2022年度「中小企業の日」「中小企業魅力発信月間」関連イベント一覧表
日時

イベント名

開催場所

イベント概要・開催目的（200字程度）

主催

過去の開催の様子（URL）

担当者連絡先

商品開発やプロモーション、販路開拓等について、お困りごとはありません
か？

虎ノ門オンライン
通年開催

アドバイス（商品

オンライン

開発・販路開拓）

（独）中小企業基盤整備機構

誰に聞いたらよいかわからない質問や相談事に各業界のプロフェッショナル
が共に考え、実践的なアドバイスを提供いたします。

（独）中小企業基盤整備機構

https://www.smrj.go.jp/sme/new_business/p

経営支援部

roduct/index.html

renkei@smrj.go.jp

相談は1回45分間、無料です。事前予約制となりますので、申込フォームより

企業支援課

03-5470-1524

是非お気軽にお申込ください。
「私たちがつくる豊かな社会～輝く日本の中小企業」をテーマに、本企画を
通じて、中小企業の魅力を広く知らせるとともに、中小企業・小規模事業者
の存在意義や魅力等に関する正しい理解を醸成する機会とします。
第1部：基調講演
・植田浩史・慶応義塾大学経済学部教授

中小企業憲章・条
6月3日

例推進月間、中小

オンライン

企業魅力発信月間

(YouTube）

キックオフ行事

中小企業家同友会全国協議会

第2部：実践報告
・川中英章氏（（株）EVENTOS代表取締役、中同協共同求人委員長）

中小企業家同友会全国協議会

・橋本久美子氏（（株）吉村 代表取締役社長、東京同友会代表理事）

https://www.doyu.jp/news/210602-

事務局

175950.html

jimu@doyu.jp

平田

斉藤

03-5215-0877

・松田泰幸氏（（株）平野 代表取締役、愛媛同友会理事）
第3部：国会各政党、中小企業団体、労働団体からのコメント
後援：中小企業庁、中小企業基盤整備機構
参加費：無料

https://www.youtube.com/watch?v=uEunfDXOukc

（参加対象：自治体、金融機関、学校、労働組合関係者など幅広く）
先行きが見えない大変厳しい経営環境が続いていますが、長野県の経済の発
展、県内企業の活力を再生させていくべく、産学官金報の「相互理解」を一
層深め積極的な学び合いと実践を進めていきます。
【特別シンポジウム】
■パネル討論:「“地域をどうしていくのか”を本気で一体となって!!
6月14日

特別シンポジウム
(第7回連携協議会)

長野県中小企業家同友会

～真の産学官金連携で中小企業と地域を元気に～」
オンライン(Zoom) パネル討論者:

長野県中小企業家同友会

・信州大学 副学長 兼 工学部長
・長野信用金庫

天野 良彦氏

地域みらい応援部

・㈲コウ・キタダ建築設計工房

社長

部長

山本 晃 氏

北田耕一郎氏

長野県中小企業家同友会理事・異業種交流委員長
■参加者で質疑・全体討論

事務局長

小林

info@nagano.doyu.jp
026-268-0678

中小企業庁では「中小企業白書・小規模企業白書」を発刊し経済の基盤とな
「２０２２年版中小
6月24日～
8月19日

オンライン

企業白書・小規模企
業白書オンライン説
明会」

る中小企業・小規模企業の分析を行っています。本年度は、新型コロナウイ

東京商工会議所

ルス感染症の流行や原油・原材料価格の高騰等の外部環境に直面する中小企
業・小規模事業者の動向の分析のほか、中小企業・小規模事業者のそれぞれ

東京商工会議所

なし

が自己変革に向けて、新たな挑戦を行うために必要な取り組みを数多く紹介

中小企業部

小野・三島・張替
（chusho@tokyo-cci.or.jp）
（03-3283-7724）

しています。セミナーでは中小企業庁担当者をお招きし、分かりやすく解説
します。

ねらい
１．憲章制定の意義を確認する
２．憲章の精神を継承し広げる契機とする
３．「条例」の制定・見直しを進める契機とする（外部発信が主目的）
内容 「中小企業は社会の主役

