
中小企業の政策を考える会 
～勉強会のご案内～

厚生労働省 
企業内人材育成推進助成金セミナー

・日時 : 平成27年 9月 7日 （月曜日） 
            開演14時～15時30分 

・場所 : 東京都千代田区永田町2-2-1 . 衆議院第一議員会館・第二会議室 

・講師 : 厚生労働省 
・お問い合わせ 
    中小企業の政策を考える会事務局  seisaku@nippon-saisei.jp

継続して人材育成に取り組む事業主などを支援支援する助成金を創設

従業員に教育訓練、職業能力評価、キャリア・コンサルティングなどを計画的に実施する制度を 
導入し、継続して人材育成に取り組む事業主、また、その事業主を支援する事業主団体に支給する 
「企業内人材育成推進助成金」を創設しました。

一般社団法人日本地域経済再生機構 

大阪本部 :  大阪市北区中津1丁目6番33号 
東京支部 : 東京都中央区新町2丁目8番33号3階 
沖縄支部 : 沖縄県那覇市西2丁目7番11号 
TEL : 06-6355-4786   FAX : 06-6809-1648

◇実施日時・場所・講師・お問い合わせ

企業内人材育成推進助成金とは、従業員の中長期的なキャリアアップを支援するため、
「キャリア・コンサルティングを導入したい」「評価制度を導入したい」「技能検定の受検を促進したい」
などといった、従業員の育成に取り組む事業主や事業主団体には、助成金を支給しています。

平成27年度からは、さらに助成金の創設・拡充を行います。 
助成対象は、正規雇用労働者だけでなく、短時間労働者、有期契約労働者、派遣労働者、無期雇用労働者となります。



・日時 : 平成27年 10月27日（火曜）     開演10時30分～12時30分 

・場所 : 東京都千代田区永田町2-1-2. 衆議院会館第二議員会館 
             ※15分前には、会館前にお集まりください入館証をお渡しします 

・申込み・お問い合わせ 
    中小企業の政策を考える会事務局   
     メール          seisaku@nippon-saisei.jp 
    ホームページ  http://nippon-saisei.jp 

一般社団法人日本地域経済再生機構 

大阪本部 :  大阪市北区中津1丁目6番33号 
東京支部 : 東京都中央区新川2丁目8番33号3階 
沖縄支部 : 沖縄県那覇市西2丁目7番11号 
TEL : 06-6355-4786   FAX : 06-6809-1648

◇実施日時・場所・申込み・お問い合わせ

講師 
市村浩一郎

・元衆議院議員 3期 
・元国土交通大臣政務官 
・公益財団法人東京コミュニティー財団  代表理事 
・株式会社 楽天 顧問

中小企業の政策を考える会 
～会員限定勉強会のご案内～

社会の憂いはビジネスチャンス 
                                   中小企業に未来を託す❕                            

司会進行 
池畑浩太朗

元兵庫県議会議員 2期 
元警察常任委員会  
元農政環境委員会副委員長 
NPＯ法人日本農業能力開発機構 代表 
エスフーズ株式会社・社長付顧問

現代の日本社会が抱える問題点を鋭くご指摘いただくと同時に、 
それをいかに商機として捉えるかという視点でお話しいただきます。 

中小企業にしかできないやり方で社会に貢献するための考え方や、 
ビジネスチャンスの見つけ方を学ぶことができる貴重な場を、是非ご活用ください。

mailto:seisaku@nippon-saisei.jp


前内閣府副大臣 西村やすとし 
これからの中小企業の経営について

一般社団法人日本地域経済再生機構 
大阪本部 :  大阪市北区中津1丁目6番33号 
東京支部 : 東京都中央区新川2丁目8番33号3階 
沖縄支部 : 沖縄県那覇市西2丁目7番11号 
TEL : 06-6355-4786   FAX : 06-6809-1648

◇実施日時・場所・申込み・お問い合わせ

前内閣府副大臣 
西村やすとし

主な所属議連（詳細別紙） 
・自民党総合エネルギー政策特命委員会委員長代理 
・経済・財政・金融政策調査会事務局長 
・コンテンツ産業振興議員連盟・情報産業振興議員連盟 
・税理士制度改革推進議員連盟・小規模企業税制確立議員連盟 
・ガソリンスタンドを考える若手議員の会 
・自動車議員連盟・トラック輸送振興議員連盟・自民党バス議員連盟 
・自由民主党観光産業振興議員連盟・自動車議員連盟 
・宅地建物等対策議員連盟・賃貸住宅対策議員連盟 
・行政書士制度推進議員連盟・司法書士制度推進議員連盟など 

地域活性化・中小企業対策を大胆に実施、引き続き賃金引き上げの波を全国に 
法人税を、数年で20パーセント台まで引き下げ 
中小企業のコスト増（原材料、エネルギー）の転嫁を促進 
モノづくり補助金により、地域中小企業の技術を継承・発展 
人手不足、エネルギーコスト増に対応した省力化投資支援 
経験あるシニア層を大都市から地域の中小企業支援人材としてU・Iターン促進 

アベノミクスは大企業や大都会だけメリットがあるとの誤解もありますが、 
その成果を全国津々浦々まで実感してもらうことが重要です。弱い立場にある方々も含め、 
すべての人にチャンスと希望を感じてもらうためのものです。 
総理からも、地方の声、中小企業の方々の声を聞くよう強く指示を受けているところです。 
こうした考えに立ち、アベノミクスをさらに発展・拡充し、地方や中小企業に重点を置いた 
「アベノミクス第２章」がスタートします。 

