「KOBE」
「SPORT」
×
〜スポーツ産業振興を通じて、神戸経済の活性化へ〜

■

2019年ラグビーワールドカップ、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会、2021年ワールドマスターズ
ゲームズ関西と3年連続の国際スポーツ大会の開催を控え、国内でのスポーツへの関心が高まるとともに、スポーツ産
業の規模拡大が期待されています。とりわけ神戸・兵庫には国内外から多くのアスリートや観光客が訪れ、大きな経済
効果が見込まれています。
本コーナーでは、年間を通じてスポーツ産業に関する様々な情報をお伝えしていきます。
29年度事業実績

神戸スポーツ産業懇話会を本格運営へ！

セミナー：計2回開催

平成29年9月28日、神戸におけるスポーツ産業振興に向けて、

平成29年9月28日

設立シンポジウム

「スポーツ×ビジネス
〜スポーツ産業都市・神戸を目指して〜」

スポーツ産業関係者と地元大学との産学連携で、具体的な振興事業の

実施や行政などへの要望・提言を行う組織「神戸スポーツ産業懇話会」

参加者：130名

を設立しました。

基調講演

平成30年度はスポーツツーリズムやスポーツ実施率の調査事業を

中心に、スポーツ産業振興に向けて本格的に取り組んでいきます。

例会：計4回開催（産学による事例発表＆意見交換を実施）

「スポーツの成長産業化 〜新たなスポーツ産業の具体事例〜」

設立シンポジウムで開会挨拶する尾山会長

スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当）付 参事官補佐

事例発表

忰田 康征 氏

「ロンドン世界陸上2017でのマーケティングの取組み」

組織概要

㈱アシックス グローバルスポーツマーケティング統括部

1．事業目的：スポーツ産業振興を通じて、
「神戸経済の活性化」
「都市ブランド力の向上」
を図る。

兼 アシックスジャパン㈱ 取締役

2．事業目標：
「神戸におけるスポーツ産業規模の拡大」
「スポーツシティとしての知名度向上」
【成果目標】

楽天ヴィッセル神戸㈱

営業部チケットグループ営業チームマネージャー

尾山

基

神戸商工会議所副会頭（㈱アシックス

代表世話人

山口 泰雄

世

有識者5名、企業8社

話

人

メンバー

仲里 航 氏

「東京オリンピックを目指して 〜勝つためのスポーツ栄養学〜」

市内会員企業従業員の週1回以上のスポーツ実施率の向上
長

統括部長

「目指せ観客2万人！ヴィッセル神戸のマーケティング活動」

具体的なビジネス案件（製品開発、企業連携など）の創出
スポーツ産業分野への新規参入の促進

3．組織構成：会

松下 直樹 氏

神戸女子大学

代表取締役会長CEO）

健康福祉学部

准教授

坂元 美子 氏

神戸大学名誉教授
平成30年1月24日

67社・団体（平成30年4月17日現在）

特別公開セミナー
「パラリンピック競技の魅力を知る」

30年度事業計画

1．懇話会メンバーなどへの情報提供
特別公開セミナーを年2回、例会を年8回開催します。
「アクティブライフ調査」
などの
2．スポーツ実施率の向上に向けた
実施
会員企業を対象に、経営者層の健康意識やスポーツ実施率、
アクティブライフに関する調査を実施します。
『健康経営』を推進するため、経営者や従業員の健康維持増
進につながり、気軽に参加できるスポーツイベント「企業交
流運動会（仮称）」を開催します。

3．神戸の自然環境を活かしたスポーツツーリズムの調査
研究
産学連携によるワーキンググループを立ち上げ、神
戸らしい持続可能なスポーツイベントの今後のあり
方について調査研究します。
4．｢ラグビーワールドカップ2019 T M 日本大会」神戸
開催成功に向けた機運醸成策の実施
地元の大学別ゼミ生による企画コンペを実施します。

〈主催：住友ゴム工業㈱スポーツ事業本部〉

㈱アシックス 2020東京オリンピック・パラリンピック室

〜
『クオリティー・フォー・ライフ』の実現に向けた成長と発展〜」

オットーボック・ジャパン㈱ 義肢事業部長 兼 渉外担当部長

〈主催：企業交流リレーマラソン in KOBE実行委員会〉
ランニングを通して従業員の健康増進や、コミュニ
ケーションの活性化など、企業の活力向上のきっかけ
づくりにつながるリレーマラソン大会が開催されます。

