
KCCI NEWS  神戸商工会議所の動き

　当商工会議所が事務局を務める神
戸スポーツ産業懇話会は、「神戸ア
リーナ誕生がもたらすビジネスチャ
ンス」をテーマに特別公開セミナー
を開催した。
　神戸アリーナは、神戸港の新港突
堤西地区第2突堤に2024年度のオー
プンを目指して開発中の施設。プロ
スポーツやコンサートなどの興行を
はじめ、国際会議など多目的に活
用される。1万人規模の収容能力は、
兵庫県内では最大で、関西圏でも有
数の施設となる。バスケットボール
男子Bリーグ2部の「西宮ストーク
ス」が同アリーナを本拠地とする方
針も発表されている。屋外にはイベ
ントスペースや緑地なども整備され
る。
　セミナーでは、はじめにスポーツ
ビジネスを通じた地域創生研究の
第一人者である早稲田大学スポー

ツ科学学術院教授の間野義之氏を迎え、
「スタジアム・アリーナを核とした地
域活性化」をテーマに講演を行った。
　間野氏は、2016年から2025年まで
の10年間に、日本のスポーツ市場規模
を3倍の15兆円まで拡大させる政府方針
を紹介。その具体的施策の一つとして、
スタジアム・アリーナを核とした街づ
くりの重要性を指摘した。特に、スタ
ジアム単体の機能だけでなく、周辺の
公共施設や商業施設など、エリアマネ
ジメントを含む複合的な機能を組み合
わせたサステナブルな交流拠点として
スタジアム・アリーナを位置づける
「スマート・べニューⓇ」の考え方が地
域活性化に寄与することを説明した。

　また、スポーツの試合だけに頼ら
ない収益構造を実現している運営事
例や、スタジアムに高齢者専用の賃
貸住宅を設けることで、試合日に家
族が集まる仕掛けを作っているスイ
スのスタジアムなど、従来の発想に
とらわれない海外の事例を複数取り
上げ、「スポーツスタジアムを核と
して様々な産業にビジネスチャンス
が広がっている」と強調した。
　続いて、神戸アリーナを運営する
㈱One　Bright　KOBE代表取締役の
岩本健太郎氏が、神戸アリーナの具
体的な計画について紹介。岩本氏は
「興行のない日も賑わうエリアを創
造したい」と語り、アリーナ内施設
の充実はもちろん、周囲を海に囲わ
れた神戸ならではの立地を生かした
コンテンツ構想について説明した。
　また、日本初の「社会課題解決ア
リーナ」を目指し、環境問題への取
り組みのみならず、地域のウェルネ
ス向上、スマートシティ推進、レジ
リエンス強化にも寄与すると強調し、
地元神戸の企業にも積極的な関与を
呼び掛けた。
　講演終了後のネットワーキングで
は業種を超えた活発な交流が見られ
た。参加者からは「神戸アリーナへ
の期待が高まった」「今後のビジネ
スへのヒントを得た」などの声が寄
せられた。

神戸アリーナ完成予想図（2021年4月時点）※変更となる場合があります
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女性会　令和4年度通常総会・特別講演会

珠算検定　1級満点合格表彰式

次世代産業委員会　DXセミナー

都市力強化委員会　講演会

　女性会は通常総会を開催し、令和3年度事業報告や令和4
年度事業計画とともに、役員選任を承認した。役員には、あ
いき不動産鑑定㈱専務取締役の土田由紀子氏、㈱タイセイ
（六甲国際ゴルフ俱楽部）副支配人の林孝子氏、コガセ工業
㈱取締役副社長の福居洋美氏の3名が新たに選出され、橋本
会長の2期目がスタートした。
　続いて、85歳でスマホ向けゲームアプリを開発した世界
最高齢プログラマーの若宮正子氏を講師に迎え、特別講演会
を開催した。

　第224回珠算能力検定（令和4年2月13日施行）において、
神戸市立小部中学校に通う西田奈央さんが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8,566人が挑み、2,511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。西田さんは「仲間と切磋琢磨しなが
ら、スピードと正確さを磨いてきた。鈴木先生とお互いに高
め合ってきた友人に感謝したい」と笑顔で話した。

　次世代産業委員会は「DX推進におけるデジタル人材の育
成・活用の重要性」をテーマにセミナーを開催した。
　はじめに、IT人材育成事業を手掛けるシードテック㈱代
表取締役社長の高原大輔氏が、デジタル人材の育成について
解説。社内人材を育成することは「コストを抑えることがで
き、社内にノウハウが蓄積する」とメリットを紹介した。
　続いて、デジタルトランスフォーメーション研究機構、神
戸市（求人ステーションKOBE）、ポリテクセンター兵庫か
ら、デジタル人材の育成・活用サービスについて紹介した。