・日時 : 平成27年 11月26日（木）          開演15時30分～17時 
               ※15分前には、会館前にお集まりください入館証をお渡しします 

・場所 : 東京都千代田区永田町2-2-1 . 衆議院第一議員会館 

・申込み・お問い合わせ 
    中小企業の政策を考える会事務局  seisaku@nippon-saisei.jp 
    ホームページ  http://nippon-saisei.jp 

中小企業の政策を考える会 
～会員限定勉強会のご案内～

地方創生の切り札“ローカルアベノミクス”を提唱する 
衆議院議員・西村やすとし氏による 
地域経済を支える中堅・中小企業・小規模事業所の支援や稼ぐ力の
徹底強化について学べる勉強会です



・日時 : 平成27年 12月21日（月曜日）     開演16:00～17:30 
  ※15分前には、会館前にお集まりください入館証をお渡しします 
・場所 : 東京都千代田区永田町2-2-1 . 衆議院第一議員会館 

・申込み・お問い合わせ 
    中小企業の政策を考える会事務局  seisaku@nippon-saisei.jp 
    ホームページ  http://nippon-saisei.jp 

一般社団法人日本地域経済再生機構 

大阪本部 :  大阪市北区中津1丁目6番33号 
東京支部 : 東京都中央区新川2丁目8番33号3階 
沖縄支部 : 沖縄県那覇市西2丁目7番11号 
TEL : 06-6355-4786  FAX : 06-6809-1648

日本の現状と行く末 
これからの中小企業に求められるあり方とは

◇実施日時・場所・申込み・お問い合わせ

・大蔵省入省 
・潮来税務署長 
・横浜市財政課長 
・大蔵省課長補佐（関税局・理財局） 
・JETROチューリッヒ事務所長 
・財務省理財局国債企画官 
・長野県企画参事 
・財務省主計局主計官 
・内閣官房内閣参事官 
・財務省理財局総務課長 
・財務省大臣官房審議官

中小企業の政策を考える会 
～12月・会員限定勉強会のご案内～

内閣官房内閣審議官 
兼内閣官房日本経済再生総合事務局次長

岡本 直之

内閣の首長たる内閣総理大臣を直接に補佐・支援する機関である内閣官房で 
重要な役割を担われており、さらに、日本経済再生総合事務局次長を兼任なさっている 
岡本直之様にお話しいただきます。 

内閣の重要政策の企画立案・総合調整、情報の収集調査などに携わってこられた 
ご経験から、日本の現状とこれからの未来を語って頂く、貴重な勉強会です。 

【プロフィール】
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・日時 : 平成28年 1月15日（金）     開演 : 16時～20時 

・場所 : 大阪府堺市堺区市之町東４‒２-１５ ベトナム総領事館 

・申込み・お問い合わせ 
    中小企業の政策を考える会事務局  seisaku@nippon-saisei.jp 
    ホームページ  http://nippon-saisei.jp 

一般社団法人日本地域経済再生機構 

大阪本部 :  大阪市北区中津1丁目6番33号 
東京支部 : 東京都中央区新川2丁目8番33号3階 
沖縄支部 : 沖縄県那覇市西2丁目7番11号 
TEL : 06-6355-4786   FAX : 06-6809-1648

◇実施日時・場所・申込み・お問い合わせ

中小企業の政策を考える会 
～勉強会のご案内～

ASEAN 

ベトナム 進出 セミナー

東南アジア第2位の人口を有し、人口比率の高い若年層が経済発展を牽引しているベトナムは、 
大きく市場が成長することが見込まれ、日系企業の進出が加速しています。 
安定した政治体制・社会基盤から今後の成長市場として日本企業の関心が高まっています。 
しかし、競争は激しく、コスト競争が熾烈になってきています。 

本セミナーではベトナムの現状や経済状況などをベトナム総領事館の方々に話していただきます。 
ベトナム進出する為には欠かすことのできない情報や人脈を得ることができる内容になっています。 

1部  16:00～18:00 
・総領事ご挨拶 
・セミナー（投資・経済担当） 
・ベトナム進出企業による実績発表 

2部  18:00～20:00 
・懇親会

大阪府堺市にあるベトナム総領事館で開催します❗  
1部は、ベトナム領事館内のセミナールーム 
2部は、ベトナム総領事館 
           1階でベトナム料理を食べながらの懇親会 
参加費 : 3,000円

ベトナム総領事館でベトナム進出についてのセミナーです‼

在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館 

住所 : 大阪府堺市堺区市之町東4-2-15
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ソフトバンク代表取締役社長・孫正義 
参謀が見た大風呂敷経営戦略

～中小企業の政策を考える会・勉強会～

・ソフトバンク社長室長期間 8年・3000日
・売上高1.1兆円から6.6兆円へと飛躍

・従業員1万人から7万人に成長

嶋 聡 
1958年.岐阜県海津市に生まれる 
1981年.松下政経塾入塾 
1996年.愛知13区より衆議院議員に当選 
2005年.ソフトバンク社長室長に就任 
2014年.ソフトバンク顧問、ソフトバンクモバイル特別顧問

一般社団法人日本地域経済再生機構 

大阪本部 :  大阪市北区中津1丁目6番33号 
東京支部 : 東京都中央区新川2丁目8番33号3階 
沖縄支部 : 沖縄県那覇市西2丁目7番11号 
TEL : 06-6355-4786   FAX : 06-6809-1648

ソフトバンクの孫正義社長の即断で「社長室長」に迎え入れられる。 
ケータイ事業に参入したソフトバンクを陰で支えた人物、 
知られざる政界とビジネス界の軋轢、進化し続けるIT産業の裏側、 
カリスマ経営者・孫氏の素顔を話していただきます 

