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委員会を改編、
正副委員長を委嘱
神戸経済発展に向けた
課題に取り組む8委員会を設置

　新体制の発足に伴い委員会を
改編の上、新たに2つの委員会を
設置し、それぞれの正副委員長
ならびに委員の委嘱を決定した。
　委嘱された正副委員長は次の
通り。任期はいずれも2025年
10月31日までの3年間。

総務企画委員会
【委員長】
長田通商㈱　代表取締役会長 長田庄太郎
【副委員長】
角南商事㈱　代表取締役社長 角南　忠昭
㈱兵衛旅館　代表取締役社長 風早　和喜

企業経営委員会
【委員長】
三ツ星ベルト㈱　代表取締役社長 池田　　浩
【副委員長】
大阪ガス㈱　理事兵庫地区統括支配人 東　　　琢
カワノ㈱　代表取締役社長 河野　忠友
神戸信用金庫　理事長 西多　弘行
㈱神戸洋行　代表取締役社長 船越　照平
㈱さくらケーシーエス　代表取締役社長 神原　忠明
㈱トーホー　代表取締役社長 古賀　裕之
早駒運輸㈱　代表取締役社長 渡辺　真二

国際ビジネス委員会
【委員長】
田嶋㈱　代表取締役社長 伊藤紀美子
【副委員長】
㈱神戸洋行　代表取締役社長 船越　照平
㈱デンソーテン　代表取締役社長 加藤　之啓
東洋ナッツ食品㈱　代表取締役社長 中島　洋人
富永貿易㈱　取締役会長 富永　彰良
長田通商㈱　代表取締役会長 長田庄太郎
㈱アシックス　代表取締役社長CEO兼COO 廣田　康人

シスメックス㈱　取締役常務執行役員国内・海外事業担当 松井　石根
バンドー化学㈱　代表取締役社長 植野　富夫
藤岡金属㈱　代表取締役社長 藤岡　ゆか
㈱三井住友銀　行執行役員神戸法人営業本部長 平野　裕一

都市力強化委員会
【委員長】
バンドー化学㈱　代表取締役会長 吉井　満隆
【副委員長】
今津建設㈱　取締役社長 今津　由雄
㈱神戸ポートピアホテル　代表取締役社長 中内　　仁
神姫バス㈱　代表取締役・専務取締役 丸山　明則
㈱上組　代表取締役常務 常務執行役員 堀内　敏弘
川崎重工業㈱　執行役員総務本部長 細川　勝伸
㈱神戸製鋼所　総務・CSR部　担当役員補佐 大溝　貴史
阪急電鉄㈱　交通プロジェクト推進部長 奥野　雅弘
六甲山観光㈱　代表取締役社長 寺西　公彦

次世代産業委員会
【委員長】
㈱ノーリツ　会長 國井総一郎
【副委員長】
大阪ガス㈱　理事兵庫地区統括支配人 東　　　琢
関西電力送配電㈱　兵庫支社　理事兵庫支社長 佐々木　裕
㈱神戸デジタル・ラボ　代表取締役 永吉　一郎
㈱さくらケーシーエス　代表取締役社長 神原　忠明
川崎重工業㈱　執行役員総務本部長 細川　勝伸
㈱神戸製鋼所　総務・CSR部担当役員補佐 大溝　貴史

（順不同・敬称略）
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　建設部会は、ハタコンサルタント㈱の南出紘孝氏を講師に
迎え、業界で長年課題となっている「建設業界における人手
不足・担い手不足対策」をテーマに講演会を開催した。
　南出氏は、中小規模建設関連事業者の人手不足対策や生産
性向上施策について、「人材採用」「人材定着」「ICTを用
いた業務効率化」の3つの観点から説明。特に、今どきの若
者の考え方や育った背景を踏まえ、入職・定着に向けてど
う働きかけるべきか、実例を交えながら詳しく解説したほか、
業務の効率化に有効な各種ツールと導入事例を紹介した。

