
　この度の改選により選任された新
役員・議員を披露するとともに、退
任された議員に対し感謝の意を表す
るため、「新役員・議員就任披露
パーティ」を開催した。
　当日は、家次会頭をはじめ役員・
議員のほか、井戸知事、久元市長、
長岡兵庫県議会議長、安達神戸市会

議長ら各界からの来賓を含め、約
200名が出席した。
　冒頭、あいさつに立った家次会頭
は、「我々自身が神戸のあるべき姿
を大きく掲げ、そのために今為すべ
きことを考え、次世代につなげてい
かなければならない。役員・議員、
そして会員が一致団結し、神戸経済

の成長、発展に全力で取り組みたい」
と述べ、今後の決意を示した。
　また、当商工会議所の事業運営にご
尽力いただいた前常議員で㈱西村屋
フーズコム代表取締役会長の西村理氏
ならびに前議員で剣菱酒造㈱代表取締
役会長の白樫達也氏に対し、家次会頭
より名誉議員証を贈呈した。

新体制の門出を祝福
新役員・議員就任披露パーティ

委員会の改編ならびに委員長の委嘱などを決定
第1回（通算第744回）常議員会を開催

　新体制発足後初めての常議員会を
12月2日に開催し、正副会頭、常議
員をはじめ、役員・議員34名が出
席。委員長や顧問・参与の委嘱、正
副支部長の選任などについて協議
し、いずれも原案通り承認された。
　また、各部会の正副部会長の選任
結果について報告があり、今後は部
会、委員会、支部を中心とした事業
活動が展開される。

協議事項
1．会員加入について
2．委員会の改編並びに委員会運営委規約の一部改正について
3．委員長の委嘱について
4．正副支部長の選任について
5．名誉議員の選任について
6．顧問・参与の委嘱について
7．国際関係担当顧問の委嘱について
8．スタートアップ・エコシステム拠点形成に向けた要望について
9．南海トラフ地震等に対する緊急防災対策促進に係る提言について

 正副部会長� （部会別／順不同・敬称略／○は新任）

【小売商業部会】（11月15日選任）
〈部会長〉
高田　誠司 樽五　協和商事㈱　代表取締役社長

〈副部会長〉
○ 梅田　　稔 神戸菊水㈱　代表取締役社長
○ 米田　篤史 ㈱ジェム　代表取締役社長

【卸売商業部会】（11月15日選任）
〈部会長〉
○ 広瀬　　努 広瀬化学薬品㈱　取締役会長
〈副部会長〉
橋本　　覚 ㈱神戸マツダ　代表取締役社長

○ 瀧川　高章 兵庫トヨタ自動車㈱　代表取締役社長

【ファッション部会】（11月29日選任）
〈部会長〉
○ 河野　忠友 カワノ㈱　代表取締役社長
〈副部会長〉
○ 北田　正喜 ㈱ジャヴァホールディングス　代表取締役社長

【化学部会】（11月25日選任）
〈部会長〉
竹森　莞爾 石原ケミカル㈱　相談役

〈副部会長〉
野澤　俊也 ㈱ノザワ　代表取締役社長
垣内　　一 三ツ星ベルト㈱　代表取締役社長

【機械金属部会】（11月27日選任）
〈部会長〉
粕谷　　強 ㈱神鋼環境ソリューション　代表取締役社長

〈副部会長〉
長屋　　充 三菱重工業㈱神戸造船所　神戸造船所長
佐藤　孝彦 ㈱神鋼エンジニアリング&メンテナンス　代表取締役社長

【食品部会】（11月26日選任）
〈部会長〉
○ 福井　正一 フジッコ㈱　代表取締役社長
〈副部会長〉
○ 嘉納　健二 白鶴酒造㈱　代表取締役社長
○ 光葉　應宏 ゴンチャロフ製菓㈱　代表取締役社長