ボーダフォン買収に続く「光の道論争」、 
東日本大震災から始まった「自然エネルギーへの挑戦」、 
スプリント買収による「アメリカ市場への大躍進」といった 大舞台の数々で、 
稀代の経営者・孫正義は、そのとき何を決断し、行動したのか? 
 衆議院議員からビジネス界に転じ、ソフトバンクの社長室長となった。

詳細

日付 : 平成28年 1月 31日 （日曜日） 
時間 : 19:00～21:00    ※15分前迄にはお集まりください 
場所 : 東京都港区三田3-5-27住友不動産三田ツインビル西館1階 

金額 : 会員6,000円       非会員15,000円  ※事前振込をお願いします。 

お申し込み : ホームページ又は、メールからお申し込みください 
                  http://www.nippon-saisei.jp 
お問合せ : 中小企業の政策を考える会・事務局 
                  seisaku@nippon-saisei.jp 
※お申込み後、メールでも振込口座をお伝えします。5営業日以内にお振込ください。 
    ご入金後、参加券をメールでお送りします。 
    （当日受付にて、参加券のスマートフォンの画面を提示いただくか、 
       プリントアウトしたものを提示ください） 
    領収証は、当日受付でお渡しします。

孫正義社長の「参謀」「懐刀」と呼ばれる❗

振込口座 
りそな銀行 梅田支店 普通 0352307 
シャ）ニホンチイキケイザイサイセイキコウ

http://www.nippon-saisei.jp
mailto:seisaku@nippon-saisei.jp


・日時 : 平成28年  2月 24日 （水曜日）     開演14:00～15:30 
                                          ※15分前には会館前にお集まりください入館証をお渡しいたします。

・場所 : 東京都千代田区永田町2-1-1  参議院議員会館 

・申込み・お問い合わせ 
    中小企業の政策を考える会事務局  seisaku@nippon-saisei.jp 
    ホームページ                              http://nippon-saisei.jp 

一般社団法人日本地域経済再生機構 

大阪本部 :  大阪市北区中津1丁目6番33号 
東京支部 : 東京都中央区新川2丁目8番33号3階 
沖縄支部 : 沖縄県那覇市西2丁目7番11号 
TEL : 06-6355-4786  FAX : 06-6809-1648

経営成功9つの条件・指導者の条件とは 
                     

◇実施日時・場所・申込み・お問い合わせ

・（株）PHP総合研究所　代表取締役社長　・内閣官房 道州制ビジョン懇談会 座長 
・内閣府 イノベーション25戦略会議 委員　・内閣府 沖縄新世代経営者塾 塾長 
・国土交通省 観光に関する懇談会 委員 
・内閣府 公務員制度の総合的な改革に関する懇談会 委員　・建設省 都市再生推進懇談会 委員 
・内閣総理大臣諮問機関経済審議会　特別委員　・名古屋市経営アドバイザー（専門委員） 
・憲法円卓会議 座長 等 
・松下電器産業株式会社 理事　・松下社会科学振興財団 専務理事 
・美ら島沖縄大使　・ＮＰＯ法人「武士道協会」副理事長 
・研究提言機構「世界を考える京都座会」 コアメンバー　・「歴史街道」推進協議会 理事 
・経済同友会　幹事　・京都経済同友会 常任幹事　・財団法人 親学推進協会 評議員 
・関西師友協会理事　・大阪大学大学院 客員教授　・立命館大学大学院 客員教授 
・中小企業大学校客員教授 ・国家基本政策委員長・行政監視委員会委員長・憲法審査会(幹事) 
・国家基本政策委員会(理事)・文教科学委員会・内閣委員会・国土交通委員会 
・沖縄及び北方問題に関する特別委員会・懲罰委員会等を歴任

参議院議員 
経済学博士 
江口克彦

中小企業の政策を考える会 
～【平成28年2月】会員限定勉強会のご案内～

PHP総合研究所元社長、松下電器元理事 

慶應義塾大学法学部政治学科卒、名古屋市生まれ。 
愛知県立瑞陵高等学校卒。 
23年間、松下幸之助の下で過ごす。 
松下哲学、松下経営の伝承者と言われている。

【主な経歴】

松下電器(現 株式会社パナソニック)を世界的企業に育て上げた松下幸之助氏 
その偉大な経営者から23年間もの間、直接に経営や人生観・人間観について学び 
時に共に思索をしてきた江口氏に、なぜ松下幸之助が成功を収めることができたのか、 
また江口氏の人生観、経営観、考え方なども話していただきます。 

江口氏自身の体験を交えたお話などは、非常に深いお話になると思います。 
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中小企業の政策を考える会
～【平成２８年６月】会員限定勉強会のご案内～

東洋学園大学理事

（株）フジマキ・ジャパン代表取締役

一橋大学・早稲田大学大学院で非常勤講師

フジマキに聞け！これからの経済

◇実施日時・場所・申込み・お問い合わせ◇

一般社団法人日本地域経済再生機構

大阪本部:大阪市北区中津１丁目６番３３号

東京支部:東京都中央区新川２丁目８番３３号３階

沖縄支部:沖縄県那覇市西２丁目７番１１号

TEL：06-6355-4786 FAX：06-6809-1648

日時:平成２８年 ６月１６日 （木曜日） 開演 １５：００～１７：００

場所：東京都千代田区永田町２-１-１ 参議院議員会館 １階 １０１会議室

申込み・お問い合わせ
中小企業の政策を考える会事務局 seisaku@nippon-saisei.jp
ホームページ http://nippon-saisei.jp