　理財部会は、キヤノングローバル戦略研究所研究主幹の山
下一仁氏を講師に迎え、「食料安全保障と農政」をテーマに
講演会を開催した。
　山下氏は、「台湾有事などでシーレーン（海上交通路）が
破壊され輸入が途絶えた時、日本でも食糧危機が起きる可能
性がある」として、コメの重要性について持論を述べた。
　また、「主業農家の規模を拡大してコスト削減を図り収益
を増加させることが、地代収入を受ける農地の出し手にとっ
ても利益になる」と農政に対する考え方を示した。

　関西の経済界や自治体で構成する関西高速道路ネットワー
ク推進協議会の要望活動に川崎会頭が参加した。
　大阪湾岸道路西伸部をはじめとする関西圏の環状道路ネッ
トワークの早期完成を、茂木敏充自由民主党幹事長、北側一
雄公明党副代表、宮本周司財務大臣政務官、丹羽克彦国土交
通省道路局長らに求めた。
　川崎会頭は「西伸部の開通は、人流・物流改善はもとより、
観光関連事業者にとっても大きな希望となる」として、道路
ネットワークの整備加速を訴えた。

　サービス文化部会は、㈱サイエンス代表取締役会長の青山
恭明氏を講師に迎え、講演会を開催した。
　青山氏は、ファインバブル技術で大ヒットを続ける「ミラ
ブル」の開発秘話を紹介し、「本当に良い商品は売れる。商
品開発では、効果の実証と実用性の追及が生命線になる」と
強調した。
　また、困難を克服してきた経験を踏まえ、「経営者は常に
ポジティブ思考で成長を求め、顧客に感動と喜びを提供する
心構えを大切にしてほしい」と参加者にエールを送った。
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これからの食料安全保障と農政を学ぶ

建設業界の
人手不足対策について学ぶ

ヒット商品を生み出すために

大阪湾岸道路西伸部の
早期整備を政府与党に要望

理財部会　講演会

建設部会　講演会

サービス文化部会　講演会

関西高速道路ネットワーク推進協議会要望活動

総務部経理チーム

地域政策部

会員事業部人材開発チーム

地域政策部

11.25

11.24

11.29

11.24賑わい創出委員会
【委員長】
㈱神戸ポートピアホテル　代表取締役社長 中内　　仁
【副委員長】
㈱JTB神戸支店　神戸支店長 木崎　尚文
神姫バス㈱　代表取締役・専務取締役 丸山　明則
㈱大丸松坂屋百貨店大丸神戸店　執行役員大丸神戸店長 今津　貴博
白鶴酒造㈱　代表取締役社長 嘉納　健二
早駒運輸㈱　代表取締役社長 渡辺　真二
㈱老祥記　代表取締役 曹　　英生
関西エアポート神戸㈱　神戸空港本部副本部長 神戸統括部長 藤原　大輔
近畿タクシー㈱　代表取締役社長 森﨑　清登
西日本旅客鉄道㈱兵庫支社　理事  近畿統括本部兵庫支社 長國弘正治
六甲山観光㈱　代表取締役社長 寺西　公彦

新事業・イノベーション創出委員会
【委員長】
神戸土地建物㈱　代表取締役社長 高田　　厚
シスメックス㈱　取締役専務執行役員CTO 浅野　　薫
【副委員長】
㈱神戸デジタル・ラボ　代表取締役 永吉　一郎
㈱デジアラホールディングス　代表取締役会長 有本　哲也
広瀬化学薬品㈱　取締役会長 広瀬　　努
㈱アシックス　秘書部長 仙田　正之
川崎重工業㈱　執行役員総務本部長 細川　勝伸