「中小企業憲章」
6月30日

閣議決定12周年記

広島市東区

念行事

講師：京都大学名誉教授

～中小企業憲章の精神を実現しよう～」

京都橘大学教授

岡田知弘氏（地域経済学）

案内先・参加対象
【行政】中国経済産業局

広島県

広島県中小企業家同友会
事務局 竹河内博之

広島県中小企業家同友会

info@hiroshima.doyu.jp

広島市、福山市、呉市等の自治体

082-241-6006

【金融機関】
【団体】商工会議所、広島県商工会連合会、広島県中小企業団体中央会
【同友会】正副代表理事、県理事、プロジェクトメンバー、政策委員、事務
局員

海外展開において国際的な知財戦略は非常に重要な項目の一つではあります
7月1日
13:30～15:30

【ウェビナー】海
外展開知財支援セ

オンライン

ミナー（鳥取）

が、商談や通関手続きに比べるとどうしても後回しになりがちです。そこ

ジェトロ鳥取

で、ジェトロ鳥取では、これから海外展開に取り組もうとされる方からすで

共催／（公財）鳥取県産業振興

https://www.jetro.go.jp/events/ttr/a5ecaa6d

川）

に海外とのビジネスを行っている方までを対象とした「海外展開知財支援セ

機構、INPIT鳥取県知財総合支

4a143b3b.html

ttr@jetro.go.jp

ミナー」を（公財）鳥取県産業振興機構及びINPIT鳥取県知財総合支援窓口と 援窓口

ジェトロ鳥取 （担当：實、上

0857-52-4335

共催で開催します。

7月1日
7月22日

Instagram活用セ

山形県鶴岡市

中小企業・小規模事業者等の方々を対象に、よろず支援拠点コーディネー

ミナー＆個別相談 （庄内地域産業振興 ターが、Instagramを活用した集客･販促の成功事例を紹介･解説し、ワーク
会

センター）

ショップ等で、成果があがる運用方法を実践、その後個別相談。

山形県よろず支援拠点
庄内地域産業振興センター・山

事務局

形県よろず支援拠点

yorozu@ynet.or.jp

須貝

023-647-0708

東大阪商工会議所
第５７回
7月5日

工業振

興月間事業

舞い

あがれ！中小企業
～自己変革への挑

■７月５日（火）１４時～１６時
東大阪商工会議所
本所本館４階大会議
室

アイリスオーヤマ大山会長

東大阪商工会議所

自らの軌跡と経営論を語る！

江並

東大阪商工会議所

講師：アイリスグループ会長
アイリスオーヤマ(株)

戦～

代表取締役会長

大山健太郎

正章

enami@hocci.or.jp
06-6722-1151

氏

モデルは、全国で展開されているアパレルブランド「群言堂」の運営にも携
わる「株式会社石見銀山生活観光研究所」。「世界遺産石見銀山」の観光か
地域課題解決に向
7月5日

けた計画づくり報

中国経済産業局

ら得られる収益により、高齢化、定住、地域防災等の地域課題を解決し、持
オンライン

告会

続可能な地域づくりを目指す事業計画を策定しました。

企画調査課

中国経済産業局

長田

cgk-kikaku@meti.go.jp

本イベントでは、地域課題解決に取り組む自治体、企業、支援機関等の方々

082-224-5626

の今後の活動の参考にしていただくため、策定した事業計画の報告を行いま
す。

■第一回
7月5日
9:30～16:00

貿易実務・入門編

【ウェビナー】

ジェトロ鳥取では、貿易業務に関心のある鳥取県内企業の方を対象に貿易実

（入門編）

務セミナーをオンライン（ZOOM）で開催します。

貿易実務講座

オンライン

（実務入門）

講師には、全国的に活躍されている中矢一虎氏・峯愛氏をお招きし、第一回

ジェトロ鳥取 （担当：實（じ
ジェトロ鳥取

https://www.jetro.go.jp/events/ttr/89ad406e

つ）、上川）

9da2de7f.html

ttr@jetro.go.jp

目は貿易実務の入門、第二回目には初心者のための英文ビジネスEメール入門

0857-52-4335

を実施します。

■第二回
7月6日
9:30～16:30

貿易実務・初心者のための英文ビジネスEメール入門編

【ウェビナー】

ジェトロ鳥取では、貿易業務に関心のある鳥取県内企業の方を対象に貿易実

（入門編）

務セミナーをオンライン（ZOOM）で開催します。

貿易実務講座
（E メール入門）

オンライン

講師には、全国的に活躍されている中矢一虎氏・峯愛氏をお招きし、第一回
目は貿易実務の入門、第二回目には初心者のための英文ビジネスEメール入門
を実施します。

ジェトロ鳥取 （担当：實（じ
ジェトロ鳥取

https://www.jetro.go.jp/events/ttr/89ad406e

つ）、上川）

9da2de7f.html

ttr@jetro.go.jp
0857-52-4335

ジェトロ奈良は貿易実務講座「貿易実務知識と海外営業入門」を開催しま
す。
【奈良県企業様限
定セミナー】
7月7日
9:30～16:00

貿易実務の入門知識をベースとして、より広範囲な実務知識を養うための講
アクティ奈良 5階ア 座です。

ジェトロ奈良 （担当：司馬）

貿易実務講座「貿 ドバンスルーム（奈 貿易の基礎知識、業務に必要な物流・通関・運輸についての実務知識、輸出
易実務知識と海外

良県 奈良市）

営業入門」

ジェトロ奈良

https://www.jetro.go.jp/events/nar/3d977e0
d849fdf6d.html

入価格、貿易条件等について学習することができます。

nar@jetro.go.jp
0742-23-7550

大手総合商社での実務経験が豊富な中矢一虎氏を講師に、分かりやすく解説
いただきます。これから貿易を始めたい方にも受講していただきたい講座で
す。

7月8日

徳島県内の留学生

徳島大学フュー

を対象としたジョ

チャーセンター

18:00～20:00 ブフェアand交流

A.BA（徳島県徳島

会

市）

高度外国人の採用を検討している県内企業様と県内の大学に在籍する留学生

を対象としたジョブフェア&交流会を実施します。自社を知ってもらう機会と 留学生共同サポートセンターと
して、また外国人目線の就職活動を知る機会として、ご活用いただけます。