【主な経歴】

1974年 一橋大学商学部卒
三井信託銀行入行

1978年 ノースウエスタン大学大学院（ケロッグスクール）
へ社費留学

1980年 ノースウエスタン大学大学院（ケロッグスクール）
MBA取得

1985年 モルガン銀行に転職
1995年 モルガン銀行東京支店長に昇進

（東京屈指のディーラーとしての実績を買われ、
当時の東京市場では唯一の外銀支店長に抜擢。
同行会長から「伝説のディーラー」のタイトルを
送られる。）

2000年 モルガン銀行退社
ジョージ・ソロス・アドバイザー

2013年 参議院議員

モルガン銀行の東京支店長・有名投資家ジョージ・ソロスの
アドバザーを歴任された、伝説のディーラーの異名を持つ
藤巻健史氏にご講演いただきます。

金融・経済のスペシャリストが考える、日本経済の今後や世
界から見た日本経済。
藤巻氏の経営観・人生観など経営者の方々にとって、今回の
講演は今後の方針を決めるうえでの道標になるかと思います。

参議院議員
経済評論家
藤巻健史



・日時 : 平成28年 7月20日（水曜日）     開演15:00～16:30 
  ※15分前には、会館前にお集まりください入館証をお渡しします 
・場所 : 東京都千代田区永田町2-2-1 . 衆議院第一議員会館 

・申込み・お問い合わせ 
    中小企業の政策を考える会事務局  seisaku@nippon-saisei.jp 
    ホームページ  http://nippon-saisei.jp 

日本再興戦略2016 
―中小・小規模事業者の活躍できる環境整備― 

◇実施日時・場所・申込み・お問い合わせ

・大蔵省入省 
・潮来税務署長 
・横浜市財政課長 
・大蔵省課長補佐（関税局・理財局） 
・JETROチューリッヒ事務所長 
・財務省理財局国債企画官 
・長野県企画参事 
・財務省主計局主計官 
・内閣官房内閣参事官 
・財務省理財局総務課長 
・財務省大臣官房審議官 
・内閣官房内閣審議官兼内閣官房日本経済再生総合事務局次長

中小企業の政策を考える会 
～7月・勉強会のご案内～

【財務省大臣官房審議官】

岡本 直之

平成28年６月２日、政府は新たな成長戦略となる「日本再興戦略2016」を 
閣議決定しました。 
名目GDPが約30兆円、就業者数が100万人以上増加し、 
企業収益は史上最高の水準に達するなどのアベノミクス第一ステージの成果を挙げ、 
回り始めた経済の好循環を持続的な成長路線に結び付け、「名目GDP600兆円」の 
実現を目指すとしています。 

その中で国や政府、自治体が中小企業に対してどのような取り組みを行っているかを 
具体的にお話しいただきます。 

前回、反響が大きかった岡本さんの勉強会の第二弾です。 

【プロフィール】

一般社団法人日本地域経済再生機構 

大阪本部 :  大阪市北区中津1丁目6番33号 
東京支部 : 東京都中央区新川2丁目8番33号3階 
沖縄支部 : 沖縄県那覇市西2丁目7番11号 
TEL : 06-6355-4786   FAX : 06-6809-1648

【勉強会申込み】

mailto:seisaku@nippon-saisei.jp




一般社団法人 日本地域経済再生機構 
大阪本部 :  大阪市北区中津1丁目6番33号 
東京支部 : 東京都中央区新川2丁目8番33号3階 
沖縄支部 : 沖縄県那覇市西2丁目7番11号 
TEL : 06-6355-4786   FAX : 06-6809-1648

◇実施日時・場所・申込み・お問い合わせ

中小企業の政策を考える会 
～勉強会のご案内～

・日時 : 平成29年 9月13日（水）          開演14時00分～16時00分 
               ※15分前には、会館前にお集まりください入館証をお渡しします。 

・講師 : 株式会社イル・ヴリール                      代表取締役・加藤和則 
            株式会社ジャパン・ファームプロダクツ 代表取締役・阿古哲史 
            株式会社トレックスエッジ                   代表取締役・池田博樹 

・場所 : 東京都千代田区永田町2-2-1 . 衆議院第一議員会館 

・申込み・お問い合わせ 
    中小企業の政策を考える会事務局  seisaku@nippon-saisei.jp 
    ホームページ  http://nippon-saisei.jp

ASEAN 進出セミナー 
~カンボジア編~

カンボジアの経済成長率は、アジアでも屈指の約7%という高い成長率を維持しています。 
ASEANの拠点として日本からの進出企業も増加しています 

農業、漁業などの第一次産業、製造業などの第二次産業、販売業・サービス業などの第三次産業、 
日本はそれぞれ優れた技術を持つ会社が沢山あります。 
少子高齢化からくる、この先のビジネスをどう見極めるか？ 
その観点において海外進出は、もはや避けては通れない道となっております。 
その中でも親日国が多数あるASEANに進出するにあたり、どのような観点で、取り組むべきか？ 
そのキーワードはずばり「バリューチェーン」 
その実践方法を実際に現場で実施しておられる、3名の方にお話いただきます。 
現場の生の声からの情報をお届けできる勉強会となります。 

今回はカンボジアにおいて、実際にバリューチェーン構築を実践中のベンチャー企業2社の方にお越しいただきます。 
お一人は一次産業(農業)からのアプローチ、もうひと方は、三次産業(小売業)からのアプローチと違った角度から 
お話をしていただきます。 