【貿易部会】（11月11日選任）
〈部会長〉
長田庄太郎 長田通商㈱　代表取締役社長

〈副部会長〉
船越　照平 ㈱神戸洋行　代表取締役社長
中島　洋人 東洋ナッツ食品㈱　代表取締役社長

【理財部会】（11月20日選任）
〈部会長〉
和田　憲昌 和田興産㈱　代表取締役会長

〈副部会長〉
森中　　寛 光証券㈱　代表取締役社長
園田　和彦 兵庫信用金庫　理事長

【建設部会】（11月28日選任）
〈部会長〉
寄神　茂之 寄神建設㈱　取締役会長

〈副部会長〉
今津　由雄 今津建設㈱　取締役社長
岡　　栄治 ㈱岡工務店　取締役社長

【海運港湾部会】（11月12日選任）
〈部会長〉
本多　博司 ㈱神和　代表取締役社長

〈副部会長〉
須藤　明彦 ㈱大森廻漕店　代表取締役社長
若松　康裕 川西倉庫㈱　代表取締役社長

【集客交通観光部会】（11月18日選任）
〈部会長〉
中内　　仁 ㈱神戸ポートピアホテル　代表取締役社長

〈副部会長〉
近崎　雄一 ㈱JTB神戸支店　支店長

○ 丸山　明則 神姫バス㈱　代表取締役・専務取締役

【情報産業部会】（11月15日選任）
〈部会長〉
神原　忠明 ㈱さくらケーシーエス　代表取締役社長

〈副部会長〉
田野　美雄 コベルコシステム㈱　代表取締役社長

○ 永吉　一郎 ㈱神戸デジタル・ラボ　代表取締役

【サービス文化部会】（11月12日選任）
〈部会長〉
寺本　　督 ㈱淡路屋　代表取締役社長

〈副部会長〉
上谷　佳宏 （弁）東町法律事務所　代表社員弁護士
中根　義信 スミリンケアライフ㈱　代表取締役社長

 正副支部長（12月2日選任）� （支部会別／順不同・敬称略／○は新任）

【東神戸支部】
〈支部長〉
○ 中島　洋人 東洋ナッツ食品㈱　代表取締役社長
〈副支部長〉
柳本　一郎 ㈱マルヤナギ小倉屋　代表取締役社長

○ 寺本　　督 ㈱淡路屋　代表取締役社長
○ 光葉　應宏 ゴンチャロフ製菓㈱　代表取締役社長
○ 安福武之助 ㈱神戸酒心館　代表取締役社長

【中央支部】
〈支部長〉
○ 今津　由雄 今津建設㈱　取締役社長
〈副支部長〉
高田　誠司 樽五　協和商事㈱　代表取締役社長
永吉　一郎 ㈱神戸デジタル・ラボ　代表取締役

○ 鶴井　孝文 ㈱神戸工業試験場　代表取締役会長

【西神戸支部】
〈支部長〉
吉田　眞也 ハニー化成㈱　代表取締役社長

〈副支部長〉
村元　伊志 ㈱村元工作所　常務取締役
伊富貴常雄 ㈱伊吹工務店　代表取締役会長
森﨑　清登 近畿タクシー㈱　代表取締役社長

○ 山中　　勧 ㈱伍魚福　代表取締役社長

　この度の改選に伴い、11月上旬から下旬にかけて各部会を開催し、正副部会長を選任。また、12月2日に開催した常議員
会において正副支部長を選任した。いずれも任期は2022年10月31日までの3年間。
　新たに選任された正副部会長ならびに正副支部長は次の通り。

正副部会長ならびに正副支部長が決定
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会員事業部人材開発チーム

所有から“シェア”へ、新しい
消費者トレンドの可能性を探る11.12

会員事業部人材開発チーム

情報を取り扱う危険性を知り
事故を未然に防ぐ方策を学ぶ11.15

　サービス文化部会は、オフィスや倉庫などのスペースを
貸し借りできるプラットフォームを運営する㈱スペース
マーケット代表取締役の重松大輔氏を迎え、「シェアリン
グエコノミーの可能性」をテーマに講演会を開催した。
　重松氏は、レンタルスペースでパーティーをしながらス
ポーツ観戦を愉しむ「うちスタ」や無人島を貸切ったコス
プレ撮影会などの利用例を挙げ、「シェアすることで遊休
スペースの新しい利用価値が生まれている」と説明。
　今後は、人口減少の悩む地方都市の城や寺院などの観光
施設、遊休資産のシェアを進め、都会との交流人口を増や
すことで地域の活性化に寄与したいと語った。

　個人情報に代表される情報データの取り扱い方の重要性
を認識し、身近に潜むリスクへの対応策を習得することを
目的に、エルアンドピーネットワーク代表取締役の橋本佳
和氏を講師に迎え、「SNS時代に企業が備えるべきリスク
とコンプライアンス対策セミナー」を開催した。
　橋本氏はまず、企業が持つ顧客データなどの情報は、
SNSの普及により常に外部からの攻撃と、内部からの漏え
いリスクにさらされていると説明。過去に起きた事故の具
体例を挙げて原因とその対応策、およびそれらを取り締ま
る法令や制度について解説を行った。
　また、チェックシートを用いて参加企業のセキュリティ
対策を診断し、想定されるリスクと有効な対応策について
アドバイスを行った。

