
  要望内容

1．�コロナ禍、原油・原材料高騰、円安等で苦しむ中小企業への事
業継続支援

（1）�コロナ禍や原材料高騰、円安等で甚大な影響を受ける企業への支援
　　①急激なコストアップへの対応が困難な中小企業への支援
　　②有事における中小企業支援策の効果的な立案・実行
　　③中小企業の事業継続に対する支援
（2）消費・観光の回復に向けた支援
（3）中小企業の人材確保・育成に向けた支援
（4）中小・小規模事業者の円滑な事業承継支援

2．�ポストコロナを見据えた新たなビジネス展開や自己変革への支援
（1）脱炭素化・カーボンニュートラルの実現に向けた支援
（2）中小企業のDX推進・セキュリティ対策強化に向けた支援
（3）事業再構築など新たなビジネス展開への支援強化
（4）中小企業の海外展開に向けた支援強化

3．神戸空港の国際化
（1）神戸空港の将来ビジョンの明確化
（2）神戸空港ターミナルの拡張整備と南北アクセス強化

4．都市基盤の整備
（1）都心・三宮の再整備加速化
（2）神戸港の国際競争力強化に向けた取り組み
（3）道路ネットワークの早期整備
（4）MICE機能の再整備等ポートアイランドの活性化

5．地域経済の次代を担う産業の育成
（1）神戸のポテンシャルを活かした戦略的企業誘致の推進
（2）時代の潮流を捉えた次世代産業の振興
（3）スタートアップの育成と誘致促進
（4）神戸医療産業都市の推進
（5）デジタル技術活用によるファッション産業の振興

6．まちの賑わいづくり
（1）神戸の観光力向上に向けた施策の展開
（2）神戸固有の自然資産を活用した魅力創造
（3）大阪・関西万博を見据えた誘客戦略の策定・推進
（4）文化・芸術の振興による都市魅力の向上
（5）スポーツを核としたまちの魅力創造
（6）地域商業の再活性化に向けた支援策の強化
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1号議員の当選人が決定
2022年度議員改選

令和5年度
神戸市政に対する要望書を提出

資源・原材料価格の高騰や急激な円安等への対応、ポストコロナに向けた施策推進を求める

　当商工会議所の2022年度議員改選に伴う1号議員選挙は、立候補者が定数と同数の70人であった
ため、議員選挙・選任規約第26条に基づき、10月21日の投票選挙は実施せず、同日開催の選挙会
において立候補者を1号議員当選人とすることを決定した。
　これにより、3号議員（21人）並びに2号議員（49人）と合わせ、今年度議員改選に伴う議員
140人がすべて決定した。
　新議員の任期は、2022年11月1日から2025年10月31日まで。

1号議員当選人（計70人、部会別・社名50音順、○は新議員）

小売商業部会（6人）
　 神戸菊水㈱
　 神戸地下街㈱
　 神戸トヨペット㈱
　 櫻正宗㈱　
　 生活協同組合コープこうべ
　 ㈱老祥記　

卸売商業部会（7人）
　 ㈱イナハラ
　 エム・シーシー食品㈱
　 ㈱神戸マツダ
　 神果神戸青果㈱
　 兵庫トヨタ自動車㈱
　 広瀬化学薬品㈱
　 ㈱MANIX

ファッション部会（4人）
　 ㈱イズム
○ ㈱グリップインターナショナル
○ 日本製麻㈱
○ ㈱ファミリア

化学部会（5人）
　 小泉製麻㈱
　 日本香料薬品㈱
　 ㈱ノザワ
　 ハニー化成㈱
　 ㈱MORESCO

機械金属部会（9人）
　 ㈱神戸工業試験場
　 ㈱コベルコE&M
　 ㈱シマブンコーポレーション
　 TOA㈱
　 ㈱デンソーテン
○ トーカロ㈱
　 ナブテスコ㈱
　 日清鋼業㈱
　 阪神内燃機工業㈱
　

食品部会（6人）
　 剣菱酒造㈱
　 ㈱神戸凮月堂
　 ゴンチャロフ製菓㈱
　 ㈱ドンク
　 白鶴酒造㈱
　 フジッコ㈱

貿易部会（8人）
　 石光商事㈱
　 ㈱大月真珠
　 ㈱合食
　 東洋ナッツ食品㈱
　 富永貿易㈱
　 三ツ星貿易㈱
　 ㈱茂久田商会
　 ㈱山本商店

理財部会（5人）
　 あいおいニッセイ同和損害保険㈱神戸支店
　 神戸土地建物㈱
　 TC神鋼不動産㈱
　 大同生命保険㈱神戸支社
　 ㈱三菱UFJ銀行神戸支店

建設部会（8人）
　 ㈱カデックス
　 窪田工業㈱
　 三神工業㈱
○ 橋本建設㈱
　 丸正建設㈱
　 湊建設工業㈱
　 ㈱明和工務店
　 ㈱山本設計

海運港湾部会（4人）
　 川西倉庫㈱
　 ㈱神和
　 早駒運輸㈱
　 三輪運輸工業㈱

集客交通観光部会（6人）
　 神戸電鉄㈱
　 ㈱JTB神戸支店
　 神姫バス㈱
　 日本通運㈱神戸支店
○ 阪急電鉄㈱
　 ㈱ホテルニューアワジ神戸
　 　神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ

