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“ちいさな企業”未来会議コアメンバー 一覧 

 

 

共同議長 

枝野  幸男    経済産業大臣 

岡村    正    中小企業政策審議会会長・日本商工会議所会頭 

 

 

コアメンバー   

【顧問団（団体の長等）】 

池田  隼啓    日本税理士会連合会 会長 ＜大阪府＞ 

石澤  義文    全国商工会連合会 会長 ＜富山県＞ 

金田    修    全国社会保険労務士会連合会 会長 ＜東京都＞ 

北山 孝次  日本行政士書士会連合会 会長＜大阪府＞ 

坪井  明治    全国商店街振興組合連合会 理事長 ＜愛知県＞ 

鶴田  欣也    全国中小企業団体中央会 会長 ＜愛知県＞ 

单雲  弘行    日本労働組合総連合会 事務局長 ＜東京都＞ 

 

【青年代表、女性代表、雇用者代表】 

井川  直樹    公益社団法人日本青年会議所 会頭 ＜愛媛県＞ 

小川  博司    全国商店街振興組合連合会青年部 部長 ＜高知県＞ 

吉川   稻    全国商工会議所女性会連合会 会長 ＜東京都＞ 

佐久間恒好  全日本トラック協会 青年部代表 ＜東京都＞ 

末武  栄子    全国商工会女性部連合会 会長 ＜新潟県＞ 

兵頭  弘章    日本商工会議所青年部 平成２３年度会長 ＜愛媛県＞ 

平賀  ノブ    全国レディース中央会 会長 ＜宮城県＞ 

堀井  聖介    全国中小企業青年中央会 会長 ＜京都府＞ 
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眞中  行雄    ＪＡＭ 会長 ＜東京都＞ 

宮窪  大作  全国商工会青年部連合会 会長 ＜富山県＞ 

山根  孝徳    日本基幹産業労働組合連合会 中央執行委員 ＜東京都＞ 

吉山  秀樹    ＵＩゼンセン同盟地方部会 常任執行委員 ＜東京都＞ 

 

【小規模企業、生業】 

今村  年男    (株)今村石油店 取締役 ＜奈良県＞ 

折原    浩    (株)ディセンター 代表取締役 ＜東京都＞ 

木内  博一    農事組合法人和郷園 代表理事 ＜千葉県＞ 

高橋  伸治    (株)高德海産 取締役 ＜宮城県＞ 

中川  宏明  (株)Verb Creation 代表取締役 ＜東京都＞ 

中村靖富満    (株)やまだ屋 代表取締役社長 ＜広島県＞ 

姫野  淸高    (株)桃太郎海苔 代表取締役 ＜大分県＞ 

宮城  治男    特定非営利活動法人エティック 代表理事 ＜東京都＞ 

宮本  周司  (株)宮本酒造店 代表取締役 ＜石川県＞ 

栁沼  大介    (株)いわきチョコレート 代表取締役 ＜福島県＞ 

 

【サービス業（介護、流通等）】 

小山  敬子    医療法人社団大浦会 理事長 ＜熊本県＞ 

小林 一   (株)ミロク情報サービス 税経システム研究所 客員研究員 

齋藤  充弘    全日本食品(株) 代表取締役社長 ＜東京都＞ 

篠塚  恭一    (株)ＳＰＩ あ・える倶楽部 代表取締役 ＜東京都＞ 

下村  朱美  (株)シェイプアップハウス 代表取締役社長 ＜東京都＞ 

富永  太郎    福岡倉庫(株) 代表取締役社長 ＜福岡県＞ 

中澤  清一    四国管財(株) お客様係＆代表取締役 ＜高知県＞ 

中橋恵美子    ＮＰＯ法人わははネット 理事長 ＜香川県＞ 

長屋 勝利  (株)北栄自動車工業所 取締役営業部長 
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長谷川裕一  (株)はせがわ 代表取締役会長 ＜福岡県＞ 

二神  雅一  (株)創心會 代表取締役 ＜岡山県＞ 

横田  純子    特定非営利活動法人素材広場 理事長 ＜福島県＞ 

渡辺  達朗    専修大学 教授 ＜神奈川県＞ 

 

【ものづくり】 

伊藤  麻美    日本電鍍工業(株) 代表取締役 ＜埼玉県＞ 

大谷  直子    新熱工業(株) 代表取締役社長 ＜茨城県＞ 

川田 達男  セーレン株式会社 代表取締役会長兼社長＜福井県＞ 

木ノ本  裕    木ノ本伸線(株) 代表取締役社長 ＜大阪府＞ 

清川  卓二    清川メッキ工業(株) 専務取締役 ＜福井県＞ 

小林  知行    (株)諏訪田製作所 代表取締役 ＜新潟県＞ 

佐藤  孝造    佐藤鋳工(株) 取締役社長 ＜北海道＞ 

諏訪  貴子    ダイヤ精機(株) 代表取締役 ＜東京都＞ 

千葉  英樹    (株)チバダイス 代表取締役社長 ＜埼玉県＞ 

野上  良太    (株)野上技研 代表取締役 ＜茨城県＞ 

蜂谷  真弓    坂口電熱(株) 代表取締役社長 ＜東京都＞ 

浜野  慶一    (株)浜野製作所 代表取締役 ＜東京都＞ 

藤井  徹也    (株)キメラ 代表取締役 ＜北海道＞ 

溝上  浩司    (有)MIZOUE PROJECT JAPAN 取締役社長 ＜広島県＞ 

山田   茂    (株)山田製作所 代表取締役社長 ＜大阪府＞ 

 

