本部リポート
長谷川榮一・中小企業庁長官

創立５
５周年記念大会を開催

続いての「来賓紹介」は，次の３氏。
当協会は，さる１
１月６日 金 に東京都千代田区
のホテルグランドパレスにおいて「創立５
５周年記
念大会」を開催しました。記念大会は，午後２時
より開会し，第１部～第３部の３部構成により実
施され，参加者は３
５
４名を数えました。

・㈱ 日本政策金融公庫
代表取締役

代表取締役社長

関 哲夫 殿

・全国中小企業団体中央会
理事

記念大会第１部 「創立５５周年記念式典」
１
１月６日 金 午後２時〜午後２時５
０分

勝野 龍平 殿

・㈱ 商工組合中央金庫

瀬戸 実 殿

さらに，
「功労者表彰」では，多数の支部会員

「創立５
５周年記念式典」は，午後２時からホテ

および本・支部職員が表彰を受け，表彰者を代表

ルグランドパレスの２F 「ダイヤモンドルーム」

して，蝦名博之・前青森県支部長がお礼のことば

に，長谷川榮一・中小企業庁長官をはじめとした

を述べました。

来賓，招待者，会員が参加して執り行われました。
式典は，はじめに迫間俊治・副会長が「開会の
ことば」を，続いて新井信裕・会長による「会長
挨拶」
，さらに長谷川榮一・中小企業庁長官より
「来賓祝辞」を受けました。

蝦名博之・前青森県支部長

記念式典の最後には，川井正夫・副会長の「閉
会のことば」があり，盛況裡に記念式典を終了す
ることができました。
迫間俊治・副会長

記念大会第２部 「記念講演」
１
１月６日 金 午後３時〜午後４時２
０分
「記念講演」は，記念式典と同会場において，
㈱ ちばぎん総合研究所取締役社長である額賀信
様をお招きし，
「大不況を乗り越える経営改革と
中小企業診断士の役割」をテーマとして，お話を
いただきました。

新井信裕・会長
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額賀

信・㈱ ちばぎん総合研究所取締役社長

新井信裕・会長

記念大会第３部 「記念祝賀パーティー」
１
１月６日 金 午後４時３
０分〜午後６時３
０分
「記念祝賀パーティー」は，ホテルグランドパ
レスの３F 「白樺・鶴・亀」に会場を移して開催
されました。
はじめに，千葉恒雄・副会長の「開会のご挨
拶」の後，安井正也・中小企業庁経営支援部長か
らの「ご挨拶」に続いて，笠原啓二・中小企業基
盤整備機構理事からの「乾杯のご発声」により，
盛宴が繰り広げられました。

星野佳路・㈱ 星野リゾート代表取締役社長

午後の第２部は，１
３時より４つの会場に分かれ
て，次の催しが開催されました。

平成２
１年度
「中小企業経営診断シンポジウム」を開催
６
３
１名がシンポジウムに参加！

○第１分科会
「中小企業診断士による経営革新支援事例論
文発表」
○第２分科会

当協会は，さる１
１月５日 木 に，東京都千代田

「診断協会各支部による調査・研究／地域政

区のホテルグランドパレスにおいて平成２
１年度

策提言」

「中小企業経営診断シンポジウム」を開催しまし

○第３分科会

た。
今回のシンポジウムの統一テーマは「経営革新
で時代の変化をチャンスに～企業とともに未来を
創る中小企業診断士～」で，当日は，当協会会員，
来賓，行政支援機関関係者，一般の方など６
３
１名
の方々にご参加をいただきました。

「診断協会各支部による研究会成果発表〈支
援事例・診断ツール〉
」
○第４分科会
「経営者・金融機関・診断士の連携成功事例
トークセッション」
特に第４分科会では，時代や経営環境の変化に