情報産業部会（2人）
　 ㈱神戸デジタル・ラボ
　 コベルコシステム㈱

当商工会議所は、「令和5年度神戸
市政に対する要望」を取りまとめ、9
月12日、家次会頭より、久元市長、安
井市会議長らに要望書を提出した。
神戸市政に対する要望活動は、次年
度の市の施策や予算措置に商工会議所
の意見を反映させるため、毎年実施し
ている。今回の要望は、長期化するコ
ロナ禍に加え、国際情勢の緊迫化等に
よる原材料高騰、急激な円安、サプラ
イチェーンの混乱など厳しい環境下に
おける「中小企業の事業継続支援」を
はじめ、ポストコロナに向けた「新た
なビジネス展開・自己変革への支援」
「神戸空港の機能強化・都市基盤の整

備」「次代の産業育成」「まちの賑わ
いづくり」などを軸に、全25項目を盛
り込んだ。
要望の席上、家次会頭は、現下の地
元経済への影響は深刻であり、とりわ
け急激かつ多岐にわたってコストが上
昇しているにも関わらず、価格転嫁に
苦慮している中小企業が多いとの実情
を述べ、「事業継続・雇用維持を最優
先事項として強力な支援をお願いした
い」と訴えた。加えて「神戸市はこの
機をチャンスと捉え、将来を見据えて
大きく変わるべき」と強調し、既存の
枠にとらわれない大胆な発想で未来の
グランドデザインを描き、新産業育成

や外資を含む企業誘致などを積極的に
推進するよう求めた。
久元市長は、「業種業態によって状
況は異なるので、商工会議所と連携し、
必要な対策を適時適切に実施していき
たい」と応じ、ポストコロナに向けて
は、円安の状況を生かして外資系企業
の誘致や六甲山へのインバウンド誘客
に力を入れたいと語った。
当商工会議所では、今後もコロナ禍
や国際情勢の影響を注視しつつ、適宜、
地元行政に対し意見要望活動を行って
いく。

久元市長（左）に要望書を手交する家次会頭 安井議長（左）、坊池副議長（中央）に要望
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市内企業10社とのアライアンスを促進

オープンイノベーションセミナー&神戸市内企業との共創に向けたマッチング説明会

産業部産業・国際チーム

　神戸市と連携し、地元企業のイノベーション創出を通じた地域
経済活性化を図るため、オープンイノベーションの手法を学ぶと
ともに、事業開発や課題解決へのチャレンジを目指す神戸市内の
参画企業10社と、共にチャレンジしたい企業をマッチングする
説明会を開催した。
　第一部は、eiicon　companyの松尾真由子氏がオープンイノ
ベーションの実践ノウハウについて説明。「実際に取り組むと
『言葉の独り歩き、優先度の低さ、目標の基準や決裁フローが不
明瞭』などの罠が待ち受けており頓挫するケースも多い。体制や
仕組みの構築など事前の交通整備が重要」と指摘した。
　第二部は、神戸市の「神戸オープンイノベーションプロジェク
ト」の説明に続き、参画企業がそれぞれの共創テーマを説明し、
提案を呼び掛けた。
　交流会では、参画企業や地元企業、スタートアップや支援機関
などが情報交換を行った。

〈市内参画企業（順不同）〉
�神戸電鉄㈱／㈱デンソーテン／川崎重工業㈱／㈱神戸製鋼所
エム・シーシー食品㈱／ネスレ日本㈱／フジッコ㈱
㈱アシックス／㈱神戸新聞社／小泉製麻㈱　

水素エネルギー活用の
最新動向を探る

建設関連業界の
生産性向上策について聞く

機械金属部会　講演会 建設部会　講演会

　機械金属部会は、「水素が拓くこれからの社会」をテーマ
に講演会を開催した。
　はじめに岩谷産業㈱水素本部マネージャーの溝口典仁氏が、
同社の水素ビジネスを解説し、「水素需要の創出と安価な
CO2フリー水素の大量調達を通じて、水素社会の実現に取り
組んでいく」と意気込みを語った。
　続いて神戸市港湾局港湾計画課長の白波瀬浩司氏より、水
素利活用を含む神戸港の脱炭素化、“神戸港カーボンニュー
トラルポート（CNP）”形成に向けた取り組みを紹介した。