【建設業】 

小田島直樹    (株)小田島組 代表取締役社長 ＜岩手県＞ 

西島  誉晃    西工(株) 専務取締役 ＜京都府＞ 

森    義久    (株)森建設 代表取締役 ＜鹿児島県＞ 
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【クリエイティブ産業】 

井上  隆太    (株)パル 代表取締役社長 ＜大阪府＞ 

岡部  淳也  (株)ＩＤＡ 代表取締役社長 ＜埼玉県＞ 

菊池  宣広  (株)ピーエーワークス 専務取締役 ＜富山県＞ 

熊倉  隆行    (株)江戸切子の店華硝 取締役 ＜東京都＞ 

小杉  幸一    アートディレクター ＜東京都＞ 

千金楽健司    (株)アパレルウェブ 代表取締役＆ＣＥＯ ＜東京都＞ 

本田勝之助    (有)会津食のルネッサンス 代表取締役 ＜福島県＞ 

保田  充彦    (株)ズームス 代表取締役 ＜兵庫県＞ 

 

【海外展開、新事業・新連携】 

出雲    充    (株)ユーグレナ 代表取締役社長 ＜東京都＞ 

小林  元文    (株)二葉 代表取締役 ＜東京都＞ 

坪井    巖    (株)トリム 代表取締役社長 ＜沖縄県＞ 

内藤 大輔    (株)北国生活社 代表取締役 ＜北海道＞ 

西辻  一真    (株)マイファーム 代表取締役 ＜京都府＞ 

花輪  篤稔    東京彫刻工業(株) 代表取締役 ＜東京都＞ 

細谷    泰    (株)ホソヤ 代表取締役社長 ＜神奈川県＞ 

松木  一浩  (株)ビオファームまつき 代表取締役 ＜静岡県＞ 

单川  勤  ミナミ産業(株) 代表取締役社長 ＜三重県＞  

 

【商店街】 

東    朋治    (有)協働研究所 取締役 ＜大阪府＞ 

阿部  眞一    岩村田本町商店街振興組合 理事長 ＜長野県＞ 

木下    斉   一般社団法人ｴﾘｱ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ｱﾗｲｱﾝｽ 代表理事 ＜東京都＞ 

竹本  慶三    させぼ四ヶ町商店街協同組合 理事長 ＜長崎県＞ 

原田  弘子    マネジメントオフィスＨＡＲＡＤＡ 代表 ＜広島県＞ 
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本川祐治郎    比美町商店街振興組合副理事長（藤子Ａワールド推進会議議長）＜富山県＞ 

松井洋一郎    岡崎まちゼミの会 代表 ＜愛知県＞ 

 

【女性経営者】 

阿部  夕子    (株)MammyPro 代表取締役 ＜北海道＞ 

亀山  初美    四国ドリームビズ 代表 ＜香川県＞ 

桑野  和泉    (株)玉の湯 代表取締役社長 ＜大分県＞ 

小谷由美子  (株)カーロカーラ 代表取締役 ＜石川県＞ 

佐川八重子  (株)桜ゴルフ 代表取締役 ＜東京都＞  

園田  正世    北極しろくま堂(有) 代表取締役 ＜静岡県＞ 

平良  由乃    (株)プラザハウス 代表取締役社長 ＜沖縄県＞ 

築野  富美    築野食品工業(株) 代表取締役社長 ＜和歌山県＞ 

寺本  哲子    (有)でじまむワーカーズ 代表取締役社長 ＜滋賀県＞ 

原田 純子    (株)メルヘン 代表取締役社長 ＜東京都＞ 

安本  知子    ペンション中宮 オーナー ＜石川県＞ 

矢頭 美世子 株式会社やずや 代表取締役会長＜福岡県＞ 

柳内  光子    山一興産(株) 取締役社長 ＜千葉県＞ 

 