午前の第１部は，１
０時３
０分に開会して，新井信

柔軟に対応し，業績を伸ばしている山形・埼玉・

裕・当協会会長の開催挨拶の後，１
０時５
０分～１
２時

福岡に所在する３社の中小企業の経営者にお越し

までの７
０分間にわたって，㈱ 星野リゾート代表

いただき，金融機関や中小企業診断士と連携して，

取締役社長である星野佳路様による「日本製リゾ

果敢に経営革新に取り組み，業績を上げる自社の

ートへの挑戦～ホテル・旅館の現状，将来，再生

事業内容などについてお話をいただきました。

事例紹介～」と題した基調講演が行われました。

なお，
「経営者・金融機関・診断士の連携成功

講演の中で星野様は，これまでにご自身が国内の

事例トークセッション」に参加した中小企業経営

ホテル・旅館に対して行った再生支援への取組み

者と，金融機関の代表は次のとおりです。

事例の紹介を行ったほか，ご経験に基づき，ホテ

【中小企業経営者】

ル・旅館業の将来展望について，お話をいただき

○上野 隆一 氏

ました。

㈱ ウエノ 代表取締役社長
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（企業所在地：山形県）
○坂本 勉 氏
㈱ サカモト 代表取締役
（企業所在地：埼玉県）
○山口 郁代 氏
山口合名会社 営業部長［８代目当主承継予定］
（企業所在地：福岡県）
【金融機関】
○田邊 良憲 氏
日本政策金融公庫 債権部再生支援グループ長
○落合 寛司 氏

○日刊工業新聞社賞
ピンチをチャンスに
利益直結活動により１年で黒字化
竹中 栄一（群馬県支部）
○日本経営診断学会会長賞
中小企業の顧客起点による経営革新～中小企業
診断士の果たす役割～
藤岡 芳郎（広島県支部）
○中小企業診断協会会長賞
ワンマン型経営から全員経営への革新
橋本 博（大阪支部）

西武信用金庫 専務理事
〈第２分科会〉
○中小企業診断協会会長賞（４編）
・観光都市奈良の宿泊客の実態調査報告書
～宿泊観光客を増やすための提言～
徳南 毅一（奈良支部）
・
『酒販店のマーケティングに関する調査報告
と販売促進のための方策』
小川 勝夫（兵庫県支部）
発言を行う上野隆一・㈱ ウエノ代表取締役社長

また，同時間帯には，
「無料経営相談会」を開
催し，相談員を務めた東京支部会員が，４社から
の販路開拓や事業承継に関する相談に対応しまし
た。
さらに，１
７時か ら は「表 彰 式」お よ び「懇 親
会」が開催され，
「表彰式」では川井正夫・当協
会副会長と，安井正也・中小企業庁経営支援部長
の挨拶の後，水元明則・当協会専務理事が第１分
科会の審査結果の発表を行い，次に岡田匡令・審

・平成２
０年度「調査・研究事業」
「中小企業経営革新計画・実践支援マニュア
ル」
小山田 哲治（東京支部）
・
「中小企業こそワーク・ライフ・バランスを！」
ワーク・ライフ・バランス導入支援マニュア
ル作成のための研究報告
油井 文江（東京支部）
○東京支部長賞（２編）
・
「食育を通じた学校と地域中小企業の連携」

査委員長からは第１分科会の発表論文に関する

街の和菓子屋さんによる小学校での和菓子づ

「審査委員長講評」が行われました。

くり体験教室の提案と実施

その後，第１分科会・第２分科会の順で発表者

田中 敏夫（東京支部）

に表彰状が授与され，続いて第３分科会の審査結

・事業継続マネジメント（BCM ）と事業継続

果の発表と，発表者への表彰状の授与が，中村正

計画（BCP ）～事業継続計画（BCP ）策定だ

士・東京支部長より行われました。

けでは緊急時対応できない～

なお，第１分科会～第３分科会の各賞の受賞者

村上 一幸（東京支部）

は，以下のとおりです。
〈第３分科会〉
〈第１分科会〉
○中小企業庁長官賞
事業再生の成功に不可欠な経営革新支援への
効果的な「５ステップ経営革新」の提言
石川 英文（東京支部）

○東京支部長賞
良い日本酒を流通させるための販売店支援ツール
齊藤 昭彦（東京支部 良い食品販売研究会）

本 部 リ ポ ート
「表彰式」終了後には，１
７時３
０分より「懇親会」
が開催され，論文発表者をはじめ当協会関係者，
来場者らが歓談を行いました。