ジェトロ徳島 （担当：相田、村

ジェトロ徳島
https://www.jetro.go.jp/events/tks/d2aeba3f

上）

ce915f2f.html

tks@jetro.go.jp

くしま

088-657-6130

中小企業組合の将来を担う若手経営者又は後継者の育成組織である「組合青
関東甲信越静ブ
7月8日

ロック中小企業青
年中央会代表者会

山梨県中小企業団体中央会

年部」の統合機関として活動する関東ブロック内の青年中央会代表者による
山梨県富士吉田市

議及び講習会

情報交換会を開催する。

山梨県中小企業団体中央会及び

今年度のテーマは「組合青年部の活動をサポートする青年中央会の役割」と

山梨県中小企業団体青年中央会

連携組織課

第66回新都心イブ
ニングサロン

オンデマンド配信

神山佳之

yamanashi.or.jp

して、活動の目的を再認識すると共に、会員青年部に必要な事業活動の検討

055-237-3215

を行う。

7月8日

主任

kamiyama@chuokai-

イブニングサロンは、一般的な「講演会」ではありません。技術にプライド

主催：新都心イブニングサロン

を持つ企業家・大学教員にプレゼンを行っていただき、そのプレゼンを聴い

事務局

た意欲的企業家達との「商談」をマッチングすることを目指しています。プ

動画制作・オンデマンド配信：

新都心イブニングサロン事務局
埼玉県 産業労働部 先端産業課
https://www.tamaweb.or.jp/archives/5239

横田周作

レゼンする人も聴く側も“Japan-tech Pride”を理解し、参加者が力を合わせて 一般社団法人首都圏産業活性化

a3760-01@pref.saitama.lg.jp

場の価値を高めていくことをコンセプトとしています。

048-830-3736

協会

テーマ：地域ブランドの確立をめざして
特別講師：北村
7月11日

中小企業魅力発信

Zoom

森氏

（株式会社ものめぐり代表取締役・サイバー大学 IT総合学部教授）

月間セミナー
地域おこしプロジェクトに数々参画している北村氏に、地域づくりとブラン
ドづくりについて講演いただく。

千葉県中小企業家同友会
千葉県中小企業家同友会

事務局

道山 昌宏

michiyama@chiba.doyu.jp
043-222-1031

日本の高齢者産業分野における中国でのパートナー発掘、販路開拓などを目
的に2013年から中国各都市にて「日中高齢者産業交流会」を開催していま
す。

7月11日
～15日

「日中高齢者産業
オンライン商談
会」参加企業募集

オンライン開催（北
京、上海、広州、大
連、青島、成都、武
漢）

本分野においては、依然として日中双方の関係企業から連携のニーズは高い
ものの、各都市での開催は多くても年一回に留まること、更にコロナ禍によ
る渡航制限の影響により、日本から現地の交流会への参加が困難な状況にあ

ジェトロ海外市場開拓課 ヘルス
ジェトロ

https://www.jetro.go.jp/events/far/86ca99e6
5f3190bc.html

ることなど、物理的・時間的な制約が生じています。

ケア産業班 （担当：中島 藤本）
healthcare@jetro.go.jp

ジェトロでは、こうした制約にとらわれずに商談機会を拡大することを目的
に昨年度に続き「日中高齢者産業オンライン商談会」を開催し、オンライン
を通じて中国各都市の企業とのビジネスマッチングなどを実施してまいりま
す。

ジェトロは一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構（JFW）と協力
7月12日
～14日

し、世界最高峰の2大テキスタイル展と位置付けられ、世界中から素材調達バ

ミラノ・ウニカ
「The Japan

イタリア・ミラノ

Observatory」

イヤーが来場するMilano Unicaに、「The Japan Observatory at Milano
Unica 2023AW」を設置し、日本のテキスタイル素材を世界に向けてＰＲする
ことにより、欧州市場への新規参入・販路拡大を目指す我が国企業等を支援

一般社団法人日本ファッション・
一般社団法人日本ファッショ
ン・ウィーク推進機構、ジェト
ロ

7月13日

ミット
頑張ろう！中小企

「中小企業の日」「中小企業魅力発信月間」を会の内外に周知するととも
新都心ビジネス交流 に、Withコロナ、Afterコロナにおける県の地域経済政策、国の中小企業政策
プラザ

業

7月13日
7月20日
7月27日
7月28日

を学び、地域における中小企業の役割を再確認し、地域経済活性化に貢献す

埼玉中小企業家同友会

山形県働き方改革推進支援センターと連携して、パワハラ防止等働きやすい

ナー＆個別相談会

酒田市

環境づくり、今年度の雇用関係助成金をテーマに、セミナー＆個別相談会を

山形市

開催。

米沢市

清水
048-747-5550
info@saitama.doyu.jp

山形県
新庄市

mu@japancreation.com

埼玉中小企業家同友会

る中小企業を増やす力にする。

働き方改革セミ

/application/

テキスタイル

事業事務局
03-6805-0791

します。

地域経済応援サ

ウィーク推進機構
https://www.japancreation.com/job/2023aw

山形県よろず支援拠点
山形県働き方改革推進支援セン

事務局

ター・山形県よろず支援拠点

yorozu@ynet.or.jp

須貝

023-647-0708

事務局

■METI担当
海外展開セミナー

関東経済産業局

in さいたま

sakamoto-masazumi@meti.go.jp

ウィ

ズ/アフターコロ
7月13日

ナ時代の海外展開
～RCEP利活用と

オンライン

ＲＣＥＰ利活用や サプライチェーン強靭化を通して、販路開拓・拡大や事業

（Teams）

基盤の 強化 など 様々なメリットの理解を深める

国際課

坂本

048-600-0261
日本政策金融公庫

■主催者担当
日本政策金融公庫 さいたま支店

サプライチェーン

中小企業事業

強靱化～

担当：岩見・北上・籾山
048-643-8320
一般社団法人 首都圏産業活性化
「はむらイブニングサロン」は、技術にプライドを持つ企業家・大学教員等

7月14日

第30回はむらイブ
ニングサロン

オンライン

がプレゼンを行い、プレゼンを聴いた意欲的企業家達とのマッチングを目指

（Zoom)予定

した異業種交流会。各回様々なキーワードをテーマに設定し、意見や情報の
交換の場として開催。

協会

主催：羽村市
運営請負：一般社団法人 首都圏

https://www.tamaweb.or.jp/archives/20726

産業活性化協会

産学官連携コーディネーター 笠
井俊介
kasai@tamaweb.or.jp
042-631-1140

これから食品の輸出を目指したい企業、食品の輸出に取り組みはじめて間も
第１回
7月14日

「海外ビジネス

栃木県宇都宮市

チャレンジ塾」

ない企業の海外展開を支援するため、輸出の基礎から実際の商談まで一貫し

栃木県（フードバレーとちぎ推

てサポートする実践型連続講座を開催。まずは初心者が取り組みやすい国内

進協議会）、ジェトロ栃木貿易

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/kanto/ev

栃木県
当

国際課 国際戦略推進担

輸出商社との商談会や、自社の方針や希望を直接輸入者に伝えることができ

情報センター、足利銀行、中小

ent/2022/ki772s00000016uu.html

電話番号：028-623-2196

る海外バイヤーとの商談会を目標に設定し、海外販路の開拓に挑戦する。

機構関東本部

ファックス番号：028-623-2199

講師：独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化・販路開拓アドバイザー
東大阪商工会議所
第５７回
7月15日

