
産業部産業・国際チーム

スポーツを活用したホテルの先進的取り組みを聞く

神戸スポーツ産業懇話会　特別公開セミナー

2.18

経営支援センター

販路開拓や協業などの商談の場を提供

兵庫・神戸アライアンス商談会

2.26～27

　神戸スポーツ産業懇話会は第7回特別公開セミナー「神
戸における『スポーツスタート人口』の増加に向けて」を
開催した。
　はじめに、「かりゆしホテルズ」の川畑太一マネー
ジャーが登壇。沖縄でのサイクリスト誘致事例としてホテ
ル内での自転車保管サービス、トレーニング可能なサイク
ルルーム、サイクリングツアーなどを紹介した。川畑氏は、
「スポーツ企画は新規事業としての長期的な視点が必要。
利用者にはインフルエンサー（影響力を持つ情報発信者）

としての役割を期待しており、特別価格を提供することで、
新たな利用者の紹介につながる」と強調した。
　続いて、全国でも数少ない温泉利用型健康増進施設「神
戸みなと温泉　蓮」の坂口淳一総支配人が講演。温泉療法
専門医監修による健康増進プログラムの提供やヨガ、ウエ
ルネスウォーキングといったイベントなどの事例を紹介し
た。坂口氏は、「専門資格を持ったスタッフによる指導と
温泉を掛け合わせ、今後もヘルスツーリズムを推進してい
きたい」と語った。

　会員企業などを対象に、販路開拓、共同開発、業務請負、
人材確保、事業連携など幅広いビジネスマッチングを支援
する「兵庫・神戸アライアンス商談会」を開催した。
　同商談会は、事前調整により両者同意のもと実施する商
談会であり、「会いたい企業と話ができた」「思ってもい
なかった提案をしてもらった」など好評を博している。
　参加企業を募集したところ、製造業・小売業・運輸業な
ど幅広い業種から246社がエントリー。事前調整を経て、
当日は会場内に25ブースを設置し、111社・延べ171件の商

談が実現した。
　参加者の約9割が本商談会への参加に満足と回答し、
「普段出会いのない同業種とのマッチングだったが、協業
することになりそう」「早速、具体的な仕事をすることと
なった。新たな出会いの場となり参加して良かった」など
の声が聞かれた。
　また、今回は新型コロナウイルス感染症の臨時経営相談
窓口を控室内に設置し、影響を受けた参加者の相談に対応
した。
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経営支援センター

神戸商工会議所ブースを合同出展

日本アクセス主催　展示商談会

1.16～17、
2.6
1.16～17、
2.6

　食品卸売業界で国内トップクラスのシェアを誇る㈱日本
アクセス主催の展示商談会〔大阪（1月）、福岡（2月）〕
に当商工会議所のブースを設置し、地元企業10社が合同出
展した。計3日間の出展を通じ約250件の名刺交換・商談
が行われ、その場で商談成約に至るなど今後のビジネスに
つながる成果を生み出した。参加者からは「主催者が来場
者をブースに連れてきてくれることや帳合の心配がないこ
とでアピールしやすかった」などの声が聞かれた。

会員事業部人材開発チーム

自己管理で仕事の質の向上を図る

タイムマネジメント力向上セミナー

2.4

　仕事の生産性を向上させることを目的にコンサルタント
ネットワーク㈱の武田康裕氏を講師に迎え、セミナーを開
催した。武田氏は、タイムマネジメントとは「自己管理」
であると説明。適切な管理により仕事の質を上げることで、
無駄な業務に費やす時間が減り、結果として時間の効率的
な利用、生産性の向上につながると解説した。参加者は、
調査票を用いて自己管理能力の現状を分析。自らの課題を
認識し、改善に向けたアクションプランを作成・発表した。

産業部産業・国際チーム

企業イノベーションの重要性を聞く

神戸経済経営フォーラム

2.3

　第24回神戸経済経営フォーラムを神戸大学経済経営研
究所と開催。当日は、松本陽一准教授から「実りあるイノ
ベーションの実現にむけた経営戦略の重要性」をテーマに
講演を聞いた。松本氏は、新たな市場開拓において既存技
術の向上や高機能化を優先する傾向にあり、イノベーショ
ンのジレンマに陥りやすいと指摘。「イノベーションを価
値あるものにするためには、資源をゴールのポイントに集
中させる経営者の明確な意思決定が重要」と強調した。

会員事業部人材開発チーム

ワンペーパーの資料作成手法を学ぶ

パッと見てわかる資料作成講座

2.10

　必要な情報を的確に相手へ伝える資料の作成スキル習得
を目的に、㈱ウィズネス教育コンサルタントの北村かおり
氏を講師に迎え、セミナーを開催した。北村氏は、読み手
が「判断に必要な要素」を瞬時に把握できることが重要と
説明。そのためには資料を「ワンペーパー（紙1枚）」に
収め、主題と要点を明確に示す必要があると解説した。参
加者は、論理的に思考をまとめる「ロジックツリー」の考
え方などを学んだ後、資料を作成しプレゼンを実施した。
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会員事業部会員チーム