【金融機関等（リレーションシップ・バンキング）】 

落合  寛司    西武信用金庫 理事長 ＜東京都＞ 

小出 宗昭    富士市産業支援センター センター長 ＜静岡県＞ 

鷹箸 一成    (株)栃木銀行 常務取締役 ＜栃木県＞ 

立野 国政    大川信用金庫 審査部経営支援課主任 ＜福岡県＞ 

早川 慎一  福島県商工信用組合 常務理事＜福島県＞ 

森下 友靖    小浜信用金庫 融資部副部長 ＜福井県＞ 

山本 明弘  広島市信用組合 理事長＜広島県＞ 

山本  浩治    としまビジネスサポートセンター コーディネーター ＜東京都＞ 
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吉本 和彦    フィデアホールディングス(株) 代表執行役副社長 ＜山形県、秋田県＞ 

 

【税理士】 

石高  雅美    石高雅美税理士事務所 所長 ＜山口県＞ 

植田    卓    植田会計事務所 所長 ＜大阪府＞ 

上西左大信    上西左大信税理士事務所 所長 ＜大阪府＞ 

城所  弘明    城所会計事務所 所長 ＜東京都＞ 

坂本  孝司    税理士法人坂本＆パートナー 理事長 ＜静岡県＞ 

能任  利明    能任利明税理士事務所 所長 ＜北海道＞ 

牧  真之介    ＭＳパートナーズグループ 代表 ＜東京都＞ 

 

【弁護士】 

池内 稚利    光和総合法律事務所 ＜東京都＞ 

井上 晴夫    井上晴夫法律事務所 ＜島根県＞ 

武藤 佳昭    東京青山・青木・狛法律事務所 ﾍﾞｰｶｰ＆ﾏｯｹﾝｼﾞｰ外国法事務弁護 

士事務所＜東京都＞ 

八木    宏    九頭竜法律事務所 ＜福井県＞ 

吉岡    毅    吉岡毅法律事務所 ＜東京都＞ 

 

【公認会計士、中小企業診断士、社労士、行政書士】 

（公認会計士） 

洪    誠悟    仰星監査法人 社員（パートナー） ＜大阪府＞ 

中村 元彦    中村公認会計士事務所 所長 ＜東京都＞ 

（中小企業診断士） 

大石  幸紀    大幸経営(有) 取締役社長 ＜東京都＞ 

山川美穂子    アクト経営問題研究グループ 代表 ＜東京都＞ 
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（社労士） 

江田    博    江田労務経営事務所 ＜福岡県＞ 

久禮  和彦    久禮経営労務管理事務所 ＜東京都＞ 

白石多賀子    雇用システム研究所 ＜東京都＞ 

（行政書士） 

 岸本 敏和  静岡県行政書士会 会長＜静岡県＞ 

 矢野 浩司  愛媛県行政書士会 会長＜愛媛県＞ 

 

【公的金融機関、事業再生、JETRO、中小機構】 

（公的金融機関） 

中村  廉平    (株)商工組合中央金庫 組織金融部担当部長 ＜東京都＞ 

長満    崇    (株)日本政策金融公庫（国民生活事業）川崎支店融資第二課長 ＜神奈川県＞ 

堀川  有一    (株)日本政策金融公庫（中小企業事業）東京支店営三事業融資課長＜東京都＞ 

山中  秀彦    (株)商工組合中央金庫 組織金融部次長 ＜東京都＞ 

（事業再生） 

伊藤  久人    京都府中小企業再生支援協議会 統括責任者 ＜京都府＞ 

（JETRO） 

水田  賢治    (独)日本貿易振興機構 企画部事業推進主幹（中小企業） ＜東京都＞ 

（中小機構） 

岡田 恵実    (独)中小企業基盤整備機構 新事業支援部ハンズオン支援グループ 

ハンズオン支援課 課長代理＜東京都＞ 

林   隆行    (独)中小企業基盤整備機構 ﾌｧﾝﾄﾞ事業部ﾌｧﾝﾄﾞ管理課 課長代理 

＜東京都＞ 

 

【都道府県庁】 

上藤 正純  福井県産業労働部産業政策課 主任 ＜福井県＞ 

佐保  幸伸    佐賀県農林水産商工本部商工課 主査 ＜佐賀県＞ 
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杉原  健司    島根県商工労働部情報産業振興室 主任 ＜島根県＞ 

都竹  淳也    岐阜県商工労働部商工政策課 課長補佐 ＜岐阜県＞ 

山口  郁彦    青森県商工労働部商工政策課 主幹 ＜青森県＞ 

渡辺  博幸    山形県商工観光部産業政策課 課長補佐 ＜山形県＞ 

  

【マスコミ・雑誌関係】 

石堂  隆史    (株)日刊工業新聞社 編集局第２産業部長 ＜東京都＞ 

石渡  健文  (株)マガジンハウス 執行役員 第２編集局長 ＜東京都＞ 

伊藤 祐三    一般社団法人共同通信社 編集局地域報道部編集委員兼地域再生事

務局長兼論説委員＜東京都＞ 

白壁  達久  (株)日経ＢＰ社 日経ビジネス編集部 記者 ＜東京都＞ 

野坂 雅一  (株)読売新聞 論説副委員長 ＜東京都＞ 

 