興月間事業

工業振
舞い

あがれ！中小企業
～自己変革への挑

■７月１５日（金）視察会
東大阪商工会議所

本所本館４階大会議 経営革新の追求と経営品質の向上
室

戦～

東大阪商工会議所

神戸鈑金１００年企業へ

江並
東大阪商工会議所

正章

（メールアドレス）

２０３０年に向け強靭な経営体質へ

enami@hocci.or.jp

視察先：神戸鈑金(株)

06-6722-1151

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、過去２年間中止となった「みた
か商工まつり」を、３年ぶりに実施する。キャラクターショー等のステージ
イベントをはじめ、模擬店やゲームコーナー、ものづくり体験ブース、「匠
７月16日

第45回

７月17日

みたか商工まつり

東京都三鷹市

の技」実演展示、三鷹名産品等販売、各種団体等PRなどの催しを実施。感染
対策に配慮をしながらも、コロナ後のニューノーマルを目指した新しい三鷹
市における「市民まつり」を全市で盛り上げ、多くの市民の方に来場いただ
くことにより、三鷹のまちに賑わいをもたらし、商工業の振興に資すること
を目的とする。

三鷹商工会 地域振興課
三鷹商工会

https://www.mitaka-s.jp/chiikishinko/shoko-

五十嵐・海老澤

matsuri.html

mitaka@shokokai-tokyo.or.jp
0422-49-3111

中国経済産業局

呉市中小企業・小
7月18日

規模企業振興基本
条例実践シンポジ

広島県呉市

脱炭素社会で中小企業・小規模企業がどのように経営基盤を強化するべきか,
有識者の事例紹介と討論の中から具体的な方法等を学ぶ。

産業部中小企業課
呉市など

https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/40/sinpoji
umu.html

松本

matsunmotokiyokatsu@meti.go.jp

ウム

082-224-5661
■７月１９日（火）１４時～１６時
経営者が語る”わが社をどう成長させたのか”

東大阪商工会議所
第５７回
7月19日

工業振

興月間事業

舞い

あがれ！中小企業
～自己変革への挑

事例１「１００年老舗ベンチャー企業の立体化経営」
東大阪商工会議所

フジ矢(株)

代表取締役社長

野?

恭伸

東大阪商工会議所

氏

本所本館４階大会議 事例２「決意のリブランディングで”第三創業”へ」
室

アンダーデザイン(株)
川口

戦～

竜広

江並

東大阪商工会議所

代表取締役社長

06-6722-1151

氏

コーディネーター
大阪経済大学経済学部

教授

梅村

仁

氏

中小企業魅力発信月間の取り組みとして例会を開催し、会員、行政、金融機
7月19日

振興条例推進委員
会例会

サンロイヤルホテル

関、学校関係、経済団体の皆さんと振興条例について考える機会とします。
今回は熊本同友会の事例から学びます。報告者：(有)魚光
熊井

7月20日
13:30~15:00

令和4年度第1回中
小企業「強靱化」
シンポジウム

正章

enami@hocci.or.jp

オンライン開催＋熊
本県人吉市

代表取締役社長

鹿児島県中小企業家同友会
事務局：馬場

鹿児島県中小企業家同友会

info@kagoshima.doyu.jp

聡氏（熊本同友会会員）

099-259-1070

（独）中小企業基盤整備機構

事業継続力強化計画認定制度及び中小企業向け策定支援メニューの普及啓発
を目的に年4回開催予定。今年度は被災地域からのハイブリッド開催を予定し （独）中小企業基盤整備機構

https://kyoujinnka.smrj.go.jp/symposium202

災害対策支援部

2/07/

fujita-to@smrj.go.jp

ており、第1回は熊本県人吉市よりBCP策定の重要性を伝える。

藤田

03-6459-0042

中小企業に有益な情報や、中小企業の魅力を発信する8時間のYouTubeライブ
のオンライン配信イベント「中小企業DAY」を中小企業庁が制定した7月20日
の「中小企業の日」に「中小企業感謝祭」として開催します。毎回総合的な
テーマを設け、番組独自の企画によってテレビよりもラジオ的な親近感のあ
7月20日
10:00~18:00

る構成で進行します。
中小企業DAY

オンライン配信

今年は中小企業を中心に金融機関や行政、大学、大企業など、様々な関係者
を組み合わせ、中小企業DAYならではのテーマを検討しています。
■中小企業DAY公式HP
https://chushoday.com/
■中小企業DAY（YouTube）
https://youtu.be/vRSdPkOMczc

