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一般社団法人 神戸経済同友会 

ＨＹＯＧＯ＋
プラス

 
～学びと交流を通じ、語ろう、 

   創ろう、兵庫の新たな活力を～ 



 
 

２０２１年 定時総会 （次第） 

 日  時：２０２１年５月２１日(金) １５時～１９時 

      場  所：ホテルオークラ神戸  

○○定定時時総総会会（（１１５５：：００００～～１１６６：：１１００））  ＜＜於於：：11階階  平平安安のの間間＞＞  
 

◇ 開 会 
 
◇ 代表幹事 挨拶 
 
◇ 議長選出・議事録署名人選出 
 
◇ 議事 
（決議事項） 

第１号議案 ２０２０年度事業報告の件       【Ｐ１】 
第２号議案 ２０２０年度収支決算報告の件 【Ｐ１６】 

＜監査報告＞ 

第３号議案 理事・会計幹事選任の件  【Ｐ２１】 
第４号議案  代表幹事・副代表幹事 
             ・常務理事選定の件      【Ｐ２２】 
 

（報告事項） 
１．２０２１年度事業計画の件    【Ｐ２３】 
２．２０２１年度収支予算の件      【Ｐ４１】 

 
◇ 新旧代表幹事からの挨拶 
 
◇ 閉会 
 

○○特特別別講講演演会会（（１１６６::１１５５～～１１７７::１１５５））  ＜＜於於：：11階階  平平安安のの間間＞＞  

  講 師：（一社）人口減少対策総合研究所 理事長 河合 雅司氏 

 テーマ：未定 
  

○○パパーーテティィーー（（１１７７：：３３００～～１１９９：：００００））  ＜＜於於：：11階階  平平安安のの間間＞＞  

  

 



 
 

1 
 

 

2020年度事業報告書 

自令和 2 年 4 月 1 日 

至令和 3 年 3 月 31 日 

 

1. 一般経済情勢の回顧 

 

2020 年度の世界経済は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴い急速に悪化し、リ

ーマンショック以来の大きな落ち込みとなった。多くの国で実施された、感染の抑制を目的と

する渡航制限や外出制限は国際的な人流・物流の寸断を引き起こし、グローバル・バリューチ

ェーンが大きく停滞した。2020 年後半には、デジタル需要の高まりを受けた製造業や IT 関連

産業は回復基調に転じているものの、対面サービスを主とする飲食産業や観光関連産業は、

引き続き厳しい状況が続いている。 

2021 年に入りワクチン接種が本格化するも、世界的な集団免疫の獲得には相当な時間を

要するとみられる。したがって、今後の世界経済を展望すると、全体としては緩やかな持ち直し

が期待されるものの、感染の封じ込めや経済対策、ワクチンの確保・普及等の状況が各国で

異なるなかで、ウィズコロナにおいて着実に回復する国と、停滞が長期化する国に二極化する

「K字型」の軌道をたどる、との見方が強まっている。 

 

わが国経済もコロナ禍の影響を受けて大幅に落ち込んでいる。インバウンド需要の消失や、強

力なロックダウンを実施する欧米向け輸出の減少等、外需の下振れが大きく影響したことに加え、

内需においても、新規感染者数の高止まりにより外出自粛ムードが長期化し、個人消費が大きく減

少している。経済活動の再開とウィズコロナへの適応が進み、足許は回復基調に転じているものの、

感染再拡大の懸念も高まっており、予断を許さない状況にあることには変わりない。 

 

このようななか、兵庫県の経済も厳しい状態にある。生産や輸出は着実に持ち直し、設備投資も

高水準で推移している一方、感染再拡大の影響や雇用環境の悪化等に伴う個人消費の停滞が重

しとなり、回復は緩やかなものにとどまっている。 

 

 コロナ禍によりわが国・世界が抱える課題や脆弱性が浮き彫りとなったことや、SDGs の社会への

浸透が進むなかで、社会課題の解決を通じた持続可能な社会づくりの重要性が高まっている。とり

わけ、気候変動問題に対する世界的な関心は一段と高まっており、わが国でも菅政権が 2050 年

脱炭素社会の実現を強く打ち出したことは記憶に新しい。 

 神戸には、医療や水素、ロボットなど次世代産業の集積があり、山積する社会課題の解決におい

て大きな優位性を持っている。2021年 3月には、society5.0の実現に向けた中心的役割を担うこと

((決決議議事事項項))  

第第 11号号議議案案  ２２００２２００年年度度事事業業報報告告のの件件 
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が期待されるスーパーコンピュータ「富岳」の共用が開始された。また、イノベーションの創出と社会