日程：平成30年6月13日㈬
場所：神戸ゴルフ倶楽部

日程：平成30年9月23日㈰
場所：神戸学院大学ポートアイランドキャンパス

※お申込みなどの詳細は、神戸商工会議所産業部
（TEL：078-303-5806）
までお問い合わせください。

※お申込みなどの詳細は、公式HPをご確認ください。
➡ http://kobe-kigyou.net/

■ 参画メンバー募集
（年会費無料）

神戸スポーツ産業懇話会で
は、スポーツ産業に関心ある
企 業・団体・大学などを広く
募集しております。
ご関心の向きは、神戸商工
会 議 所 産 業 部（ T E L ：
078-303-5806）までご連絡
ください。

矢野 裕一 氏

パネルディスカッション「パラ競技の魅力と今後の可能性」
コーディネーター
神戸スポーツ産業懇話会 代表世話人 山口 泰雄 氏

オットーボック・ジャパン㈱ 義肢事業部長 兼 渉外担当部長

■企業交流リレーマラソン in KOBE

北浦 春香 氏

講演「パラスポーツと自社ビジネスとの関わり方

㈱アシックス 2020東京オリンピック・パラリンピック室

日本のゴルフ発祥地である《神戸ゴルフ倶楽部》の
ラウンドを企画いたしました。普段ではなかなか実現
出来ない特別企画ですので、ぜひご参加ください。
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講演「パラ陸上競技の魅力と車椅子に対する想い」

パネリスト

懇話会協力事業のご案内

■神戸ゴルフ倶楽部ラウンド企画

参加者：55名

北浦 春香 氏
矢野 裕一 氏

現役パラリンピアンである北
浦氏からは、自身のパラスポー
ツに取り組んだきっかけやパラ
スポーツの魅力、2020大会へ
の意気込みなどについて講演。
ドイツ本社の福祉機器メーカー
であるオットーボック・ジャパ
ン㈱矢野部長からは、パラリン
ピック競技大会における活動内
㈱アシックス本社アトリウムにて開催
容やアスリート支援の取り組み
について解説があった。会場には義足や競技用車椅子の展示を行い、実
際に参加者も体験することで、パラスポーツへの理解を深めた。

平成29年11月21日

第1回例会「スポーツツーリズム発展の可能性」
参加者：34名

事例発表① アウトドアスポーツを通じた地域活性化の取り組み
流通科学大学 人間社会学部 准教授 山口 志郎 氏
事例発表②

JTB西日本スポーツデスクが取り組むスポーツツーリズム
秋山 直樹 氏
河瀬 考太郎 氏

JTB西日本㈱神戸支店

営業三課課長

JTB西日本㈱神戸支店

営業三課課長代理

山口准教授は、富山県南砺
市「TOGA天空トレイルラ
ン大会」、徳島県三好市「ラ
フティング世界選手権
2017」などのアウトドアス
ポーツイベントの事例を挙げ、
地元の自然観光資源をうまく
活用し、地域活性化につなげ
ている成功例だと解説した。
JTB西日本は、主催している「隠岐の島ウルトラマラソン」について紹
介。離島の開催ながら、島民全体が参加者をおもてなしすることで、今
では募集するとすぐに定員が埋まってしまうほど人気の高いイベントに
成長したと説明した。

平成29年12月12日

第2回例会「ニュースポーツ」
×
「近代スポーツ」

参加者：38名

事例発表① ニュースポーツの現状と可能性 −キンボールスポーツを中心に−
大阪国際大学 人間科学部 教授 高見 彰 氏
事例発表② ゴルフ人口拡大に向けたダンロップスポーツの取り組み
ダンロップスポーツ㈱ 経営管理部部長 天満 正人 氏
平成30年2月13日

第3回例会「食」
×
「スポーツ」

※終了後に交流会を開催

参加者：38名

事例発表① スポーツ現場での食に対するニーズ 〜スポーツ栄養の立場から〜
神戸女子大学 健康福祉学部 准教授 坂元 美子 氏
事例発表②

新たに取り組むスポーツ向け食品の開発について
㈱オイシス

デリカ事業部

大西 謙介 氏

次長

平成30年3月6日

第4回例会「スポーツ」
×
「地域活性化」

参加者：42名

事例発表① みるスポーツが持つ課題解決力と

地域のにぎわいづくりの可能性
関西学院大学

事例発表②

人間福祉学部

准教授

林 直也 氏

地域スポーツが果たせる役割とこれから
兵庫ブルーサンダーズ

球団代表

高下 沢 氏

「KOBE」×「SPORT」｜2018年5月 神戸商工だより
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