共催：
・一般社団法人スマートニッチ
応援団
・一般社団法人ちいきん会

担当者連絡先：一般社団法人ス
https://youtu.be/lP8oM_11AtI

マートニッチ応援団 事務局
y-nishiyama@smartniche.or.jp
08067931193

中小企業のための
7月20日

無料法律相談会

13:00～17:00 （ひまわりほっと

県内の中小企業事業者を対象とした無料法律相談会です（要予約）。
千葉市中央区

法律相談会）

12:15～13:15 業の声を聴く－中

東京都千代田区

LINE公式活用セミ

7月20日

handout.html
中小企業の日のイベントとしては、本年初開催

(メールアドレス）
yoshida-naoki@meti.gp.jp
kobayashi-daisuke@meti.go.jp
（電話番号）
03-3501-1764

コロナ禍でお客様との接点がますます減ってしまう中、顧客へのポイント
カード、タイムセール一斉告知、クーポン発行ができる無料ツールを使いこ
宮城県仙台市／オン なして、既存顧客の売上アップを目指しましょう！
ライン

特に店舗型の事業をしている場合は、お客様をリピーターにするための取り

宮城県よろず支援拠点
事務担当：紺野

宮城県よろず支援拠点

yorozu@office.miyagi-fsci.or.jp

組みが欠かせません。ポイントカードやクーポン、一斉配信などが使えるＬ

022-393-8044

ＩＮＥ公式アカウントの活用方法についてわかりやすく説明をします。

八王子市開発・交流

ニュートラル研究 センター、オンライ
会基調講演

RIETI、中小機構による共催

地方公共団体、民間企業等から300名以上がリモートにて参加。

ナー

第3回カーボン

フ描画におけるひと工夫といったヒントや本調査と客観データの併用によ
り、業況判断の活用幅を拡げ得る分析事例nについても紹介。国・関係機関、

お金をかけずリ
す！ はじめての

芳田、小林
https://www.rieti.go.jp/jp/events/22072001/

禍を含む中小企業を取り巻く業況の産業別、地域別変化を解説。また、グラ

活用－」

7月20日

山下・飯森

043-227-8431

中小企業庁事業環境部調査室

小企業景況調査の

ピーターを増や

千葉県弁護士会

千葉県弁護士会

中小機構が1980年に調査を開始した「中小企業景況調査」を活用し、コロナ

構共催】 BBL「コ
ロナ禍での中小企

いて、当会の弁護士が無料にて最大３０分間、対面またはオンラインにてご
相談をお受けします。

【RIETI×中小機
7月20日

債権回収、労使問題、事業承継など中小企業を取り巻く様々な法律問題につ

ン（Zoom)併用

政府の2050年温室効果ガスゼロを目指す宣言に伴い、当協会では本年度より

一般社団法人 首都圏産業活性化

「カーボンニュートラル研究会」を発足し、脱炭素社会を目指した取組をス

協会

タートしました。第1回はサステナブル推進機構の石田理事長、第２回は東京 一般社団法人 首都圏産業活性化
農工大の池上准教授に講演賜りました。第3回の今回は、資源エネルギー庁の 協会

https://www.tamaweb.or.jp/archives/19992

カーボンニュートラル研究会事務
局 芳賀啓一

方をお招きしての話題提供および経営者の皆様との交流・ディスカッション

haga@tamaweb.or.jp

を予定しております。

042-631-1140

中小企業憲章(2010年6月)の閣議決定から12年…憲章の精神を生かし、具体化
2022年度中小企業
7月20日

の日企画「OSAKA
WAKASO～大阪わ
かそう2022」

された「中小企業の日・中小企業魅力発信月間」制定を記念して、中小企業
大阪市中央公会堂
大阪府大阪市北区中
之島1-1-27

の魅力やその存在意義について会内外で理解を深める取り組みです。
今回も企業展とフォーラムの2本立て。
10：00～16：30

大阪同友会企業展

13：30～16：00

フォーラム

ネルディスカッション！

…魅力あふれる80社が大集合！

…基調講演(岩手同友会

田村代表理事)とパ

大阪府中小企業家同友会
大阪府中小企業家同友会・大阪

https://vrexpo.jp/vr/OSAKAWAKASO.2021/in

事務局：今井

府・大阪市（共催）

dex.html

imai@osaka.doyu.jp
06-6944-1251

7月20日

「中小企業の日」
全県例会

奈良県
大和高田市

地域に根差して事業を行う中小企業として、その役割や社会に果たす役割を

https://nara.doyu.jp/report/2021%e5%b9%b4

奈良県中小企業家同友会

改めて自覚するとともに、「よい会社・よい経営者・よい経営環境」をめざ

7%e6%9c%88%e3%80%80%e3%80%8c%e4%b

事務局

すとはどういうことかを学びあう。

奈良県中小企業家同友会

3%81%ae%e6%97%a5%e3%80%8d%e5%85%a

報告者：那波 秀和氏・(株)ひまわり市場 代表取締役〔山梨同友会会員〕

「中小企業の日」
7月20日

5支部合同特別例
会

繊維会館ホール/オ
ンライン

テーマ「経済政策としての福祉政策～子育て支援と中小企業経営～」
内藤徳島市長と会員企業によるパネルディスカッションで、こども・子育て
支援政策を中心に、福祉政策と中小企業経営について深めます。