課題解決の担い手となるスタートアップの創出と成長を加速すべく、国連プロジェクトサービス機関

（UNOPS）のアジア初となる拠点「グローバル・イノベーション・センター・ジャパン（GIC Japan）」や、

イノベーションの創出を図る企業・起業家等の交流拠点「ANCHOR KOBE（アンカー神戸）」の開設、

「六甲山上スマートシティ構想」の推進等、環境整備も進む。さらに、テレワークの普及に伴い、本

社を地方に移す企業やワーケーションを実践する動きもみられるなど、地方創生や東京一極集中

の是正にも追い風が吹いている。1年延期となった「ワールドマスターズゲームズ 2021関西」は、ア

フターコロナにおけるウェルネスツーリズムのあり方を示すとともに、「2025 年大阪・関西万博」の成

功と、神戸・関西経済のコロナ禍からの復興への弾みとする好機になる。 

 

新型コロナウイルスは、経済・社会の不可逆的な変化をもたらした。先行き不透明な様相が強ま

る、このようなときこそ、会員各位におかれては、兵庫県のみならず、わが国の進むべき道を明るく

照らす意見・提言を期待したい。 
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【【活活  動動  内内  容容】】  

１１．．組組織織活活動動  
  
（1）定時総会 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による緊急事態宣言が発令中の為、２０２０年５

月２２日(金)にオンラインで開催し、「２０１９年度事業報告」「２０１９年度収支決算」「理事・会

計幹事選任」「代表幹事の選定」に関する説明が行われた。その後「２０２０年度事業計画」

及び「２０２０度収支予算」について報告がなされた。講演会・代表幹事就任披露パーティー

は中止とした。議事については書面決議とした。 

 

 （２） 理事会 

   ４月・５月・１月・２月は、緊急事態宣言発令中の為、書面決議とした。 
 

回 開 催 日 議      案 

１ ４月(書面決議) ① 会員異動 

② ２０２０年度定時総会付議事項について 

２ ５月(書面決議) ① 会員異動 

３ ６月１２日(金) ① 会員異動 

４ ７月１０日(金) ① 会員異動 

② 後援名義依頼 

５ ９月１１日(金) ① 会員異動 

② 後援名義依頼 

６  １０月９日(金) ① 会員異動 

② 後援名義依頼 

③ 共催名義依頼 

７  １１月１３日(金) ① 会員異動 

② ２０２０年上期収支と下期収支見込 

③ 後援名義依頼 

８  １２月１１日(金) ① 会員異動 

② ２０２１年度新代表幹事候補者（案） 

９  １月（書面決議） ① 会員異動 

② ２０２１年度活動方針（案） 

③ ２０２１年度委員会編成について 

１０  ２月（書面決議） ① 会員異動 

② 後援名義依頼 
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１１  ３月１２日(金) 

 

① 会員異動 

② ２０２１年度組織役員の選任 

③ ２０２１年度活動組織(委員会)役員の選任 

④ 理事・会計幹事候補者の選任及び代表幹事・ 

   副代表幹事・常務理事候補者の選定 

⑤ ２０２１年度事業計画 

⑥ ２０２１年度収支予算書 

⑦ 後援名義依頼 

 

（３）常任幹事会および幹事会 

４月・５月はコロナ禍の為中止し、８月は開催しなかった。１月・２月はリモートのみで開催

し、６月から１２月は会場とリモートの併用で重要会務の審議を行った。①特別報告（９月、

１２月、２月）、③会員による講話（６月、７月、１０月、１１月、３月）を行った。 

 

 ①特別報告 

     ９月１１日(金)  講 師：日本銀行 神戸支店長 長江 敬 氏 

テーマ：「最近の金融・経済情勢について」 

 ２月１２日(金) 講 師：日本銀行 神戸支店長 長江 敬 氏 

テーマ：「最近の金融・経済情勢について」 

      (オンラインでの報告) 

１２月１１日(金) 講 師：提言特別委員会 委員長 吉井 満隆 氏 

副委員長 中内 仁 氏 

副委員長 永吉 一郎 氏 

テーマ：「ＨＹＯＧＯ＋のスローガンの下、ＡＬＬ ＨＹＯＧＯでバリュ

ーアップ！～国際観光競争の中で選ばれる兵庫・神戸

になるために～」 

 

 ②会員による講話 

６月１２日(金) 講 師：川崎重工業㈱ 取締役 富田 健司 氏  

   テーマ：｢カワる、サキへ。 ～総合重工業の挑戦～」 

７月１０日(金) 講 師：㈱神戸デジタル・ラボ 代表取締役 永吉 一郎 氏 

  テーマ：WITH,AFTER CORONA & NEW NORMAL 

              (こんな三ヵ月でした)  

