沼部美由紀氏が登壇。全国から注文が殺到するオリジナ
ル商品を開発し、「シャツ1枚から発注OK。当日発送」の
システムを確立させた事例や、競合商品の登場による苦労
話を披露した。
また厳しい経営状況においても前向きな気持ちを持ち続

け、アウトドア系の新ブランドを設立し、業績回復につな
げたエピソードを紹介するなど、数々の困難を乗り越え、
会社を成長させてきた経験を振り返った。
沼部氏は、「インターネットにより、世の中は情報過多
にあるが、自身の経験を通して、普遍的な本質を見極める
ことが大切」とスタートアップ経営者や学生らにアドバイ
スした。
当商工会議所では、今後も地元経営者とスタートアップ
の懇談会を継続開催していく。

｜ 2022年3月 神戸商工だより ｜ 98 ｜ 2022年3月 神戸商工だより ｜KCCI NEWSKCCI NEWS KCCI NEWS



事業活動リスクを包括的にカバー

ビジネス総合保険制度

引受保険会社：東京海上日動火災保険㈱・損害保険ジャパン㈱
あいおいニッセイ同和損害保険㈱・三井住友海上火災保険㈱

【お問合せ先】

神戸商工会議所　会員事業部会員事業チーム　TEL：078-303-5809

本制度のポイント
●保険会社との直接契約に比べ低廉
な保険料を適用!

●賠償責任リスクを総合的に補償!
●事業休業補償により災害時等の
事業継続資金を補償!

●事業活動リスクに対する補償の
モレ・ダブリを解消!

●保健所等指示による新型コロナウ
イルスの消毒費用および消毒に伴
う営業休止にかかる損失を補償

賠償責任の補償

事業休業の補償

財産の補償

工事の補償

PL、リコール、情報漏えい、サイバー、
施設、事業遂行、受託物
火災、落雷、爆発、食中毒、
風災、水災、雪災、地震
建物、屋外設備・装置、
設備・什器等、商品・製品等

建設工事、組立工事、土木工事

補償の範囲

※補償の内容、対象業種は引受保険会社によって異なります。

神戸商工会議所生命共済制度にご加入いただくと
経営者・従業員様の「万が一」に備え、
24時間・365日のリスクをカバーできます！

さらに
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神戸大学・西川陽菜さんを表彰

オープンイノベーションの
重要性を強調

神戸空港の国際化など検討継続

有力バイヤーから
最新のニーズやトレンドを学ぶ

珠算検定　1級満点合格表彰式

山際内閣府特命担当大臣との懇談会

第11回関西3空港懇談会

販路開拓サポートセミナー

第223回珠算能力検定（令和3年10月24日施行）において、
神戸大学経営学部1回生の西川陽菜さんが1級を満点合格し、
その成績を称える表彰式が行われた。
今回、1級の試験に全国で7,935人が挑み、2,146人が合格。
その中でも満点合格者はわずか24人のみであった。表彰式
では、日本商工会議所ならびに当商工会議所からの表彰状と
記念楯などを授与した。西川さんは「幼い頃から珠算に親し
むことで計数力が磨かれた。自分の強みを発揮して、将来は
公認会計士として活躍したい」と目を輝かせた。

日本商工会議所と山際大志郎内閣府特命担当大臣との懇談
会に家次会頭が出席し、新型コロナ対策をはじめ経済再生な
ど幅広いテーマで意見交換を行った。
家次会頭は、「世の中が大きく変化する中で、新しい価値
をどう生み出していけるか、社会課題解決をしていけるかが
大事」と指摘。神戸医療産業都市の産学官連携の事例を挙
げながら、様々な企業間でコラボレーションするオープンイ
ノベーションの重要性を説き、国際競争力を高めるイノベー
ション創出へ更なる後押しを求めた。

地元自治体・経済界トップらが集まり、関西・大阪（伊
丹）・神戸の関西3空港のあり方を官民で議論する「関西3
空港懇談会」に家次会頭が出席した。
意見交換では、航空需要の回復に向けた速やかな取り組み
を進めるとともに、2025年大阪・関西万博の成功とさらな
る関西の成長へとつなげるため、万全な空港受入体制を整え
ることが必要という認識で一致した。
家次会頭は、「神戸空港の国際化に向けた具体的な検討を
スピード感を持って進めてもらいたい」と強調した。

会員企業の販路開拓や商品開発、プレゼン力向上などを支
援するため、㈱近鉄百貨店の下河辺明菜氏を講師に迎え、販
路開拓サポートセミナーを開催した。
下河辺氏は、新型コロナの感染拡大やサステナブル意識の
高まりによる、消費者の行動やニーズの変化を踏まえ、百貨
店が求める商品や訴求力の高い商品の見せ方などについて具
体例を交えながら説明した。
参加者からは、「バイヤーや消費者が求めているものがよ
く理解できた」などの声が聞かれた。

会員事業部人材開発チーム

総務部企画広報チーム

地域政策部

産業部産業・国際チーム
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