8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e
8%e7%9c%8c%e4%be%8b%e4%bc%9a/

info@nara.doyu.jp
0742-25-5660

徳島県中小企業家同友会
徳島県中小企業家同友会

事務局長

徳島市共催

sasaki@tokushima.doyu.jp

佐々木

088-657-7363

中小企業の経営
者・管理者等のた
めのパワハラ防止
法の改正点と、企
7月20日

業の対応・対策の

京都経済センター

中小企業分野に関し、中小企業と弁護士相互がアクセスしやすい環境を整備

京都府中小企業団体中央会、京

（京都府京都市下京 するため、「中小企業の日」に京都府中小企業団体中央会と京都弁護士会等

都弁護士協同組合、京都弁護士

解説セミナー＆ひ 区函谷鉾町78番地） が連携し、中小企業向けの法律セミナー及び相談会を年1回行っている。

京都府中小企業団体中央会
企画調整課 細見

http://www.chuokaikyoto.or.jp/kyodo/pdf/2021_09.pdf

会、日本弁護士連合会

昇

hosomi.n@chuokai-kyoto.or.jp
075-708-3701

まわりほっと法律
相談会（※仮題：
調整中）
【テーマ】

7月20日

中小企業魅力発信
セミナー

高校生がつくる地域の未来

一般社団法人北海道中小企業家

デ・アウネさっぽろ ～中小企業振興条例で地域課題の解決に挑む～

同友会・独立行政法人中小企業

ビル 13階（または2 【講

基盤整備機構北海道本部・北海

https://hokkaido.doyu.jp/20220720miryokuse

事務局 村井

道中小企業団体中央会・公益財

minar/

info@hokkaido.doyu.jp

階）
/Zoom

師】

(株)ヒューマンライフ 代表取締役 中山 英敬 氏

一般社団法人北海道中小企業家同
友会

田川市産業振興会議 会長

団法人北海道中小企業総合支援

y-murai@hokkaido.doyu.jp

（一社）福岡県中小企業家同友会 相談役・理事

センター

TEL:011-702-3411

中小企業家同友会全国協議会 幹事長

欧州・中東・中南米各国への医療機器・医療製品等の輸出を目指す日本企業
7月20日

2022年度医療機器

～7月29日

オンライン商談会

※ただし土日 （欧州・中東・中
は除く

南米）

オンライン開催 （欧
州・中東・中南米各
国）

向けに、医療機器・医療関連製品等を対象とした商談会をオンラインで実施
します。
各国への市場開拓を横断的に進めていただく機会とすべく、現地市場参入に

ジェトロ海外市場開拓課 ヘルス
ジェトロ

https://www.jetro.go.jp/events/far/3e2791c0

ケア産業班（担当： 鈴木、木

51ea188e.html

元、吉積）

際し、重要なパートナー候補となりうる現地のバイヤー、有力代理店、医療

healthcare@jetro.go.jp

機関の調達担当者等にジェトロが声掛けをします。

～良い経営環境をつくろう～
長崎市の中小企業向け政策を学んで活かし連携し地域の経営環境改善に主体
7月21日

長崎出島支部7月
例会

者となろう
サンプリエール

報告者：長崎市商工部(久田浩商工部部長登壇予定)
ねらい：中小企業魅力発信月間につき中小企業基本振興条例の中で長崎市へ

長崎県中小企業家同友会
長崎県中小企業家同友会長崎出
島支部

https://www.nagasaki.doyu.jp/wpcontent/uploads/2021/08/416539d65510a70
3ef7f0ca74c3ae274.pdf

事務局

峰

info@nagasaki.doyu.jp
095-822-0680

振興会議の制定へ向けた布石を創る。また他の中小企業団体の参加を促し振
興会議制定へ向けた機運を高める

長崎県中小企業家同友会
7月21日

大村支部7月例会

パークベルズ大村

官民創論（仮）大村未来都市構想のおける行政と地域中小企業との連携

長崎県中小企業家同友会大村支

報告者（予定）：園田裕史大村市長、山口純哉長崎大学経済学部准教授

部

https://www.nagasaki.doyu.jp/wpcontent/uploads/2021/08/416539d65510a70
3ef7f0ca74c3ae274.pdf

事務局

峰

info@nagasaki.doyu.jp
095-822-0680

講話：中小企業の日とは（沖縄県中小企業家同友会）
事例紹介：「ビジネス連携による地域活性化」
7月21日
14:00 ～17:00

中小企業
魅力発信
シンポジウム

①有限会社沖縄北斗様
八汐荘（那覇市松尾 ②ハニーコーラルプロジェクト様
１丁目６－１）

③琉球びんがた普及伝承コンソーシアム様
④沖縄総合事務局経済産業部「果報庭」
参加者によるグループディスカッション（テーマ：沖縄を豊かにするビジネ

主催：
・内閣府沖縄総合事務局、
・沖縄県中小企業家同友会、
・中小企業基盤整備機構沖縄事

http://www.ogb.go.jp/keisan/3353/220712_0

内閣府沖縄総合事務局中小企業課

1

電話：098-866-1755

務所

ス連携）グループ発表
コロナ禍こそお客
様をファンにせ
7月22日

よ！リピートを獲
得するWebマーケ
ティング

コロナ禍では新規客の獲得が難しくなっています。現在は、いかになじみ客
宮城県仙台市／オン
ライン

宮城県よろず支援拠点

になって頂けるか、つまりファンになって頂けるかどうが売上確保に直結し
ます。SNSやネｔットを活用し、非対面を交えながらお客様をファン化する
ノウハウをお伝えします。既存事業をネット活用して展開したい方に適した
セミナーです。

宮城県よろず支援拠点

事務担当：紺野
yorozu@office.miyagi-fsci.or.jp
022-393-8044

一般社団法人

つなぐWa Sessionは、会員が定期的に集まることで知り合いや仲間を増や
7月22日

第32回つなぐWa
Session

し、相互研鑽できるような場。協会活動への積極的な参加や期待を高めるこ
オンライン（Zoom) とを狙いとし、企業経営や地域経済、時事問題等に関するテーマを設定。企
業経営者や専門分野をお持ちの方にスピーチして頂き、質疑応答や意見交