さらにもう一社、ITスマートビレッジ構想のもと、全く新しいシステムを活用したバリューチェーンの 
構築方法をお話いただきます。 

一次産業からの三次産業への6次産業化にITを掛け合わせたマトリックスにこそ、 
中小企業が海外進出に見出すチャンスがあることをご理解いただける勉強会となります。

mailto:seisaku@nippon-saisei.jp
http://nippon-saisei.jp


「JICAにおけるカンボジア支援全般及び中小企業海外展開支援」

~中小企業の政策を考える会・勉強会~

JICA（独立行政法人国際協力機構）のカンボジア現地事務所から講師をお招きしてお話ししていただきます。 

2015年国連総会において採択された、持続可能な開発目標（SDGs）では、貧困からの脱却と持続可能な開発を実現するため、
あらゆる関係者の連携が重視され、民間企業の技術やアイディアによる貢献が期待されており、開発途上国で多様な 
ビジネスチャンスが拡大していくものと考えられます。 

JICAは、国内14か所、海外約100ヶ所の拠点を有し、現在150以上の国・地域でODA事業を展開しています。 
ODA事業を通じて蓄積した海外の現地情報や豊富なネットワークを生かし、JICAは開発途上国への海外展開を 
ご検討される企業の皆様を支援しています。 

今回はJICAが行なっている、中小企業向けの支援について、わかりやすく実例とともにご説明したいと思います。 
カンボジアに限らず、ASEAN、アフリカと日本の技術を待ち望んでいる国は多数あり、またそこにはビジネスチャンスが 
必ずあります。 
今回の勉強会が皆様の進出の第一歩になれば幸いです。

◇実施日時・場所・申込み・お問い合わせ

・日時 : 平成29年 10月30日（月）          開演14時00分～16時00分 
               ※15分前にはお集まりください 

・講師 : JICAカンボジア事務所　                                      渕上浩美氏 
            株式会社イル・ヴリール                      代表取締役・加藤和則氏 

・場所 : 大阪市中央区本町1-4-5 産業創造館6階 

・申込み・お問い合わせ 
    中小企業の政策を考える会事務局  seisaku@nippon-saisei.jp 
    ホームページ  http://nippon-saisei.jp

一般社団法人 日本地域経済再生機構 
大阪本部 :  大阪市北区中津1丁目6番33号 
東京支部 : 東京都中央区新川2丁目8番33号3階 
沖縄支部 : 沖縄県那覇市西2丁目7番11号 
TEL : 06-6355-4786   FAX : 06-6809-1648

大阪

【後援】 
一般社団法人　日本カンボジア協会 

東京都港区虎ノ門1－2－8　虎ノ門琴平タワー5階 
HP : http://japan-cambodia.or.jp 
mail : nc@monobelaw.jp

mailto:seisaku@nippon-saisei.jp
http://nippon-saisei.jp
mailto:nc@monobelaw.jp


「JICAにおけるODAを活用した中小企業海外展開支援」

~中小企業の政策を考える会・勉強会~

JICA（独立行政法人国際協力機構）の 東南アジア・大洋州部東南アジア第二課長竹原成悦氏を講師にお招きして 
 中小企業の海外進出時に活用できるサポートなどについてお話しいただきます。 

2015年国連総会において採択された、持続可能な開発目標（SDGs）では、貧困からの脱却と持続可能な開発を実現するため、
あらゆる関係者の連携が重視され、民間企業の技術やアイディアによる貢献が期待されており、開発途上国で多様な 
ビジネスチャンスが拡大していくものと考えられます。 

JICAは、国内14か所、海外約100ヶ所の拠点を有し、現在150以上の国・地域でODA事業を展開しています。 
ODA事業を通じて蓄積した海外の現地情報や豊富なネットワークを生かし、JICAは開発途上国への海外展開を 
ご検討される企業の皆様を支援しています。 

今回はJICAが行なっている、中小企業向けの支援について、わかりやすく実例とともにご説明したいと思います。 
ASEAN、アフリカ等と日本の技術を待ち望んでいる国は多数あり、またそこにはビジネスチャンスが必ずあります。 
今回の勉強会が皆様の進出の第一歩になれば幸いです。

◇実施日時・場所・申込み・お問い合わせ

・日時 : 平成29年 10月25日（水）          開演14時00分～16時00分 
              ※15分前には、会館前にお集まりください入館証をお渡しします。 

・講師 : JICA東南アジア・大洋州部東南アジア第二課長        竹原成悦氏                                       
            株式会社イル・ヴリール                      代表取締役・加藤和則氏 

・場所 :東京都千代田区永田町2-1-1 . 参議院議員会館 

・申込み・お問い合わせ 
    中小企業の政策を考える会事務局  seisaku@nippon-saisei.jp 
    ホームページ  http://nippon-saisei.jp

一般社団法人 日本地域経済再生機構 
大阪本部 :  大阪市北区中津1丁目6番33号 
東京支部 : 東京都中央区新川2丁目8番33号3階 
沖縄支部 : 沖縄県那覇市西2丁目7番11号 
TEL : 06-6355-4786   FAX : 06-6809-1648

東京

【後援】 
一般社団法人　日本カンボジア協会 

東京都港区虎ノ門1－2－8　虎ノ門琴平タワー5階 
HP : http://japan-cambodia.or.jp 
mail : nc@monobelaw.jp

mailto:seisaku@nippon-saisei.jp
http://nippon-saisei.jp
mailto:nc@monobelaw.jp


・日時 : 平成30年3月30日（金）17:00～18:30 
  ※15分前には、会館前にお集まりください入館証をお渡しします。 

・場所 : 東京都千代田区永田町2-1-2 . 衆議院第二議員会館 

・申込み・お問い合わせ 
    中小企業の政策を考える会事務局  seisaku@nippon-saisei.jp 
    ホームページ  http://nippon-saisei.jp 