 １０月９日(金) 講 師：㈱ベネスト 代表取締役社長 桑畑 純也 氏 

   テーマ：｢中小企業が医療機器をつくる」 

１１月１３日(金) 講 師：㈱神戸新聞社 代表取締役会長 高士 薫 氏 

          テーマ：｢ＡＮＣＨＯＲ ＫＯＢＥ」の紹介 

 ３月１２日(金)     講 師：㈱ユーシステム 代表取締役 佐伯 里香 氏 

   テーマ：「ＡＰＥＣ参加報告と働き方改革」 
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２２．．２２００２２００年年度度  提提言言活活動動  
 

２０２０年度提言特別委員会（委員長：吉井満隆、副委員長：中内 仁、永吉一郎、委員：

１９名、アドバイザー：４名、ワーキングメンバー：１２名で構成）は、合計８回の委員会を開催

し、さらに国内１７カ所の企業・団体等にヒアリングに出向き、実際に自らが見聞することに留

意しながら情報収集を行った。９カ月間の活動を経て、１２月２３日に兵庫県知事、２４日に

は神戸市長へ提言書を提出し、２５日にプレス発表を行った。 

  

【【提提言言テテーーママ】】  

『ＡＬＬ ＨＹＯＧＯでバリューアップ！ 

      ～国際観光競争の中で選ばれる兵庫・神戸になるために～』 

 

【【提提言言のの骨骨子子】】  

  

１．ウィズ・コロナ、アフター・コロナ対応への戦略変更 

～最優先課題は国内観光の促進～ 

(1) 安全・安心：ウェルネス旅ひょうご・神戸 

(2) 県民・市民発、国内のリピーターづくりからインバウンドへ 

 

２．京都・大阪・瀬戸内などとのアライアンス強化 

(1) 他のＤＭＯ(県内・周辺および就航先)との連携強化 

(2) 量より質：兵庫・神戸ならではのコンテンツ創造 

   ～アライアンス強化のイニシアティブをとるに足る魅力的な観光地～ 

(3) 交通の要衛・結節点としての魅力の強化       

 

３．観光地としての交通利便性の向上   ～「MaaS」の構築～ 

(1) 兵庫・神戸版観光型MaaSに向けて 

(2) いざMaaS社会実装に向けて(周辺エリアと一体となったMaaS構築) 

(3) 関西広域観光圏の観光型MaaSへの展開 

 

４．利用者目線の情報発信 

 (1) リアルな情報発信の重視 

   (2) MaaSアプリ機能の有効活用(中長期的な情報発信) 

   (3) 観光大使・ＰＲ大使の発信、県民・市民からの情報発信 
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３３．．２２００２２００年年度度  神神戸戸経経済済同同友友会会フフォォーーララムム  

 
 各委員会での活動内容の共有、及び会員相互による活発な意見交換を目的とする『２０２０
年度 神戸経済同友会フォーラム』を２月５日（金）に、オンラインで開催した。当該フォーラム

は、各委員会からの報告及び講演会で構成し、約７０名の会員が参加した。 

 

（１）委員会報告会 

 当年度の活動方針『ＨＹＯＧＯ＋のスローガンの下、ＡＬＬ ＨＹＯＧＯでバリューアップ！～

国際観光競争の中で選ばれる兵庫・神戸になるために～』に基づき、６つの常設委員会、２つ

の個別テーマ委員会、及び提言特別委員会による活動報告が行われた。 

 各委員会からの活動報告に加えて、富田代表幹事より２０２１年度の活動方針『「HYOGO＋

のスローガンの下、ALL HYOGO で未来への扉を開く」～SDGｓを活かした地域創生～』につ

いて説明があった。 

 

【各委員会報告者】 

（常設委員会）   

  経済動向委員会 委員長 佐野元昭 

  企業価値向上委員会 委員長 中島洋人 

  まちづくり委員会 委員長 松田茂樹 

  グローバルマーケット委員会 委員長 中尾信也 

  環境インフラ整備委員会 委員長 中西憲一 

  ＩＴ経営委員会 委員長 永吉一郎 

（個別テーマ委員会）   

  若者と創る明日の兵庫委員会 委員長 岡田兼明 

（提言特別委員会） 委員長 吉井満隆 

     

（２）講演会 

   講 師：一般社団法人 日本インバウンド連合会 理事長 中村 好明 氏 

   テーマ：『観光業で地方創生』 
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４４．．委委員員会会・・部部会会活活動動  