万博特別委員会
【委員長】
㈱アシックス　取締役会長 尾山　　基
※今後、万博開催への準備状況等に応じて副委員長、委員構成を変更する。

　今回の役員・議員改選を機に、中小企業委員会を「企業経営委員会」と改称し、中小企業政策に加え、企業の人
材育成も含めた雇用労働問題に取り組むほか、スタートアップの育成・誘致、オープンイノベーションやヘルスケ
ア産業を推進する「新事業・イノベーション創出委員会」および、兵庫・神戸における大阪・関西万博の支援・機
運醸成、SDGsの普及啓発を推進する「万博特別委員会」を新設した。

委員会一覧
委員会名 活動テーマ・内容

総務企画委員会
○事業計画・予算など商工会議所運営に関する重要事項の審議
○組織及び財政基盤強化策の検討・実施
○その他商工会議所運営や社会経済政策全般への対応

企業経営委員会
○中小企業政策、経済法規など調査研究
○情報発信とともに企業の人材育成を含めた雇用労働問題の解決

国際ビジネス委員会
○海外市場および通商政策に関する最新動向の調査研究
○中小企業に対する海外ビジネス展開への支援
○海外経済ミッションの派遣と受入れ、外国要人等の接遇

都市力強化委員会

○南北アクセスや空港・道路・港湾など交通インフラ整備促進および機能強化
○ 都心三宮や六甲山、須磨海岸の再整備など都市機能の強化および魅力創造に関する
　調査研究・提言
○その他都市の競争力強化につながる施策全般

次世代産業委員会

○航空機、エンジン、ロボット、水素エネルギーなど次世代産業の振興、集積促進
○新技術導入による産業イノベーションの推進
○デジタル技術とデータ活用によるビジネス創出の推進
○環境対策やエネルギー対策への取組み支援や要望

賑わい創出委員会

○新たな観光資源の開発や受入環境整備、情報発信手法の検討
○関西、瀬戸内などを含めた広域周遊観光による観光誘客の促進
○コンベンションセンターの再整備等を通じたMICE誘致強化
○大阪・関西万博開催に向けた連携策の検討

新事業・イノベーション創出委員会
○スタートアップの育成・誘致や既存産業との連携
○オープンイノベーションの創出推進
○ヘルスケア産業の育成など新事業の育成

万博特別委員会
○兵庫・神戸における大阪・関西万博の支援
○機運醸成をはじめとする関連事業の企画・実施
○SDGsの普及啓発推進
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　次世代産業委員会は、会員企業のビジネスアライアンス促
進やスタートアップ支援の一環として、印刷だけでなく幅広
い事業を展開している凸版印刷とのビジネスマッチング説明
会を開催した。
　同社西日本事業本部の和田氏は、イノベーションに対する
取り組みや、ヘルスケア分野における共創について紹介した。　
　また、同本部の上森氏からは、サステナブル分野の募集
テーマを説明し、「様々なパートナーとの共創を期待してい
るので、ぜひ幅広く提案してほしい」と呼びかけた。

　ハラスメントの基礎知識と部下指導のスキルを習得するた
め、㈱アフェクト代表取締役の大倉啓克氏を講師に迎え、セ
ミナーを開催した。
　大倉氏は、「管理職の最重要任務は部下育成。傾聴スキル
などを活用し、部下の成長を促す必要がある」と述べ、部下
指導の心構えやノウハウを解説した。
　また、ハラスメントへの注意点について触れ、「部下を叱
ることも上司の大切な仕事。愛情と計画性をもって部下育成
に取り組むことで、自らも成長できる」と力を込めた。

　多様な人材が活躍するダイバーシティ経営を学ぶため、メ
タバース（仮想空間）でセミナーを開催した。
　基調講演で、サイボウズ㈱代表取締役社長の青野慶久氏は、
「多様性を実現するためには社員との対話を重ねて意見を汲
み取ることが重要。業種や規模の先入観を持たず、できるこ
とから1つずつ取り組んでほしい」と強調した。
　事例紹介では、㈱足立商事から労働力を集約する独自のフ
レックス制度について解説した。また就業支援機関からは、
多様な人材の活用方法などについて紹介した。