　建設部会は、㈱タナベ経営の竹内建一郎氏を講師に迎え、
「建設業界を取り巻く環境の変化と課題、その対応につい
て」をテーマに講演会を開催した。
　竹内氏は「業界を取り巻く環境が変化する中においては、
『変化しない』ことが一番のリスクになる」とし、「働き方
改革は、対応を人事任せにするのではなく、経営層からメッ
セージを発信し、全社的に推進する必要がある」と指摘。改
革に取り組む企業の先行事例を交えながら、建設業における
生産性向上の方策について解説した。

地域政策部 地域政策部

9.8

9.22

9.9

神戸空港の国際化
国内線発着枠拡大について合意

第12回関西3空港懇談会

関西3空港懇談会は、関西、大阪
（伊丹）、神戸の3空港の役割を官民
で協議することを目的に2003年に
発足。（公社）関西経済連合会会長が
座長を務め、国や自治体、経済団体、
空港運営者がメンバーとして参画し、
3空港のあり方や役割分担を議論して
きた。
第12回目となる今回は、新型コ
ロナからの航空需要の回復を見越し、
2025年の大阪・関西万博などを見据

えた将来の航空需要拡大への対応を
協議。関西空港における発着回数の
拡大とともに、神戸空港の国際化な
どを中心に意見が交わされた。
関西国際空港の将来航空需要に関
する調査委員会が示した関西空港の
需要予測では、2030年度の総旅客数
は最大で4,900万人を超え、総発着
回数は30万回に近づく。また、1時
間あたりの発着回数も多くの時間帯
で現在の上限45回を超える見込みと

されており、これを
受けて、2025年万
博までに関西空港の
1時間当たりの処理
能力を概ね60回に引
き上げることを目標
とした。
また、神戸空港に
ついても関西・伊丹
を補完する機能強化
を進めることで、増
加が見込まれる航空
需要に対応していく

ことが合意された。
神戸空港は今後、国内線発着回数
が現在の1日最大80回から120回へ
拡大されるとともに、2025年万博
開催時からは国際チャーター便が、
2030年前後には1日最大40回の発着
回数で国際定期便がそれぞれ運用可
能となり、地元経済界の悲願である
国際化を果たすこととなる。
家次会頭は今回の結果について「神
戸空港国際化の道筋ができたことは
大変喜ばしい」と感想を述べ「3空港
がそれぞれの強みを生かせば全体の
航空需要はこれまで以上に大きくな
る。神戸経済界としてもしっかりと
貢献していく」と意気込みを語った。
懇談会は今後も継続的に年1回程度
開催され、その時々の状況変化に応
じて3空港の活用について議論を進め
る予定。
当商工会議所では、関係機関との
連携のもと、神戸空港の利用促進や
機能強化・利便性向上の働きかけを
続けていく。

● 関西空港・伊丹空港を補完する空港として、効果的に活用する
● 神戸市以西の新たな市場開拓に積極的に取り組む

【【国国内内線線発発着着回回数数のの拡拡大大】】
1日の最大発着回数を現在の80回から120回に拡大
（時期）2025年万博への対応も視野に入れつつ、新たに整備が見

込まれる国内線ターミナルの運用開始時

【【国国際際線線のの運運用用】】
① 国際チャーター便：

・2025年万博開催時から運用可能とする
② 国際定期便：

・1日の最大発着回数を40回として運用可能とする
（時期）今後検討される国際線ターミナルの運用開始や関西空

港の混雑が予想される2030年前後を基本とする

神戸空港に関する今回の合意内容（要旨）

第12回関西3空港懇談会が9月18日に開催され、神戸空港については2025年の大阪・関西万博開
催時に、国際チャーター便の運用を可能にするとともに、国内線の1日あたり最大発着回数を拡大。
また、2030年前後には国際定期便についても運用可能とする規制緩和に道筋がつけられ、将来の機
能強化に向けて大きな一歩を踏み出すこととなった。
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サステナブル・ツーリズムの
必要性を学ぶ

大阪・関西万博がもたらす
経済効果を高めるには

AIを活用した
デザイン活用の最新動向を学ぶサイクルツーリズムの振興を図る

熱量の高いファンづくりの極意地元百貨店から
消費傾向の変化を学ぶ

日本経済の発展に貢献貿易金融デジタル化の
最新動向を学ぶ

集客交通観光部会・賑わい創出委員会　講演会化学・食品部会　講演会

KCCI　Design　Seminar　2022有馬－六甲Virtual　Ride　Race　2022

サービス文化部会　講演会ファッション部会　講演会

日本商工会議所創立100周年記念式典貿易・理財・情報産業部会　講演会

　集客交通観光部会と賑わい創出委員会は、㈱JTB総合研究
所主任研究員の小澤信夫氏を講師に迎え、「SDGs達成に貢
献する観光」をテーマに講演会を開催した。
　小澤氏は、昨今のSDGsへの関心の高まりから、観光関連
産業においても持続可能性が消費者はじめステークホルダー
から求められていると解説。その推進に向けては、「その土
地ならではの伝統・文化や地産地消などサステナビリティに
つながる取り組みについて、タビマエ・タビナカで積極的に
情報提供することが重要」と強調した。