地域創生の次期戦略について学ぶ

支社長・支店長懇談会

2.12

　支社・支店として加入している会員事業所を対象に、兵
庫・神戸経済の情報提供や事業所相互の交流を目的とした
懇談会を開催した。講演会では、兵庫県副知事の金澤和夫
氏から「兵庫2030年の展望と地域創生」をテーマに講演
を聞いた。金澤副知事は、東京一極集中を背景とした人口
減少対策を解説した上で、兵庫県の地域創生戦略及びその
リーディングプロジェクトについて紹介。交流会では、活
発な意見交換が行われた。

西神戸支部

新長田合同庁舎で異業種交流

第42回WAIWAI

2.14

　昨年7月に竣工した新長田合同庁舎1階の兵庫県立神戸生
活創造センターを会場に会員交流会「第42回WAIWAI」
を開催。冒頭、兵庫県神戸県民センター長の藤原俊平氏か
ら、「新長田合同庁舎と地域連携」をテーマに、庁舎整備
の目的や経緯、地域における今後の取り組み予定などにつ
いて話を聞いた。その後、参加者は持参した新商品やサー
ビスを積極的にPRしたほか、お互いに情報交換するなど、
業種の垣根を超えて交流を深めた。

西神戸支部

資産を権利化して経営に活かす

知的財産権基礎セミナー

2.13

　自社の技術・デザイン・ネーミングの活かし方と守り方
を学ぶため、（一社）兵庫県発明協会の藤本正一氏を講師
に迎え、セミナーを開催した。まず藤本氏は、基礎知識と
して知的財産権の分類とその内容、権利の取得方法につい
て解説。また、どのようなものが権利化できるのか具体例
を挙げて紹介し、参加者の有形・無形資産の見直しを勧め
た。最後に、同協会としての取り組みや支援事例について
も説明。参加者は知的財産権への理解を深めた。

東神戸支部

人手不足解消に向けた採用方法を学ぶ

経営者のための労働問題セミナー

2.14

　最初に、野口法律事務所弁護士の野口啓暁氏から、最近
の労働問題の傾向として「残業代未払いに関する訴訟が増
えている。職員が勝手に残業したなどの理由は通用しな
い」と紹介した上で、就業規則の見直しを促した。続いて、
オネスト社労士事務所社会保険労務士の細原次世氏から、
効果的な採用方法や外国人材の雇用などについて解説。
「採用に成功している企業は、無料の求人媒体や地域の口
コミサイトを上手く活用している」と紹介した。
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経営支援センター

神戸空港　新規就航地のビジネス連携

老舗百貨店「INOUE本店」との商談会

2.18

　神戸空港から松本空港（長野県）への新規就航に伴い、
就航地企業とのビジネス連携を強化するため、松本市内唯
一の百貨店「INOUE本店」や郊外型のショッピングセン
ター「アイシティ21」を展開する㈱井上のバイヤーを招
き、商談会を開催した。当日は食品関連の地元企業30社
が参加し、自社商品をアピール。バイヤーからは、「すぐ
に取り扱いたい商品があった。これを機に神戸と松本のつ
ながりを更に深めたい」との感想が寄せられた。

産業部産業・国際チーム

六甲山の豊かな自然環境を体感

神戸ゆかりの『毎日登山』体験ハイキング

2.24

　働く世代のスポーツ実施推奨のため、㈱神戸新聞社編集
局運動部長の陳友昱氏をガイドに「毎日登山」体験ハイキ
ングを実施した。毎日登山は開港時から神戸に住む欧米人
が健康目的で始めた軽めの登山を習慣化したもので、今で
も早朝登山に毎日5,000人以上が取り組んでいる。当日は
登山概要の説明後、再度山エリアを巡るコースを体験。毎
日登山発祥の地記念碑のある「再度山大龍寺」や「布引の
滝」など約3時間のハイキングを楽しんだ。

会員事業部会員チーム

熱い想いをもつ経営者が集う

WeWork会員交流会

2.20

　WeWork三宮プラザEastにて会員交流会を開催した。は
じめに湯～モアグループ代表の清水武氏を講師に迎え、脱
サラ後、どん底から這い上がり経営者として活躍するまで
の経緯について話を聞いた。清水氏は、「経営者とは価値
を分け与えていくものであり、世の中へ付加価値を提供す
ることに苦心すべきだ」と想いを述べた。その後、参加者
による熱心な名刺交換と会話を弾ませながらの交流が行わ
れた。

総務部・中小企業振興部

新型コロナへの対応を協議

久元神戸市長との意見交換会

3.17

　新型コロナウイルス感染症への対応を協議するため、正
副会頭と神戸市幹部との意見交換会を緊急開催。久元市長
は「感染拡大の防止を最優先としながら、企業への支援や
収束後の反転攻勢を早めに考えていきたい」と述べた。家
次会頭は「会議所に寄せられる融資相談件数は日々増加し
ており、事業継続のための資金繰り支援が重要」とした上
で、「収束後には、景気対策として積極的な公共投資をお
願いしたい」と強く要望した。
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