
KCCI NEWS 神戸商工会議所の動き

3.8
入会50年、30年の永年会員を表彰

会員ミーティング（永年会員表彰）

　会員ミーティングにおいて、入会50年（14事業所）ならびに
30年（154事業所）の永年会員の方々を表彰いたしました。
　永年にわたり、当商工会議所と地域経済の発展を支えていただ
いた皆様に、心より感謝申し上げます。
　表彰受賞者は以下の通り。

50年表彰（14事業所）� （部会別　事業所名50音順　敬称略）

30年表彰（154事業所）� （部会別　事業所名50音順　敬称略）

小売商業部会
株式会社カツミ堂
株式会社元町時計店

卸売商業部会
神戸中央青果株式会社
株式会社土井商店

機械金属部会
古河工業株式会社

理財部会
銀泉株式会社�神戸支店
和田興産株式会社

建設部会
関西建設工業株式会社
日光電気工事株式会社
三菱電機ビルテクノサービス株式会社�関西支社兵庫支店

集客交通観光部会
シンエーフーヅ株式会社
東洋タクシー株式会社

情報産業部会
株式会社さくらケーシーエス
デジタルグラフィック株式会社

小売商業部会
株式会社アインファクス研究所
明石屋
有限会社カルネ
株式会社サツマ薬局
株式会社三宮一貫樓
三宮阪急前商店街振興組合
篠原酒類食品株式会社
株式会社ジャパンファーマシー
上新電機株式会社�さんのみや1ばん館
株式会社スター商会
株式会社日工
平木商会
株式会社北欧
明治牛乳垂水販売所
メガネの望月

卸売商業部会
株式会社岩崎木材店
株式会社廣記商行
株式会社神戸まるかん
株式会社コウヨウビジネス
興和株式会社�神戸営業所
柴野機材
有限会社大神物産
株式会社野村美術
株式会社パールハウス
PPGPMCジャパン株式会社
フクトク販売株式会社
株式会社松浦
マツダ株式会社
三菱電機株式会社�兵庫支店

ファッション部会
あおの
株式会社エフ・ジー・ノーション
株式会社ジェニボ
中山商会
はた�ファッションショップ

化学部会
牛田香料株式会社
株式会社関西樹脂
佐藤塗料株式会社
勝栄プラスチック工業
株式会社多次商店
株式会社モードナカムラ
株式会社立成化学工業所

機械金属部会
旭モータース
株式会社アマノ
株式会社石原製作所
有限会社大池鉄工所
有限会社大澤鉄工所
岡田エンジニアリング株式会社
川重マリンエンジニアリング株式会社
香西鍍金工業株式会社
株式会社コーセイ
咲川製作所
株式会社佐々木
ソーワエンジニアリング株式会社
拓彫刻所
株式会社タニガワ工業
株式会社テクノ電子
株式会社東洋技研
有限会社西代工作所
株式会社日本興産
日野モーターズ株式会社
株式会社福村鉄工所
株式会社宮本
メルコ・パワー・システムズ株式会社
森賀電氣株式会社
株式会社柳瀬製作所
六甲冷機株式会社

食品部会
株式会社ゑびや
株式会社クール
株式会社タイカイ
有限会社レチエール・ユゲ（弓削牧場）

貿易部会
オノライティング株式会社
ソラド商事株式会社
株式会社TRDコーポレーション
ディブィディ有限会社
ユニック株式会社

理財部会
株式会社朝日ビルディング�神戸支店
有限会社いまきち
加門�知竜
幸栄住建
株式会社日本政策金融公庫�神戸支店
株式会社ハウスプロメイン
広島屋不動産株式会社
株式会社モトーレン神戸

建設部会
株式会社アトリエ・テクノフォルム
株式会社伊田工務店
伊万里建材株式会社
江藤音響機器株式会社
環境デザイン研究所
株式会社近藤建工
株式会社三愛リホーム
産樹園植辨
株式会社至高建設
島村塗装
修理工房�北神
株式会社進藤組�神戸支店
ダイワ住設
大和リース株式会社�神戸支店
株式会社辰己美装
東芝エレベータ株式会社�兵庫支店
有限会社野々村重機工業
株式会社藤野組
有限会社方田設備工業
益井商店
株式会社六甲グリーン

海運港湾部会
合同船舶工業株式会社
第工株式会社
泰平流通株式会社
株式会社東和電機
野田屋運送株式会社
株式会社ミツカネ
有限会社山谷工業所

集客交通観光部会
池内陸運輸株式会社
小椋
グリル�ミヤコ
株式会社神港ツーリスト
株式会社タイセイ
内外運送株式会社
株式会社マルゼン
明舞運送株式会社
有限会社本村運送

情報産業部会
株式会社アイデン
有限会社黒田製本所
神戸情報機器株式会社
坂根印刷所
株式会社セントラルサクセス
株式会社ゼンリン�神戸営業所
株式会社藤原広告

サービス文化部会
株式会社アイ・エス・エー
税理士法人朝日新和会計事務所
学校法人育成学園神戸国際調理製菓専門学校
伊藤税理士事務所
株式会社光陽商事
株式会社コミュニカ
佐藤敏充税理士事務所
有限会社サロンドホープ
有限会社三英工業イラスト
星光クリーナ
株式会社ディスプレイタモン
ディティエスエス株式会社
株式会社テクノファースト
中村敏雄事務所
白鳳
ヘアーサロン�ナカノ
ヘアーサロン�ひろや
HAIR�TOP�YAMAZAKI
レディスクリニック�ハヤシ
株式会社ワイドホケンセンター