委委員員会会・・部部会会  

常常設設委委員員会会  開開催催日日時時  内内容容  

経経済済動動向向委委員員会会  2020年 9月 25日(金) 【講演会】 

（講師） 

㈱日本総合研究所 理事 足達 英一郎 氏 

（テーマ） 

「ウィズコロナと SDGｓ/企業経営の新たな視点」 

2020年 12月 1日(火) 【講演会】 

（講師） 

㈱ニッセイ基礎研究所 研究理事   

チーフエコノミスト 矢嶋 康次 氏 

（テーマ） 

「今後の日本経済のゆくえ～コロナ禍で企業は 

 どう変わる？～」 

企企業業価価値値向向上上委委員員会会  2021年 1月 28日(木) 

オンラインのみで開催 

【講演会】 

（講師） 

㈱日本 FBM コンサルティング 代表取締役 

大井 大輔 氏 

（テーマ） 

「事例から学ぶ良い事業継承と悪い事業継承」 

ままちちづづくくりり委委員員会会  2020年 8月 7日(金) 【講演会】 基金チーム 

（講師） 

神戸市企画調整局 つなぐ担当部長  

藤岡 健 氏 

神戸市企画調整局 政策調査担当課長 

梅澤 章 氏 

（テーマ） 

「ふるさと納税について」 

2020年 10月 10日(土) 【講演会】 人材チーム 

（子供向け教育） 「芸能×論語」 

（講師） 

下掛宝生流能楽師 安田 登 氏 

琵琶奏者 塩高 和之 氏 

会場：シン・エナジー住吉オフィス 3階 
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常常設設委委員員会会  開開催催日日時時 内内容容 

ままちちづづくくりり委委員員会会  

  

2020年 7月 21日（火） 

2020年 8月 21日（金） 

2020年10月14日（水） 

2020年 11月 3日（火） 

2020年12月29日（火） 

志チーム  チーム会議 

        チーム会議 

        神戸市観光局訪問 

        チーム会議 

        チーム会議 

2020年 8月 18日（火） 

2020年11月17日（火） 

産業チーム チーム会議 

         チーム会議 

2020年 8月 4日（火） 

2020年 9月 3日（木） 

2020年 9月 26日（土） 

2020年 9月 27日（日） 

2020年 11月 9日（月） 

人材チーム チーム会議 

        チーム会議 

 経営者向け論語塾（安岡定子氏） 

 子供向け論語塾（紫野和久𫝊𫝊氏・龍光院主催） 

         チーム会議 

ググロローーババルルママーーケケッットト  

委委員員会会  

2020年 9月 23日(水) 【講演会】 

（講師） 

㈱リカレントエコノミクス 代表取締役 

五十嵐 敬喜 氏 

（テーマ） 

「新型コロナで大きく変貌した内外経済の現状   

と展望」 

環環境境イインンフフララ整整備備  

委委員員会会  

2020年 12月 8日(火) 【講演会】 

（講師） 

神戸市健康局 副局長 熊谷 保徳 氏 

「新型コロナウイルス感染症の対応について」 

人と防災未来センター 所長  

河田 恵昭 氏 

「コロナ禍を踏まえた大規模災害対応」 

 

ＩＩＴＴ経経営営委委員員会会  

  

  

  

  

  

2020年 11月 25日(水) 

オンラインのみで開催 

【講演会】 

（講師） 

 サイボウズ㈱ 代表取締役社長 青野 慶久 氏 

（テーマ） 

「新しい組織の作り方 インターネット時代の経 

営」 
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個個別別テテーーママ委委員員会会  開開催催日日時時 内内容容 

若若者者とと創創るる明明日日のの  

兵兵庫庫委委員員会会  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2020年 12月 15日(火) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【探求学習オブザーバー】 

（訪問先） 

兵庫県立星陵高等学校 2年生 280名 

(講師) 

㈱シンエンタープライズ 取締役 営業企画部長  

佐久間 健 氏 

髙島法律事務所 代表弁護士 髙島 章光 氏 

オリバーソース㈱ 取締役 道満 龍彦 氏 

コガセ工業㈱ 取締役副社長 福居 洋美 氏 

㈱アイ・エフ・ケイ 代表取締役 米澤 愛 氏 

㈱マキシン 取締役 渡邊 江美 氏 

 

個個別別テテーーママ委委員員会会  開開催催日日時時 内内容容 

若若者者とと創創るる明明日日のの  

兵兵庫庫委委員員会会  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2021年 2月 1日(月) 【講演会】 

（訪問先） 

神戸星城高等学校 2年生 25名 

（講師） 

エデュテ㈱ 代表取締役 中尾 信也 氏 

 

2021年 3月 5日(金) 