　リカレント教育をオンラインで支援する「中小企業WEB
研修事業」の特別企画として、日本マイクロソフト㈱業務執
行役員の西脇資哲氏を講師に迎え、講演会を開催した。
　西脇氏は、「産業構造が急速に変化する中、企業が新しい
ビジネスや価値を創造するためには、デジタル技術は不可欠
であり、活用しなければ生き残れない」と警鐘を鳴らした。
　また、「デジタル技術に地域や会社規模による格差はない。
中小企業の迅速な意思決定は強みであり、最新技術をいち早
く導入して経営改革を実現してほしい」と締めくくった。

　日本商工会議所と西村康稔経済産業大臣との懇談会に川崎
会頭が出席し、中小企業の現状や課題、経済成長に向けた支
援策など幅広いテーマで意見交換を行った。
　川崎会頭は、「環境変化に対応し、新たな価値を創造する
ためには中小企業の自己変革が重要」と指摘し、そのために
必要な環境整備として、デジタル化や事業再構築、事業承継
に関する政府の支援強化を強く求めた。
　西村大臣からは、「アニマルスピリッツを取り戻し、投資・
イノベーション・所得向上の好循環を実現したい」と応えた。

　ECビジネスで成功する方法を学ぶため、元楽天ブラジル
ホールディング取締役で、Meiten㈱代表取締役の崔成哲氏
を講師に迎え、セミナーを開催した。
　崔氏は、これまでコンサルティングしてきた楽天内出店企
業の事例を紹介しながら、勝ち残るための手法を解説。また
参加者同士によるグループワークを交え、競合分析や訴求方
法について実践的なアドバイスを行った。
　参加者からは「具体的なアドバイスで、とても勉強になっ
た」「できることから取り組みたい」との声が聞かれた。
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多様な人材の活用方法について学ぶ

大手企業と地元企業の
アライアンスを促進

部下を育てる
褒め方・𠮟り方を学ぶ

インターネット販売の極意を知る

デジタル技術の活用方法を学ぶ中小企業の支援強化を求める

ダイバーシティ経営セミナー

凸版印刷とのビジネスマッチング説明会部下指導スキル習得セミナー

ECビジネスセミナー

中小企業WEB研修事業　特別講演会西村経済産業大臣との懇談会

会員事業部人材開発チーム

産業部産業・国際チーム会員事業部人材開発チーム

中央支部

会員事業部人材開発チーム総務部企画広報チーム

12.16

12.1612.14

12.16

12.1912.15

1.4
1,000名の参加者と新年を祝う

令和5年 新年合同祝賀会

総務部総務チーム

　当商工会議所、兵庫県、神戸市をはじめ20団体の主催に
よる新年合同祝賀会を、感染対策を講じた上で開催し、政
財官の関係者約1,000名が参加した。
　齋藤知事は、「コロナと上手く付き合いながら、大阪・
関西万博に向けて観光を盛り上げていくことが大事であり、
兵庫の取り組みを世界に発信していきたい」と強調した。
　久元市長からは、「グローバル社会の中で大いに活用され
る神戸を目指し、好奇心を持って、新しい発想を取り入れ、
魅力あるまちづくりを進めていきたい」と意気込みを語った。

　また、ジュール・イルマン関西領事団団長は、ダイバー
シティ&インクルージョンの必要性と世界の平和について
参加者に呼び掛けた。
　鏡開きに続き、川崎会頭は乾杯の挨拶で「行きたい、住
みたい、働きたい一歩先をいく元気な神戸の実現に向け、
意識や活動レベルを上げていきたい」と抱負を述べ、参加
者とともに新年の幕開けを祝った。
　会場では、神戸大学JAZZによるジャズ演奏など、華や
かな雰囲気の中、参加者相互で新年の挨拶が交わされた。
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