地⽅創⽣の可能性�
まち・ひと・しごと創⽣�

◇実施日時・場所・申込み・お問い合わせ

・大蔵省入省 
・潮来税務署長 
・横浜市財政課長 
・大蔵省課長補佐（関税局・理財局） 
・JETROチューリッヒ事務所長 
・財務省理財局国債企画官 
・長野県企画参事 
・財務省主計局主計官 
・内閣官房内閣参事官 
・財務省理財局総務課長 
・財務省大臣官房審議官 
・内閣官房内閣審議官兼内閣官房日本経済再生総合事務局次長 
・内閣府地方創生推進事務局次長

中小企業の政策を考える会 
～3月・勉強会のご案内～

【内閣府地方創生推進事務局次長】

岡本 直之氏

【プロフィール】

一般社団法人日本地域経済再生機構 

大阪本部 :  大阪市北区中津1丁目6番33号 
東京支部 : 東京都中央区新川2丁目8番33号3階 
沖縄支部 : 沖縄県那覇市西2丁目7番11号 
TEL : 06-6355-4786   FAX : 06-6809-1648

【勉強会申込み】

「地方創生」に関して政府は様々な政策を行っています【国家戦略特区】【総合特区】 
【地方創生関係交付金】など 
また、地方創生版・三本の矢と題して、情報・人材・財政の側面から支援を行っています。 
これからの日本は、人口減少、少子高齢化の問題を抱えています。 
発展を考えると地方創生・地域活性化は必須になってきます。 
国の方針や支援内容を知って会社運営のお役に立てて頂ければと思います。

mailto:seisaku@nippon-saisei.jp


・日時 : 平成30年11月29日（木）17:00～18:30 
  ※15分前には、会館前にお集まりください入館証をお渡し致します。 

・場所 : 東京都千代田区永田町2-1-2. 衆議院第ニ議員会館 
・費用 : 無料 
・申込み・お問い合わせ 
    中小企業の政策を考える会事務局  seisaku@nippon-saisei.jp 
    ホームページ  http://nippon-saisei.jp 

国の政策とこれからの企業経営

◇実施日時・場所・申込み・お問い合わせ

・大蔵省入省 
・潮来税務署長 
・横浜市財政課長 
・大蔵省課長補佐（関税局・理財局） 
・JETROチューリッヒ事務所長 
・財務省理財局国債企画官 
・長野県企画参事 
・財務省主計局主計官 
・内閣官房内閣参事官 
・財務省理財局総務課長 
・財務省大臣官房審議官 
・内閣官房内閣審議官兼内閣官房日本経済再生総合事務局次長 
・内閣府地方創生推進事務局次長 

中小企業の政策を考える会 
～勉強会のご案内～

岡本 直之氏

【プロフィール】

一般社団法人 日本地域経済再生機構 

大阪本部 :  大阪市北区中津1丁目6番33号 
東京支部 : 東京都中央区新川2丁目8番33号3階 
沖縄支部 : 沖縄県那覇市西2丁目7番11号 
TEL : 06-6355-4786   FAX : 06-6809-1648

これから日本は、「超高齢化社会」「少子高齢化」「地方の衰退」などかなりの問題があります。 
その中で国は、どのような戦略でこの問題に立ち向かいながら進もうとしているのか 
相当難しい舵取りになると思われますが、その現状と戦略を内閣府の中枢におられる 
岡本氏にお話しいただきます。 
これから企業も日本の現状を把握し、国がどのような方向に進もうとしてるのかを知り 
企業戦略を立てていかないと難しい時代だと思います。 
国の現状と戦略を知り企業運営のヒントにしていただければと思います。 

財務省政策立案総括審議官兼大臣官房企画調整主幹 
（内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官）

mailto:seisaku@nippon-saisei.jp


2019年度・助成金 
働き方改革と助成金活用について

~中小企業の政策を考える会・勉強会~

◇実施日時・場所・申込み・お問い合わせ

一般社団法人 日本地域経済再生機構 
大阪本部 :  大阪市北区中津1丁目6番33号 
東京支部 : 東京都中央区新川2丁目8番33号3階 
沖縄支部 : 沖縄県那覇市西2丁目7番11号 
TEL : 06-6355-4786   FAX : 06-6809-1648

厚生労働省は、働き方改革は我が国の雇用の7割を占める中小企業・小規模事業者において、着実に実施することが必要とし、 
「魅力ある職場づくり」⇒「人材の確保」⇒「業績の向上」⇒「利益増」の好循環をつくるため、「魅力ある職場づくり」 
のためにきめ細かな支援を行うとしています。 

この支援とは助成金のことを大きく差しており、助成金を上手く活用しながら働き方改革を実施していくことが利益増つながると、 
厚生労働省が周知しております。 

働き方改革実施に向けた助成金の活用方法や、新年度の助成金などについての勉強会を開催します。

時間外労働等改善助成金 
(勤務間インターバル導入コース）

キャリアアップ助成金

両立支援等助成金

・日時：平成31年4月22日（月）　　17:00～18:30 
・場所：東京都千代田区永田町2-1-2　衆議院第二議員会館 多目的ホール 
            ※15分前には会館前にお集まりください入館証をお渡しします。 
・講師：厚生労働省職員 

・申込 : ホームページ（http://nippon-saisei.jp）の勉強会開催予定又は事務局からお申込ください 
・お問い合わせ 
　中小企業の政策を考える会事務局　seisaku@nippon-saisei.jp