 

 

【講演会】 

（訪問先） 

兵庫県立東播磨高等学校 1年生 40名 

（講師） 

アイクラフト㈱ 代表取締役 山本 裕計 氏 

 

部部会会  開開催催日日時時 内内容容 

東東播播部部会会  

  

2020年 7月 29日(水) 【講演会】 

(講師) 

兵庫大学看護学部教授 看護学科副学科科長 

兒玉 拓 氏 

（テーマ） 

「皆さんは“いびき”していませんか？」 

～隠された疾病 睡眠時無呼吸症候群～ 
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部部会会  開開催催日日時時 内内容容 

東東播播部部会会  

  

2021年 2月 1日(月) 【講演会】 

（講師） 

日本銀行 神戸支店長 長江 敬 氏 

（テーマ） 

「2021年経済展望！」 

 

西西播播部部会会  

  

  

  

  

  

  

  

2020年 12月 2日(水) 

 

【講演会】 

（講師） 

日本銀行 神戸支店長 長江 敬 氏 

（テーマ） 

「最近の金融・経済情勢について」 

 

2021年 1月 27日（水） 

 

【講演会】 

（講師） 

西日本電信電話㈱ 取締役  

デジタル改革推進本部 本部長 猪俣 貴志 氏 

（テーマ） 

「ＤＸによって変わる企業経営とは」 

阪阪神神間間部部会会  2021年 2月 25日（木） 

オンラインのみで開催 

【講演会】 

（講師） 

㈱神戸新聞社 文化部長兼論説委員 

加藤 正文 氏 

（テーマ） 

「足元を掘れ そこに泉湧く 

―阪神間の経済・文化の可能性―」 

但但馬馬部部会会  

  

  

  

  

2020年 12月 17日(火) 

 

 

 

  

【講演会・観劇】 

（講師） 

豊岡市長 中貝 宗治 氏 

（テーマ） 

「深さを持った演劇のまちづくり」 

（観劇） 

江原湖畔劇場 「忠臣蔵 武士編」 

  



 
 

11 
 

部部会会  開開催催日日時時 内内容容 

中中堅堅会会員員部部会会  

  

  

  

  

2020年 7月 28日（火） 

 

【講演会】 

（講師） 

寄神建設㈱ 代表取締役専務 寄神 裕佑 氏

（テーマ） 

「つなぐ 70年 ～100年企業を目指して～」 

2020年 9月 10日（木） 

 

 

 

【講演会】 

（講師） 

 共栄印刷㈱ 代表取締役社長 柳 有香 氏 

（テーマ） 

 「私が世代交代を告げられた時」 

（講師） 

 ㈱フェニックス商会  

 代表取締役 松本 由美子 氏 

（テーマ） 

「わたしの人生と会社経営」 ～経営は愛だ～ 

2020年 11月 5日（木） 【講演会】 

（講師） 

㈱笠谷工務店 代表取締役社長 笠谷 泰宏 氏 

（テーマ） 

「愛すること ～会社・社員・家庭・そして・・・～」 

2021年 3月 25日（木） 【講演会】 

（講師） 

㈱大伸 代表取締役社長 石坪 浩一 氏 

（テーマ） 

「我が社の現在・過去・未来」 

 

５５．．特特別別講講演演会会  
  
 ○１１月２０日(金) [常任幹事特別懇談会] 

      常任幹事を対象とした講演会 

 【講 師】㈱日本総合研究所 調査部  

  関西経済研究センター長 若林 厚仁 氏 

    【テーマ】「Ｗｉｔｈコロナ時代の世界および関西経済」 
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○２月５日(金) [２０２０年度 神戸経済同友会フォーラム開催後]  

 【講 師】 一般社団法人日本インバウンド連合会   理事長 中村 好明 氏 

 【テーマ】「観光業で地方創生」 

 
 
６６．．懇懇談談会会等等  
  
((１１))  第第３３66回回  親親睦睦ゴゴルルフフ会会  

  ○１０月６日(火) 「第３６回 神戸経済同友会親睦ゴルフ会」 

    参加資格は正会員とするゴルフ会を開催。懇親会は行わず、順位の連絡や景品の発送

は後日送付とした。 

   会場：廣野ゴルフ倶楽部 

  

７７．．他他団団体体ととのの交交流流  
  

（（１１））第第３３３３回回  全全国国経経済済同同友友会会セセミミナナーー（（高高知知開開催催）） 

中止 

 

（（２２））第第１１１１７７回回  西西日日本本経経済済同同友友会会会会員員合合同同懇懇談談会会（（大大阪阪開開催催）） 

 中止 

 