首都圏産業活性化協会
一般社団法人 首都圏産業活性化
協会

https://www.tamaweb.or.jp/archives/19979

7月22日

見講演会

042-631-1140
山口県中小企業家同友会

中小企業の日周知と魅力発信のために勉強会を開催。
山口県周南市

講師：坂本光司氏

鈴木直仁
n-suzuki@tamaweb.or.jp

換、ブレイクタイムなどを通し会員間交流を広げ頂くことを目的とする。

中小企業の魅力発

新事業開発ディレクター

事務局長

山口県中小企業家同友会

松田龍信

info@yamaguchi.doyu.jp

（著書：日本でいちばん大切にしたい会社など）

083-941-5741

テーマ：「トランスフォーメーション！DX」
報告者（仮）：佐世保市観光商工部・十八親和銀行デジタル推進チーム
7月22日

佐世保支部7月例
会

概要：佐世保市と同友会が連携し、地域を想い互いに意見を交わし建設的な
アルカスSASEBO

交流の場として合同例会を開催する。地域の発展のため中小企業の変革・ト
ランスフォーメーションが必要。佐世保市観光商工部と十八親和銀行デジタ

長崎県中小企業家同友会
長崎県中小企業家同友会佐世保
支部

https://www.nagasaki.doyu.jp/wpcontent/uploads/2021/08/416539d65510a70
3ef7f0ca74c3ae274.pdf

事務局

峰

info@nagasaki.doyu.jp
095-822-0680

ル推進チームを報告者にDXの考え方と事例、国や自治体の補助制度を知り、
自社の変革を考える例会とする。

スローガン「滋賀一心」のもと、3年ぶりに完全オフラインで開催します。
基調講演：「『デジアラ流組織作り』トイレの無い高架下の社員ゼロから売
上160億企業へ」をテーマに有本 哲也氏(株式会社デジアラホールディングス
7月22日

第31回滋賀県経営 びわ湖大津プリンス 代表取締役会長/兵庫中小企業家同友会 副代表理事)から問題提起があり、約

13:30～19:00 研究集会

ホテル

300名のグループディスカッションを行います。

滋賀県中小企業家同友会
滋賀県中小企業家同友会

参加費：①例会のみ 3,000円（基調講演・グループディスカッション）

https://shiga.doyu.jp/2021/08/25/id_8755

077-561-5333
jimu@shiga.doyu.jp
担当：事務局 大原

②例会＋懇親会 11,000円
③例会＋懇親会＋2次会 15,500円

7月23日
13:00~16:00

宇治子ども夏まつ
りものづくりフェ
ス

お茶と宇治のまち歴
史公園 茶づな
（宇治市莵道丸山
203-1）

“宇治のものづくりをしている会社の事を知ってもらう”“ものづくりを身近に
体感してもらう”ことを目的に、保護者の方と一緒に楽しめる子ども向けのイ 宇治市
ベントを開催

宇治市産業振興課（担当:野畑）
sangyoushinkouka@city.uji.kyot
o.jp
0774－39－9621

インスタグラム、活用できていますか？情報発信の基本として、SNSを使っ

ＩＴ音痴の初心者
7月25日

でも出来る！

宮城県仙台市／オン

インスタグラム集

ライン

客術

インスタ映えする写真の撮り方、広まりやすいハッシュタグの付け方、フォ

事務担当：紺野

宮城県よろず支援拠点

yorozu@office.miyagi-fsci.or.jp

ロワーの増やし方、集客へのむずび付け方について、インスタ初心者の方に

022-393-8044

もわかりやすく解説します。

東大阪商工会議所
第５７回
7月26日

宮城県よろず支援拠点

た事業運営を構築しませんか？

工業振

興月間事業

舞い

あがれ！中小企業
～自己変革への挑

■７月２６日（火）オンラインセミナー
東大阪商工会議所

江並

本所本館４階大会議 ～中小企業のEC挑戦を支援～
室

東大阪商工会議所

正章

（メールアドレス）

１４時～１６時
講師：アマゾンジャパン合同会社

戦～

東大阪商工会議所

Amazonから学ぶ販路開拓セミナー

enami@hocci.or.jp
担当者他

06-6722-1151
ジェトロ農林水産・食品部

ドイツ・ニュルン
7月26日
～7月29日

BIOFACHは世界最大級のオーガニック専門見本市であり、出品者・来場者と

ベルク「BIOFACH ドイツ・ニュルンベ もに高い専門性を持つ点に特徴があります。ジェトロとして「ジャパンパビ
2022」ジャパンパ

ルク

ビリオン

リオン」を設置することにより、EU市場への新規参入・販路拡大を目指す我

BIOFACH 2021 ジャパンパビリ
ジェトロ

https://www.jetro.go.jp/events/afb/dcf5ef5b

オン事務局 （担当：河浦、須

220920e8.html

崎）

が国企業等を支援し、さらなる輸出拡大を目指します。

afb-biofach@jetro.go.jp
03-3582-5546

【会場参加/同時
7月28日
9:30～16:00

ライブ配信】2022

神戸商工貿易セン

年度 貿易実務講座 タービル（兵庫県神
「入門編」（兵庫

戸市）

県企業向け）
山形県山形市
7月28日

人手不足解消セミ （山形県産業創造支
ナー＆個別相談会

援センター/オンラ
イン）

インボイス制度対
7月29日

応セミナー＆相談
会

7月30日
7月31日
8月6日
8月7日

親子のおしごと体

山形県新庄市
（新庄商工会議所）

ショッピングセン

験教室～キッズ向 ター「モレラ岐阜」
け組合まつり～

（岐阜県本巣市）

ジェトロ神戸は、貿易実務講座「入門編」を開催します。
大手総合商社で実務経験が豊富な中矢一虎氏を講師に、販売戦略や契約交渉
の基礎、インコタームズを解説いただくほか、輸出入のコスト計算などを、