【講師】 
厚生労働省職員

【講師】 
当団体・加藤和則

助成金の活用について

第1部

第2部

第3部

まとめ

mailto:seisaku@nippon-saisei.jp


～中小企業の政策を考える会・勉強会～

外国人技能実習制度について
技能実習制度の正しい理解と企業の正しい活用方法とは？

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転づくりを図り、当
該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して国内の人手
不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念としては、技能実習生は、
①技能等の適正な習得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できる
ようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
②労働力の需給調整の手段として行われてはならないこと
が定められています。(外国人技能実習機構HP抜粋)

技能実習制度の趣旨や法、活用する際の注意事項などについて詳しくお話したいただきます。

◇実施日時・場所・申込み・お問い合わせ

・日時：令和元年6月20日(木) 16:00～17:30
・場所：東京都千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館 B104会議室

※入館証をお渡しいたしますので、 15分前には会館前にお集まりください。

・講師：法務省・厚生労働省
・参加費：無料
・申込み：ホームページ(http://nippon-saisei.jp)の勉強会開催予定、又はFAXでお申込みください。
・お問い合わせ
中小企業の政策を考える会事務局 seisaku@nippon-saisei.jp

大阪本部：大阪市北区中津1丁目6番33号
東京支部：東京都中央区新川2丁目8番33号3階
沖縄支部：沖縄県那覇市西2丁目7番1号
TEL：06-6355-4786 FAX：06-6809-1648

一般社団法人日本地域経済再生機構

QRコードからもお申込みいただけます。

第1部

第2部

法務省出入国在留管理庁
在留管理支援部在留管理課調整官
伊藤純史氏

厚生労働省人材開発統括官
海外人材育成担当参事官室室長補佐
島﨑祐希氏

http://nippon-saisei.jp/
mailto:seisaku@nippon-saisei.jp


2019年4月22日月曜日にも助成金勉強会を開催致し
ましたが、定員を超え参加できない方が多数おられ
ましたので、再度開催させていただきます。

厚生労働省は、我が国の7割を占める中小企業・小
規模事業者において働き方改革が着実に実施される
ことが必要であるとし、その為の支援として助成金
の支給を行っています。

働き方改革実施に向けた助成金の活用方法や、今年
度の助成金についてご説明いただきます。

◇実施日時・場所・申込み・お問い合わせ

一般社団法人日本地域経済再生機構
大阪本部:大阪府大阪市北区中津1丁目6番33号
東京支部:東京都中央区新川2丁目8番33号3階
沖縄支部:沖縄県那覇市西2丁目7番11号
TEL:06-6355-4786 FAX:06-6809-1648
E-mail:seisaku@nippon-saisei.jp

・日時：令和元年9月5日(木）

・勉強会：16：00～17：30 参加費無料
・会場：参議院議員会館 101会議室

東京都千代田区永田町2-1-1
※入館証をお渡しいたしますので、15分前には会館前にお集まりください。

・懇親会：18：30～21：00
懇親会に参加申込みをされた方には、後日、会場などの詳細をお伝え致します。

・お申込み、お問い合わせ
中小企業の政策を考える会事務局：seisaku@nippon-saisei.jp
ホームページ：http;//nippon-saisei.jp

第1部

第3部

第2部

両立支援等助成金
育児休業等支援コース

人材確保等支援助成金
雇用管理制度助成コース

時間外労働等助成金
勤務間インターバル導入コース

～中小企業の政策を考える会・勉強会～

QRコードからもお申込みいただけます。



◇実施日時・場所・申込み・お問い合わせ

・日時：令和元年9月13日(金)
・勉強会：16：00～17：30 参加費無料
・会場：衆議院第二議員会館 多目的会議室

東京都千代田区永田町2-1-2
※入館証をお渡しいたしますので、15分前には会館前にお集まりください。

・懇親会：18：30～20：30
参加ご希望の場合は、下記の中小企業の政策を考える会事務局までご連絡ください。
後日、会場などの詳細をお伝え致します。

・お申込み、お問い合わせ
中小企業の政策を考える会事務局：seisaku@nippon-saisei.jp
ホームページ：http://nippon-saisei.jp

一般社団法人日本地域経済再生機構
大阪本部:大阪府大阪市北区中津1丁目6番33号
東京支部:東京都中央区新川2丁目8番33号3階
沖縄支部:沖縄県那覇市西2丁目7番11号
TEL:06-6355-4786 FAX:06-6809-1648
E-mail:seisaku@nippon-saisei.jp

今回は、金融庁の方を講師に招き、地域金融機関の現状
と課題をテーマに勉強会を行います。

●金融機関による地域活性化に向けた取組み等
●顧客企業の評価等
●その他地域金融行政の課題等

などの他、金融庁が行う取り組みなどについてもお話しい
ただきます。

～中小企業の政策を考える会～

田辺有紀氏
金融庁 監督局 総務課 監査調査室長

西田 勇樹氏
金融庁 監督局 銀行第二課 総括補佐

講師

QRコードからもお申込みいただけます。

mailto:seisaku@nippon-saisei.jp
http://nippon-saisei.jp/


カンボジア進出セミナー

【後援】
一般社団法人日本地域経済再生機構
大阪本部:大阪府大阪市北区中津1丁目6番33号
東京支部:東京都中央区新川2丁目8番33号3階
沖縄支部:沖縄県那覇市西2丁目7番11号
TEL:06-6355-4786 FAX:06-6809-1648
E-mail:seisaku@nippon-saisei.jp