　化学部会と食品部会は、（一財）アジア太平洋研究所研究
統括兼数量経済分析センター長の稲田義久氏を講師に迎え、
2025年大阪・関西万博をテーマに講演会を開催した。
　稲田氏は、1970年以降の関西経済低迷の要因は「相対的
な投資不足にある」と指摘。一方で、「万博を契機に、世界
に関西の魅力を知ってもらい、人材や資金の好循環を実現す
ることが重要」と解説。万博会場だけでなく、兵庫県全体を
パビリオンに見立てた「拡張万博」を推進することで、神戸
への経済波及効果がさらに期待できると語った。

　11月よりデザイン評価にAIを活用した実証事業を実施す
るにあたり、連携する㈱プラグ代表取締役社長の小川亮氏を
講師に迎え、パッケージデザイン制作におけるAI活用の可
能性について理解を深めるセミナーを開催した。
　同社が東京大学山崎研究室と共同研究した「パッケージデ
ザインAI」は、短時間で消費者のデザイン評価を得られるこ
とから、企業での導入が進んでいる。小川氏は、導入メリッ
トについて「社内検討材料として有効。結果として商品開発
の効率化やコスト削減、売上増加にも繋がる」と強調した。

　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、
有馬温泉観光協会青年部や地元企業と協力し、仮想空間で競
うサイクリングイベントを3年前から開催している。
　今年は芦有ドライブウェイを使った実際の自転車レース
「六甲有馬ヒルクライムフェスタ2022」の賑わいイベント
の一環として初めて屋外で実施した。
　会員企業が参加した企業対抗戦や、新たに設けた一般来場
者への体験会を通じ、サイクルツーリズムの振興を図った。

　サービス文化部会は、19期連続で売上を伸ばしている㈱
ヤッホーブルーイングの原謙太郎氏を招き、独自のマーケ
ティング戦略をテーマに講演会を開催した。
　原氏は、「ターゲットを絞り込み、圧倒的に尖らせた商品
開発により、強烈なコア層を獲得できる。100人に1人が支
持してくれればいい」とブランド開発の考え方を紹介。売上
を支える熱量の高いファンに関して、「SNSやイベントを通
じた顧客ロイヤルティを高める施策の複合的な展開で絆の深
まりや、支持層の広がりを実感している」と締めくくった。

　ファッション部会は、㈱大丸松坂屋百貨店執行役員大丸神
戸店長の今津貴博氏を講師に迎え、「神戸の商況と小売商業
の新たなトレンド」をテーマに講演会を開催した。
　今津氏は、「消費傾向の変化により商材は『実用性』と
『意味性』に二極化している」とし、「百貨店は、楽しさや
ワクワク感を満たし、人の心を動かす『意味性商材』を発掘
し伝達する力が重要」と見解を示した。また新たに展開する
アートギャラリーや、伝統工芸・地場産業の作り手との連携
など、今後の取り組みについて意気込みを語った。

　日本商工会議所は創立100周年を迎え、天皇陛下御臨席の
下、記念式典を開催し日商副会頭として家次会頭が出席した。
　三村会頭は、「自己変革に果敢に挑戦する中小企業を一丸
となって支援し、地域経済ひいては日本経済の発展に貢献す
る」と挨拶。天皇陛下から「経営指導員による中小企業の経
営支援が地域経済社会の活性化に大きく貢献している」と御
言葉を頂いた後、岸田総理大臣はじめ来賓より祝辞を受けた。
　神戸商工会議所は、日商の創立に尽力した商工会議所とし
て特別表彰を受賞した。

　貿易・理財・情報産業部会は、㈱三菱UFJ銀行トランザク
ションバンキング部　部長の村上紀年氏、松本雅弘氏を講師
に迎え、貿易金融のデジタル化をテーマに講演会を開催した。
　村上氏は、「デジタル化によって作業効率の向上や決済期
間の大幅な短縮が可能になる」と実際の貿易実務事例を交え
解説。松本氏は、ブロックチェーン技術を活用した貿易プ
ラットフォームの一例として、日本の官民が取り組むトレー
ドワルツを紹介し、「2022年は貿易デジタル化元年。業界
の垣根を超えて取り組んでいきたい」と語った。
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