　都市力強化委員会は、（独）都市再生機構（UR）西日本支社
副支社長の佐水哲也氏を講師に迎え、講演会を開催した。
　URは、全国で大規模な都市再生事業を手掛けており、今
年3月に計画概要が公表されたJR三ノ宮新駅ビル開発および
三宮周辺地区の再整備にも参画している。
　佐水氏は、「街の活性化はハード整備に頼るだけでなく、
様々なプレイヤーのビジネス参画を可能とするソフト面の取
り組みが重要」と解説。「三宮再整備に向け展開される多く
の関連事業の繋ぎ役として貢献していきたい」と語った。
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KCCI NEWS  神戸商工会議所の動き
新型コロナウイルス感染症に関する政府・自治体の主な支援策
－コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」を含む－

（2022年6月14日時点）

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室「新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援の
ご案内」や兵庫県・神戸市の発表資料等をもとに下記情報は作成しています。随時更新される最新
情報や、各支援策の詳細は、ホームページをご確認ください。　https://corona.go.jp/action/ 

融資

売上減で資金繰りが厳しい 政府系金融機関による
実質無利子・無担保融資

一定要件を満たす場合、3年間実質無利子、
最長5年間元金据置
公庫（国民）：最大6,000万円
公庫（中小）・商工中金：最大3億円
※申請期限は9月末まで延長（予定）

日本政策金融公庫
☎0120-154-505
商工中金
☎0120-542-711

経営・融資に関するご相談は、神戸商工会議所の支部まで

補助金・助成金

新分野展開や業態転換で
事業を立て直したい

事業再構築補助金 新分野展開や業態転換等の事業再構築に
取り組む場合、通常、最大8,000万円、最大
2/3補助
※�補助上限額・補助率は従業員数等条件により異なる
※�一定要件を満たす場合、特別枠や加点措置による
重点的支援あり

事業再構築補助金事務局
☎0570-012-088
☎03-4216-4080（IP電話）

国の事業再構築補助金を
申請したい

事業再構築補助金活用
促進助成金（神戸市）

一定要件を満たす場合、事業再構築補助金
の申請にかかる事業計画策定費用等を最大
25万円、1/2補助
�

神戸市経済観光局経済政策課
☎078-891-3924

雇用を維持したい 雇用調整助成金の
特例措置

一定要件を満たす場合、休業手当等の最大
10/10を助成（日額最大15,000円/人）
※�著しく業況が厳しい事業主や、緊急事態措置区域等
の時短要請に協力する事業主は、業況特例・地域特
例の対象

※特別措置は9月末まで延長（予定）

雇用調整助成金コールセンター
☎0120-603-999

共創の場で
未来のソリューション技術を学ぶ 地域活性化について意見交換

資材高騰や工期延長への
理解と支援を求める

脅威を増すサイバー攻撃に
企業はどう備えるべきか

機械金属部会幹事会　視察会 小売商業部会　議員会

地元建設業・関連事業者の振興に関する要望 次世代産業委員会　DXセミナー

　機械金属部会幹事会は、TOA㈱の研究開発拠点ナレッジ
スクエアの視察会を開催した。
　同拠点は、ユーザーや取引先、協力会社、大学など、多種
多様な人々が集い、新しい価値を共に創り出す「共創の場」
として2020年12月に開設。音響、映像、AIなど社内外の技
術や知見を融合して開発された会議システムや防災設備など
未来のソリューション技術を見学した。参加者からは「地元
の歴史ある企業が先進的な取り組みを進めておられ、大変刺
激を受けた」といった声が聞かれた。

　小売商業部会議員会は、兵庫県神戸県民センター長の大久
保和代氏を講師に迎え、地域活性化に向けた取り組みをテー
マに、講演会を開催した。
　大久保氏は、初代県庁発祥の地でのジャズライブやわが国
初の河川トンネルとして整備され、登録有形文化財にも指定
されている湊川隧道でのミニコンサートなど、アートや歴史
遺産を生かした地域振興の取り組みを紹介。「今後も神戸の
魅力を生かして地域づくりを進めたい」とした上で、参加者
と活発な意見交換を行った。

　建設部会は「地元建設業並びに関連事業者の振興に関する
要望」をとりまとめ、神戸市に要望書を提出した。
　同要望は、地元建設業の経営基盤の安定・強化をはかるた
め毎年実施しており、寄神部会長、今津・岡両副部会長が、
今西・油井両副市長ら神戸市幹部と懇談し、建設資材や燃料
費の高騰、納期遅延により先が見通せない業界の現状を訴え
た。また、人材確保のための環境整備や業界の魅力発信への
支援を要請した。
　神戸市側は、「市場の実勢価格や現場の実態に適切に対処
したい」と理解を示した。

　次世代産業委員会は「DX時代のサイバーセキュリティ」
をテーマにセミナーを開催した。
　はじめに、サイバー犯罪対策の専門家である神戸大学大学
院工学研究科教授の森井昌克氏がサイバー攻撃とそのリスク
について解説。「最近は対策が不十分な中小企業が狙われて
いる」と指摘し、サプライチェーン攻撃の実態を紹介した上
で、サイバーセキュリティお助け隊などの施策活用を訴えた。
　続いて、㈱神戸デジタル・ラボ、㈱さくらケーシーエス、㈱リ
コージャパンより、各社の対策ソリューションを紹介した。

地域政策部 中小企業振興部振興チーム

地域政策部 産業部産業・国際チーム
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