ジェトロ神戸 （担当：山川）
ジェトロ神戸

山形県よろず支援拠点

やすく解説、その後個別相談。

（税理士）が、令和5年10月から始まる「消費税インボイス制度」について、
わかりやすく解説、その後全員と質疑応答。

ショップを実施。業界の魅力や仕事、組合が持つさまざまな技術・技能を子
どもたちに伝える。

事務局

須貝

yorozu@ynet.or.jp
023-647-0708
山形県よろず支援拠点

新庄商工会議所

事務局

・山形県よろず支援拠点

yorozu@ynet.or.jp

須貝

023-647-0708

業界・業種 PR や魅力発信、将来的な人材確保を目的に、組合関係者が講師と
なり、小学生、その保護者を対象に業界にまつわるおしごと体験ワーク

kob@jetro.go.jp

山形県よろず支援拠点

中小企業・小規模事業者等の方々を対象に、よろず支援拠点コーディネー

新庄商工会議所会員企業の方々を対象に、よろず支援拠点コーディネーター

48499977b.html

078-231-3081

実践を交えて学ぶことができる講座です。

ターが、人手不足時代の採用活動のポイントについて、事例を交えてわかり

https://www.jetro.go.jp/events/kob/aafbada

岐阜県中小企業団体中央会
岐阜県中小企業団体中央会

企画振興課

墨

058-277-1101

8月2日

宇治子ども夏まつ

８月6日

りものづくりフェ

８月22日

ス

宇治市内

8月5日

考える例会

o.jp

場・工房見学ツアーを開催

富山市

野畑）

sangyoushinkouka@city.uji.kyot

体感してもらう”ことを目的に、保護者の方と一緒に楽しめる子ども向けの工 宇治市

8/5（金）、日本金融人材育成協会会長
地域金融の未来を

宇治市産業振興課（担当

“宇治のものづくりをしている会社の事を知ってもらう”“ものづくりを身近に

0774－39－9621
森

俊彦氏を講師に、『地域金融の

未来』～地域中小企業と地域金融機関による価値共創～をテーマに例会を開
催。会員経営者はもとより県内金融機関や中小企業支援機関にも参加を呼び

富山県中小企業家同友会
事務局長

富山県中小企業家同友会

玉崎

info@toyama.doyu.jp

かけ、講演ののち意見交換を行う。

076-452-6006

テーマ「持続可能な地域をどうつくる！？～振興条例と新しいキャリア教育
～」
企業が元気に維持発展する為に必要なことは、元気な若者がいる地域づくり
が大切です。中小企業と地域と若者を元気にする方策が中小企業振興基本条
例です。今回は、そもそも中小企業振興条例とは何か？若者が地域で活躍す
8月18日

中小企業魅力発信
月間大勉強会

福岡市博多区

福岡県中小企業家同友会

る新しいキャリア教育とは何か？条例の生かし方等を田川市の振興条例の取

（一社）福岡県中小企業家同友

事務局

組みを事例として報告させて頂きます。その中の一つの方針であるソーシャ

会

a_turu@fukuoka.doyu.jp

ルビジネスの推進の一環で、市民の課題を捉える実態調査を福岡県立大学の

都留

0942-33-3355

学生が行ってくれました。その調査内容を学生の視点でクロス分析を行いま
した。地域の若者が、地域の社会課題を捉え、解決の為の方策を考え、地域
に関心を持つことができた報告をいたします。この取組みで、地域の方々に
中小企業の魅力を発信できたらと思います。

鹿沼市内企業を知る場として、概ね35歳までの方、令和4年度大学等卒業予定
8月19日

WEB合同企業説明

オンライン

者を対象に、鹿沼市内企業によるWEB合同企業説明会を開催。自宅にいなが

会inかぬま

（ZOOM）

ら鹿沼市内企業の情報や魅力を知ることができ、就職を希望する企業があっ
た場合には、後日企業との面接へ進むことができる。

鹿沼市役所

鹿沼市・鹿沼公共職業安定所・
鹿沼商工会議所・粟野商工会
他

http://www.city.kanuma.tochigi.jp/0242/info

経済部産業振興課

-0000007954-1.html

sangyou@city.kanuma.lg.jp
0289-63-2182

志賀

①基調講演
「中小企業の果たす社会的役割、責任について学び、魅力を発信していこ
う！」 ～中小企業憲章と中小企業振興基本条例等がもたらした成果も踏まえ
8月24日

2022中小企業魅力
発信研修交流会

京都市下京区
京都経済センター

（一社）京都中小企業家同友会

て～（仮題）
講師：岡田知弘氏

京都橘大学教授

京都大学名誉教授

（一社）京都中小企業家同友会

②パネルディスカッション（登壇者調整中）

事務局
info@kyoto.doyu.jp
075-354-5007

地域課題と向き合い、その解決に向けて魅力ある経営をおこなっている企業
経営者を交えて展開。各社の地域に果たしている役割や魅力を引き出し発信
する。

中小企業憲章・中小企業振興基本条例学習会を本年も開催します。講師：森
中小企業憲章・中 プラサヴェルデ（静
9月28日

小企業振興基本条
例学習会

岡県沼津市）
＆ZOOM

俊彦氏

静岡県中小企業家同友会

(一社)日本金融人材育成協会会長、テーマ(仮)：持続可能な地域社会

の在り方を考える
義、森氏の講演

内容：同友会が中小企業振興基本条例運動に関わる意
詳細：①趣旨説明：中小企業振興基本条例の意義、条例運

動に同友会が関わる意義
を考える」

②講演：森俊彦氏「持続可能な地域社会の在り方

事務局長
静岡同友会

秋山

TEL：054-253-6130
FAX：054-255-7620
メール：akiyama@szdoyu.gr.jp