（（３３））第第１１２２回回  日日本本海海沿沿岸岸地地域域経経済済同同友友会会代代表表幹幹事事ササミミッットト((鳥鳥取取開開催催)) 

    次年度に延期 
 

（（４４））第第６６回回  西西日日本本経経済済同同友友会会代代表表者者会会議議（（福福岡岡開開催催））  

 中止 

      

（（５５））第第５５９９回回  関関西西財財界界セセミミナナーー    オンラインで開催   

 【日 程】２月４日(木)  

【テーマ】『危機を乗り越えて創る未来 ～関西の底力を発揮するとき～』 

【内 容】 (公社)関西経済連合会と(一社)関西経済同友会との主催により開催された。 

      基調講演並びに６つの分科会で闊達な意見交換が行われた。 

 

 

 

（（６６））代代表表幹幹事事・・事事務務局局長長  出出席席会会議議等等  

① ６経済同友会代表幹事懇談会            中止 

② 全国経済同友会 事務局長会議          書面決議 

③ 京阪神経済同友会代表幹事懇談会        １１月２日(月) 
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④ 全国経済同友会 代表幹事円卓会議       書面決議 

⑤ 西日本経済同友会 事務局長会議         ３月１８日（木） 

（オンラインで開催） 

 

  

８８．．刊刊行行物物  

 

（（１１））神神戸戸経経済済同同友友会会要要覧覧  

   「２０２０年度版」：２０２０年９月発行 

 

（（２２））２２００２２００年年度度提提言言書書  

「ＡＬＬ ＨＹＯＧＯでバリューアップ！ 

～ 国際観光競争の中で選ばれる兵庫・神戸になるために ～」 

      

（（３３））「「神神戸戸経経済済同同友友」」会会報報  

① 第４４１号：２０２０年５月発行 

② 第４４２号：２０２０年７月発行 

③ 第４４３号：２０２０年１１月発行 

④ 第４４４号：２０２１年１月発行 

⑤ 第４４５号：２０２１年３月発行 

 

 

９９．．会会員員のの状状況況  

 

＜２０２０年度期首＞ 

    

 

 

正会員  ５４８名 （ 神戸：４１７名 東播：４３名 西播：４０名 阪神間：２６名 但馬：２２名 ） 

準会員  ２２名 （ 神戸：０１８名 東播：０２名 西播：０１名 阪神間：０１名 但馬：００名 ） 

名誉会員  １１名        

特別会員  ３２名        

 

＜２０２１年度期末＞ 

    

 正会員  ５３２名 （ 神戸：４０７名 東播：４１名 西播：３８名 阪神間：２５名 但馬：２１名 ） 

準会員  １８名 （ 神戸：０１５名 東播：０１名 西播：０１名 阪神間：０１名 但馬：００名 ） 

名誉会員  １１名        

特別会員  ３１名        

  

＜増減＞ 

 正会員  準会員  

    新規入会  ７名  新規入会  ０名  
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  交代入会 ４８名    交代入会  ３名  

  準会員より      １名    正会員へ １名  

  退会  ２４名    退会  ３名  

  純増減  －１６名    純増減  －４名  

 

２０２０年度入会者は次のとおり（敬称略、入会時職位、順不同）  ※準会員より正会員へ変更 

 

＜正会員新規入会＞ 

 

上田 将彦 ㈱山上 代表取締役  

岡村 景明 

 

岡村税理士事務所 所長  

高田 智樹 第一生命保険㈱ 神戸総合支社 甲南営業オフィス 営業部長  

内藤 武敏 ㈱ウェルフリート・インターナショナル 代表取締役  

堀田 真弘 高砂通運㈱ 代表取締役社長  

前村 孝志 有人宇宙システム㈱ 常務取締役  

森川 淳 第一生命保険㈱ 神戸法人営業部 部長・プロジェクトリーダー 

柘植 克秀      三菱商事都市開発株式会社     大阪支店長 

 

＜正会員交代入会＞ 

 