特別会員
株式会社アクティブ
アメリカンプレジデントラインズエルエルシー
SMBCコンサルティング株式会社
公益財団法人神戸YMCA
日本システム収納株式会社
兵庫県中小企業家同友会
学校法人マリスト国際学校
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2.24～25 3.11

2.22 3.30

3.12

3.8 4.1

ウィズコロナに対応した学生向けオンライン業界説明会 スタートアップと会員企業の
出会いを創出

ニューノーマル時代の
日台ビジネスの可能性を探る 名神湾岸連絡線の新規事業化が決定

兵庫経済発展に向けて
連携強化を確認

国際金融都市の必要性を説く 事業承継に悩む
中小企業を一元的にサポート

神戸で働こう！オンライン業界研究フェア KCCI  Startup  Pitch  &  Meet

台湾経済オンラインセミナー 道路ネットワークの充実に向けて進展

兵庫県・兵庫県議会との懇談会

会員ミーティング（特別講演会） 兵庫県事業承継・引継ぎ支援センター開設

　神戸市内を中心に事業展開するスタートアップ企業がプレ
ゼンテーションするピッチイベントを初開催した。
　AIを活用した検査サービスやヴィーガンに特化した食品
サービス、ゲノム編集技術など成長性の高いビジネスモデル
を持つ6社が、独自のサービスや製品を紹介。また、各社を
支援するシェアオフィスなどの起業家支援拠点が推薦者とし
て登壇し、スタートアップとの協業の有用性を訴えた。
　当商工会議所は今後もこうした機会を提供し、スタート
アップを支援していく。

　国際ビジネス委員会は、㈱国際経済研究所の伊藤信悟氏を
講師に迎え、台湾の最新経済情勢を学ぶセミナーを開催した。
　台湾は新型コロナを早期に抑制し、リモート需要増や5G
普及に伴う旺盛なIT輸出などを追い風に、経済のプラス成
長を維持している。一方、米中貿易摩擦の影響を強く受け、
生産拠点の分散化など対中依存度を引き下げる動きもある。
　伊藤氏は「台湾の華人ネットワークや研究開発機能は日本
にとって魅力的。サプライチェーンでつながる日台は補完関
係が強く、ビジネスパートナーとして大きな可能性を有して
いる」と語った。

　当商工会議所が長年にわたり要望していた「名神湾岸連絡
線」の新規事業化が決定した。同路線は、名神高速道路、阪
神高速3号神戸線（大阪方面）と阪神高速5号湾岸線を結ぶ
2.7㎞の自動車専用道路。3号神戸線の渋滞緩和や物流ネッ
トワークの強化、災害時などにおける代替道路の確保をはじ
めとした整備効果が期待されている。
　当商工会議所は早期開通に向け、引き続き整備に必要な予
算確保を求めていく。

　今後の県政課題への対応や地域経済の活性化に向けた意見
交換の場として、兵庫県・兵庫県議会と兵庫県商工会議所連
合会との懇談会を開催した。
　懇談会には、県・県議会幹部並びに県内18商工会議所の
代表が出席。家次会頭が県内商工会議所を代表し、地元企業
の事業継続支援やコロナ感染状況を見定めながらの需要喚起
策を求めた。井戸知事並びに原議長からは、足許のコロナ対
策やポストコロナに向けた方針が示され、地域経済の発展に
向け、行政・経済界の連携を強化していくことを確認した。

　会員ミーティングでは、SBIホールディングス㈱代表取締
役社長の北尾吉孝氏を講師に迎え、「私の経営理念とその実
践」をテーマに特別講演会を開催した。
　北尾氏は「公益は私益につながる」という理念のもと地域
金融機関との連携を進めており、各行の業績向上の例を挙げ、
他行にも良い効果を示したいと地方創生への熱い思いを語っ
た。
　また、大阪・神戸での国際金融都市構想にも言及し、
「フィンテックなどの新技術を活用して新たなマーケットを
創造するべき」とその必要性を説いた。

　産業競争力強化法の改正を受け、兵庫県事業引継ぎ支援セ
ンター（運営：神戸商工会議所）と兵庫県事業承継ネット
ワーク（運営：ひょうご産業活性化センター）の機能を統
合し、4月1日、新たに「兵庫県事業承継・引継ぎ支援セン
ター」を神戸商工会議所会館8階に開設した。
　新たに統合されたセンターでは、M&Aなどによる第三者
承継、親族内承継など、あらゆる事業承継の相談にワンス
トップで対応する。

会員事業部人材開発チーム 産業部産業・国際チーム

産業部産業・国際チーム 地域政策部

兵庫県商工会議所連合会・総務部総務チーム

会員事業部会員事業チーム 兵庫県事業承継・引継ぎ支援センター

　コロナ禍で生活様式が大きく変化する中、企業の新規学
卒者採用活動においても大手企業を中心にオンラインツー
ルを活用した会社説明会や面接などが広がりつつある。
　こうした流れに対応するため、当商工会議所では、本格
的な就職活動の開始に先立ち、Zoomを活用した「神戸で
働こう！オンライン業界研究フェア」を開催した。
　当フェアには会員事業所20社が参加し、1日10社ずつ、
2日間に渡ってそれぞれの業界の特徴や成長性、会社の事
業内容などの説明をオンラインで配信。延べ400人以上の
学生が視聴した。
　学生からは気になる企業に対し、「コロナ下での業界の
状況と貴社の強みを知りたい」「入社後の研修制度につい
て教えてほしい」など、意欲的な質問が相次ぎ、採用担当
者が丁寧に回答した。
　当商工会議所は今後も学生のほか、大学キャリアンセン
ターとの情報交換会を開催するなど、会員事業所の新卒者
や若年層人材の確保に向けた事業を実施していく。
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