中小企業振興部振興チーム

就業規則変更と労務戦略のポイント10.24

中小企業振興部振興チーム

事業継続計画策定の
ポイントについて学ぶ11.6

　消費税軽減税率制度の概要を説明するとともに経営力強
化に資するため、神戸明石町法律事務所弁護士の松谷卓也
氏を講師に迎え、「就業規則変更と労務戦略のポイント」
をテーマにセミナーを開催した。
　松谷氏は、「中小企業においては2020年4月から時間外
労働の上限が罰則付きで規定されるため、従業員の労働時
間をしっかりと管理することが重要」と解説。
　また、未払い残業代などで訴訟にならないための予防策
として「就業規則や賃金規定を見直すだけでなく、その運
用が適正に行われるよう徹底する必要がある」と助言した。

　中小事業所のBCP策定を促進するため、SOMPOリスク
マネジメント㈱首席フェローの髙橋孝一氏を講師に迎え、
「1日で簡易なBCPを策定する実践セミナー」を開催した。
　高橋氏は、BCPの策定に兵庫県からの補助金が新設され
たことを紹介。また、策定手順として、①何のためにBCP
を策定するのかを検討し基本方針を立案すること、②災害
発生時に優先的に製造や販売する商品・サービスを予め決
めておくことが重要だと説明。参加者はアドバイスを参考
に簡易な自社のBCP策定に取り組んだ。
　参加者からは「BCP策定は敷居が高いと感じていたが、
策定に対する支援策も多いことがわかった。まずは簡易版
のBCPを完成させたい」などの感想が寄せられた。

兵庫県中小企業再生支援協議会

兵庫県信用保証協会との連携による
抜本的な事業再生が全国一の評価9.4

　当商工会議所が国の委託を受け、平成15年より設置し
ている兵庫県中小企業再生支援協議会は、中小企業再生支
援全国本部統括プロジェクトマネージャーの賀須井章人氏
とともに、兵庫県信用保証協会理事長の杉本明文氏を訪問
し、中小企業・小規模事業者への積極的な再生支援を評価
した感謝状の贈呈を行った。
　同本部が毎年実施している支援実績の評価において、兵
庫県の再生支援事業は3年連続でA評価（A～Eの5段階評
価）を受けるとともに、保証協会との連携による求償権消
滅保証の活用など抜本的な事業再生が全国でトップクラス
であると評価された。
　当協議会では、引き続き専門家や金融機関などとの連携
を深め、そのノウハウや専門性を活かした幅広い支援を展
開していく。

経営支援センター

関西最大の業務用“食”の総合見本市
「FABEX関西2019」に出展

10.16
～18

　関西最大の業務用“食”の総合見本市『FABEX関西
2019』に神戸商工会議所の大型ブースを出展し、食品を
取り扱う兵庫県内の中小企業20社が合同で自社商品のPR
を行った。
　当商工会議所ブースでは、商談・名刺交換の件数が延べ
1,000件を超え、その場で商談成約に至るケースをはじめ、
今後のビジネスにつながる具体的な成果が数多く生み出さ
れた。また、出展企業間での商品仕入れや新商品開発など
の情報交換も活発に行われた。
　当商工会議所では、地元企業の販路開拓の取り組みを後
押しするため、引き続き大規模展示会への出展機会を提供
していく。

会員事業部人材開発チーム

20大学と会員企業約80社のマッチングイベントを初開催10.29

　新卒者や若年層の人材不足に悩む企業と、企業とパイプ
をつくり学生の円滑な就職を目指す大学キャリアセンター
が一堂に会し、採用やインターンシップに係る情報交換、
相互のネットワークづくりを目的に「企業と学校法人との
就職情報交換会in　KOBE」を開催した。
　近年、就職活動のデジタル化による合同企業説明会への
参加学生の減少や、企業と学生のミスマッチから生じる内
定辞退などにより、企業は計画通りの採用数を満たすこと
が困難となっている。一方で大学側からも、地元就職を希
望する学生への支援のため、採用情報にアクセスが難しい
地元の中小企業との関係構築を望む声があり、双方の課題
解決のため当情報交換会の開催が実現した。
　当日は県内の大学を中心に20大学がブースを設置。参加
した約80社の採用担当者は積極的にブースを回り、両者の
間で延べ約700回の面談が行われた。参加企業からは「こ
れまで関わりのなかった大学とも面談することができた」
「今後の採用活動に役立てたい」などの声が聞かれた。
　当商工会議所では引き続き、会員企業の人材確保のため
各種支援事業を展開していく。
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