浅田 秀樹 ㈱神鋼エンジニアリング＆メンテナンス  代表取締役社長  

荒木 大作 ㈱日建設計 神戸支所長  

安藤 正哲 日本郵船㈱ 関西支店長  

石黒 智生 ㈱三井住友銀行 姫路法人営業部長  

今若 俊典 ㈱三菱UFJ銀行 神戸支店長  

内沼 紀友 ㈱みずほ銀行 神戸営業部長 

大長 徳之 東芝インフラシステムズ㈱  神戸支店長  

大濵 敬織 ㈱神鋼環境ソリューション 代表取締役社長  

岡 欣彦 神鋼物流㈱ 代表取締役社長  

岡本 望 ㈱カワサキライフコーポレーション 代表取締役社長  

奥井 美智子 奥井電機㈱ 代表取締役社長  

上山 健二 ㈱ワールド 代表取締役会長  

北野 巳樹男 ㈱みなと銀行 豊岡支店長  

楠山 泰司 ㈱神戸製鋼所 総務部長 兼 大阪支社長 

栗田 陽介 ㈱三井住友銀行 総務部 副部長  

小本 一博 東亜外業㈱ 代表取締役社長  

作田 誠司 尼崎信用金庫 理事長  

髙﨑 輝道 ㈱NTTファシリティーズ 兵庫支店長 

※ 
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瀧川 松平 滝川工業㈱ 取締役社長 

竹田 潔 ㈱三井住友銀行 加古川法人営業部長  

田中 旬 日本通運㈱ 神戸支店 支店長  

千原 徹也 有限責任監査法人トーマツ 神戸事務所長  

崩田 憲一郎 ㈱国際健康開発センタービル 代表取締役常務  

徳山 大樹 楽天ヴィッセル神戸㈱ 代表取締役社長  

長尾 英也 ㈱多田スミス 代表取締役社長  

中田 洋介 日本電気㈱ 神戸支社長  

中西 健太郎 TMI総合法律事務所 神戸オフィス パートナー 弁護士 

名部井 章策 ㈱三井住友銀行 豊岡法人営業部 法人営業部長 

中村 晋也 ㈱三井住友銀行 神戸エリア支店長 

 

 

西崎 龍司 ㈱三井住友銀行 専務執行役員  

野村 隆明 三輪工機㈱  取締役  

橋本 一磯 ㈱ダスキン播磨 代表取締役社長  

服部 一希 三井住友信託銀行㈱ 神戸支店長  

東元 良宏 (公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構 副理事長  

平野 裕一 ㈱三井住友銀行 執行役員 神戸法人営業本部長 

藤井 生也 ㈱みなと銀行 常務執行役員  

古見 知康 富士通㈱ 神戸支社長 

堀内 計尚 有限責任あずさ監査法人神戸事務所  神戸事務所長  

マーリック ヴァン ダイバンボーデ ㈱新神戸ホールディング（ANAクラウンプラザホテル神戸） 総支配人  

勾田 勝久 豊岡エネルギー㈱ 代表取締役社長  

三井 英一 ㈱りそな銀行 執行役員（ひょうご地域担当兼広島支店担当） 

三宅 智章 姫路信用金庫 専務理事  

村上 卓史 みなとリース㈱ 取締役社長  

森下 直樹 ㈱日本トリム 姫路営業所長  

矢澤 慶一 SMBC日興証券㈱ 神戸支店長  

山地 仙志 川重商事㈱ 取締役社長  

山森 大資 兵庫県信用農業協同組合連合会  代表理事 理事長  

渡辺 徳行 神鋼商事㈱ 神戸支社長 

   

＜準会員交代入会＞ 

  

  

  

 

  竹西 良介 兵庫県信用農業協同組合連合会 

 

常務理事 

藤井 敏一 神戸信用金庫 常務理事 

吉田 卓史 大塚製薬㈱ 大阪支店長 
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第第 22号号議議案案    ２２００２２００年年度度  収収支支決決算算報報告告のの件件  



 
 

17 
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（単位　円）

当年度(a) 前年度(b) 増減(a-b)

（１） 経常収益

① 受取入会金

受取入会金 180,000 900,000 △ 720,000

受取交代入会金 500,000 450,000 50,000

② 受取会費 0

受取正会員会費 37,065,000 43,340,000 △ 6,275,000
受取準会員会費 360,000 420,000 △ 60,000
受取幹事会費 9,945,000 9,870,000 75,000

③ 受取負担金 0
受取負担金 1,637,000 10,637,938 △ 9,000,938

④ 雑収益 0
受取利息 3,039 3,030 9
雑収益 5,000 0 5,000
経常収益計 49,695,039 65,620,968 △ 15,925,929

