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《協議会会長等》

（小樽商工会議所会頭）北海道協議会 鎌田 力 委員

（青森県商工会議所連合会会長）青森県協議会 会長林 光男

（盛岡商工会議所会頭）岩手県協議会 斎藤 育夫 会長

（ 社）中小企業診断協会宮城県支部長）宮城県協議会 小林 豊弘 委員 （

（秋田商工会議所会頭）秋田県協議会 渡邉 靖彦 会長

（ 財）山形県企業振興公社理事長）山形県協議会 渡邉 満夫 会長 （

（ 財）福島県産業振興センター理事長）福島県協議会 小山 紀男 会長 （

（水戸商工会議所専務理事）茨城県協議会 畠山 正裕 委員代理

（宇都宮商工会議所会頭）栃木県協議会 簗 郁夫 会長

（ 財）群馬県産業支援機構専務理事）群馬県協議会 長谷川奉彦 委員代理 （

（さいたま商工会議所専務理事）埼玉県協議会 佐藤 敏郎 委員

（千葉商工会議所会頭）千葉県協議会 千葉 滋胤 会長

（東京商工会議所副会頭）東京都協議会 井上 裕之 副会長

（ 社）神奈川県商工会議所連合会会頭）神奈川県協議会 高梨 昌芳 会長 （

（ 財）にいがた産業創造機構副理事長）新潟県協議会 高橋 豊 会長 （

（ 財）長野県中小企業振興公社専務理事）長野県協議会 田島 郁男 委員 （

（ 財）やまなし産業支援機構専務理事）山梨県協議会 代永 博幸 委員 （

（静岡商工会議所会頭）静岡県協議会 松浦 康男 会長

（名古屋商工会議所中小企業委員会委員長）愛知県協議会 加藤 千麿 委員

（岐阜商工会議所副会頭）岐阜県協議会 大松 利幸 会長

（三重県商工会議所連合会会長）三重県協議会 田村 憲司 会長

（ 財）富山県新世紀産業機構副理事長）富山県協議会 八嶋 健三 会長 （

（ 財）石川県産業創出支援機構副理事長）石川県協議会 斉藤 直 会長 （

（ 社）中小企業診断協会福井県支部長）福井県協議会 森 進 委員 （

（大津商工会議所副会頭）滋賀県協議会 河本 英典 会長

（京都商工会議所常議員）京都府協議会 中野 淑夫 委員

（奈良県信用保証協会専務理事)奈良県協議会 中上 潔 委員

（大阪商工会議所副会頭）大阪府協議会 小池 俊二 会長



（神戸商工会議所副会頭）兵庫県協議会 高﨑 正弘 会長

（和歌山商工会議所副会頭）和歌山県協議会 大桑 ? 嗣 会長

（ 社）中小企業診断協会鳥取県支部長）鳥取県協議会 高橋 務 会長 （

（日本公認会計士協会島根県部会長)島根県協議会 山川 博司 委員

（ 財）岡山県産業振興財団理事長）岡山県協議会 青井 賢平 会長 （

（中国税理士会広島県西部支部連合会会長)広島県協議会 森田 忠典 委員

（ 財）やまぐち産業振興財団副理事長）山口県協議会 上符 正顕 委員 （

（徳島商工会議所副会頭）徳島県協議会 鹿子 恭志 委員代理

（高松商工会議所専務理事）香川県協議会 中村 靖 委員

（松山商工会議所副会頭）愛媛県協議会 麻生 俊介 会長

（高知県信用保証協会会長）高知県協議会 川田 恵司 委員

（福岡商工会議所副会頭）福岡県協議会 森山 靖章 委員

（佐賀商工会議所会頭）佐賀県協議会 指山 弘養 会長

（長崎商工会議所会頭）長崎県協議会 松藤 悟 会長

（熊本商工会議所副会頭）熊本県協議会 吉良 元雄 委員

（大分県商工会議所連合会会長）大分県協議会 安藤 昭三 会長

（宮崎商工会議所会頭）宮崎県協議会 小林 貞雄 会長

（鹿児島商工会議所副会頭）鹿児島県協議会 菅 唯志 委員

（那覇商工会議所副会頭）沖縄県協議会 仲吉 朝信 会長

《政府機関》

独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長 鈴木 孝男

商工組合中央金庫 理事長 江崎 格

中小企業金融公庫 総裁 水口 弘一

国民生活金融公庫 総裁 薄井 信明

社団法人全国信用保証協会連合会 会長 瀬田 悌三郎

（注）敬称略



《経済産業省》

経済産業副大臣 西野 あきら

経済産業副大臣 松 あきら

経済産業大臣政務官 片山 さつき

経済産業大臣政務官 小林 温

中小企業庁長官 望月 晴文

中小企業庁次長 西村 雅夫

中小企業庁経営支援部 経営支援課長 山田 尚義

〃 事業環境部 金融課長 橘高 公久

経済産業政策局 産業再生課長 斎藤 圭介

北海道経済産業局長 内山 俊一

東北経済産業局長 本部 和彦

関東経済産業局長 高橋 武秀

中部経済産業局長 小川 秀樹

近畿経済産業局長 福水 健文

中国経済産業局長 奥村 和夫

四国経済産業局長 塚本 芳昭

九州経済産業局長 松井 哲夫

沖縄総合事務局経済産業部長 仁賀 建夫

《経営者報告》
株式会社三浦造船所 三浦 政信 代表取締役社長

ニッコーム株式会社 日高 滋 代表取締役社長