（２） 経常費用
① 事業費

給料手当 15,538,000 15,504,405 33,595
福利厚生費 2,066,792 2,019,425 47,367

修繕費 293,370 324,190 △ 30,820

印刷製本費 2,936,020 3,831,307 △ 895,287

消耗品費 398,397 737,192 △ 338,795

旅費交通費 508,070 2,426,126 △ 1,918,056

租税公課 0 0 0

通信運搬費 723,458 1,057,175 △ 333,717

資料費 138,614 107,244 31,370

会議費 4,572,283 5,138,219 △ 565,936

事務所費 1,201,491 1,098,391 103,100

リース料 566,292 621,114 △ 54,822

諸謝金 1,552,371 2,533,281 △ 980,910

減価償却費 184,450 70,260 114,190

支払負担金 568,050 9,863,717 △ 9,295,667

委託費 402,000 399,600 2,400

雑費 880 16,650 △ 15,770

事業費計 31,650,538 45,748,296 △ 14,097,758
② 管理費

給料手当 2,742,000 2,736,072 5,928
福利厚生費 299,341 228,200 71,141
修繕費 561,000 328,250 232,750
印刷製本費 936,100 1,019,640 △ 83,540
消耗品費 453,752 223,872 229,880
旅費交通費 43,980 141,763 △ 97,783
租税公課 35,458 49,924 △ 14,466
通信運搬費 200,881 208,457 △ 7,576
資料費 0 0 0
会議費 4,171,230 5,388,372 △ 1,217,142
事務所費 1,201,490 1,098,390 103,100
 リース料 141,573 159,598 △ 18,025
諸謝金 0 324,000 △ 324,000
減価償却費 184,450 70,260 114,190
支払負担金 0 0 0
委託費 0 0 0
雑費 402,308 260,096 142,212
管理費計 11,373,563 12,236,894 △ 863,331

43,024,101 57,985,190 △ 14,961,089

6,670,938 7,635,778 △ 964,840

47,511,996 39,876,218 7,635,778

54,182,934 47,511,996 6,670,938

0 0 0

54,182,934 47,511,996 6,670,938

　　　経常費用計

　　当期経常増減額

　　一般正味財産期首残高

　　一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高

正正  味味  財財  産産  増増  減減  計計  算算  書書　　
(2020年4月1日から2021年3月31日まで）

科　　　　目

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　　1. 経常増減の部
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第第３３号号議議案案  

  

◆◆理理事事・・会会計計幹幹事事候候補補者者のの選選任任のの件件  
 

２０２１年定時総会の終了をもって理事７名、会計幹事２名の任期満了により、次の

通り候補者を選任する。 

 

１１  理理事事のの候候補補者者  

  

  服部
はっとり

 博
ひろ

明
あき

 ㈱みなと銀行   代表取締役会長       （新任） 

 中内
なかうち

 仁
ひとし

   ㈱神戸ポートピアホテル  代表取締役社長   （再任） 

 岡田
おか だ

 兼
かね

明
あき

   大和産業㈱  代表取締役社長           （再任） 

 古塚
ふるつか

 孝
たか

志
し

   ㈱ロック・フィールド  代表取締役社長      （再任） 

    永吉
ながよし

 一郎
いちろう

     ㈱神戸デジタル・ラボ 代表取締役         （新任） 

       佐伯
さ え き

 里香
り か

   ㈱ユーシステム    代表取締役          （新任） 

 冨田
と み た

 行
ゆき

保
やす

   (一社)神戸経済同友会 事務局長         （再任） 

  

２２  会会計計幹幹事事のの候候補補者者  

  

    角南
すな み

 忠
ただ

昭
あき

  角南商事㈱  代表取締役社長      （再任） 

   平野
ひ ら の

 裕一
ゆういち

 ㈱三井住友銀行   執行役員 

                        神戸法人営業本部長    （再任） 
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第第４４号号議議案案  

  

◆代代表表幹幹事事・・副副代代表表幹幹事事・・常常務務理理事事選選定定のの件件 
 

理事の中から次の通り、代表幹事・副代表幹事・常務理事の候補者を選定する。 

 

（（代代表表幹幹事事のの候候補補者者））※12月 11日常任幹事会で承認済 

 

 服部
はっとり

 博
ひろ

明
あき

 ㈱みなと銀行   代表取締役会長     （新任）    

  

（（副副代代表表幹幹事事のの候候補補者者））  

  

  中内
なかうち

 仁
ひとし

   ㈱神戸ポートピアホテル  代表取締役社長    （再任） 

 岡田
おか だ

 兼
かね

明
あき

    大和産業㈱  代表取締役社長          （再任） 

  古塚
ふるつか

 孝
たか

志
し

  ㈱ロック・フィールド  代表取締役社長        (再任）

 永吉
ながよし

 一郎
いちろう

    ㈱神戸デジタル・ラボ  代表取締役          （新任）  

 佐伯
さ え き

 里香
り か

   ㈱ユーシステム  代表取締役              （新任） 

   

（（常常務務理理事事・・事事務務局局長長のの候候補補者者））  

 

 冨田
と み た

 行
ゆき

保
やす

    (一社)神戸経済同友会  事務局長       （再任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