【主催】
一般社団法人日本カンボジア協会
東京都港区虎ノ門1丁目2番8号
虎ノ門琴平タワー5階
HP:http://japan-Cambodia.or.jp
E-mail:nc@monobelaw.jp

昨今、日本企業の海外進出が活発化してい
ますが、その中でも人口に対する30歳未満
者の割合が70%を占めるカンボジアが、
ASEAN諸島においても非常に若い国とし
て大きな注目が集まっています。

今回のセミナーでは、外務省南部アジア部
部長の石川浩司氏にカンボジアの政治情勢
や日本とカンボジアの関係性を、
また、日本カンボジア協会からは実例を交
えた海外展開支援スキームなどについてご
紹介させていただきます。

講師：石川浩司氏 外務省南部アジア部部長

令和元年10月17日(木) 15：00～17：00

会場：衆議院第二議員会館 第一会議室

※入館証をお渡しいたしますので、15分前には会館前にお集まりください。

東京都千代田区永田町2-1-2

勉強会参加費：無料

第1部 【カンボジアの政治経済情勢】
石川浩司氏 外務省南部アジア部部長

第2部
【海外展開支援スキームの実例紹介】
加藤和則氏
(一社)日本カンボジア協会常務理事

第3部 【カンボジアにおける中小企業のビジネスチャンス】
田中圭介氏 (一社)日本カンボジア協会

◇お申込み・お問い合わせ

お問い合わせ：一般社団法人日本地域経済再生機構中小企業の政策を考える会事務局
seisaku@nippon-saisei.jp

お申込み：右のQRコードよりお申込みください。

【懇親会】

会場：赤坂見附駅付近予定(衆議院第二議員会館から徒歩10分程度)

懇親会参加希望の方へは、後日メールにて懇親会の詳細をお伝えさせていただきます。

mailto:seisaku@nippon-saisei.jp


～中小企業の政策を考える会～

勉強会： 16：00～17：30
定員：140名
会場：衆議院第二議員会館多目的会議室
東京都千代田区永田町2-1-2
※入館証をお渡しいたしますので、15分前には
会館前にお集まりください。

懇親会：18：30～20：30
定員：70名
会場：赤坂見附付近予定

(衆議院第二議員会館から10分程度)
参加希望の方には、後日詳細をお伝えいたします。

改正建築基準法は、令和元6月25日に全面施行されました。

最近の大規模火災を踏まえ、老朽化した木造建築物の建替え等による市街地の安全性の向上や、
建築物の適切な維持管理による建築物の安全性の確保を円滑に進めることなどが課題となってい
ます。

また、空き家が増加傾向にある中で、住宅をそれ以外の用途に変更して活用することが求めら
れており、建築行政においても、安全性の確保と既存建築ストックの有効活用を両立しつつ、建
築規制を合理化していく必要があります。

さらに、木材を建築材料として活用することで循環型社会の形成や国土の保全、地域経済の活性
化に貢献することが期待されており、近年の技術開発も踏まえ、建築物の木造・木質化に資する
よう、建築基準の合理化が求められています。

国土交通省HP抜粋

平成30年改正建築基準法について

2019年11月13日（水）

講師:今村 敬 氏
国土交通省住宅局

建築指導課建築物防災対策室長

【協力】
株式会社ジャストフィット
本社:神奈川県三浦市初声町下宮田1003-2 
東京営業所:東京都渋谷区代々木1-38-7川本ビル３F 
TEL:046-889-4033 
E-mail:aono@justft.co.jp

【主催】
一般社団法人日本地域経済再生機構
大阪本部:大阪府大阪市北区中津1丁目6番33号
東京支部:東京都中央区新川2丁目8番33号3階
沖縄支部:沖縄県那覇市西2丁目7番11号
TEL:06-6355-4786 FAX:06-6809-1648
E-mail:seisaku@nippon-saisei.jp

※ホームページまたは裏面のFAX用紙からお申し込みください。

※勉強会及び懇親会は、定員となり次第締切とさせていただきます。

勉強会
無料

◆お申込み



～中小企業の政策を考える会～

勉強会： 16：00～17：30
定員：81名
勉強会参加費：無料
会場：衆議院第二議員会館第一会議室
東京都千代田区永田町2-1-2
※入館証をお渡しいたしますので、15分前には会館前に
お集まりください。

AIの現状と、AIが担うべき会社システムについて

2019年12月19日（木）

講師:井元 剛氏
株式会社9DW代表取締役

一般社団法人日本地域経済再生機構
大阪府大阪市北区中津1丁目6番33号
TEL:06-6355-4786 FAX:06-6809-1648
E-mail:seisaku@nippon-saisei.jp

※勉強会及び懇親会は、定員となり次第締切とさせていただきます。

◆お申込み

【井元剛氏プロフィール】

主な経歴

１９７９年東京都出身。杉並高校卒。

高校卒業後、コンピュータ専門学校からフリーランスとして15

年以上システム開発に携わり、ＡＩ開発に。2016年、株式会社

９DW設立。一般社団法人人工知能学会会員、現在は医療をはじ

めとする各分野でAIの開発を行う。また、AIによる熊本城の石

垣の修復にも社会貢献のひとつで携わっている。

専門分野

・フルスタックエンジニア（システムエンジニア・サーバーエ

ンジニア・データーベースエンジニア・ネットワークエンジニ

アなど専門の

技術者が分業してプロジェクトを進めるのに対し全てを一人で

行う）

・火消しエンジニア

・人工知能

【9DW社・事業実績】
三井化学様と共同の歯科用AI
音声対応システム・自動文字おこし
薬の副作用数値化、組み合わせ
配送ルート最適化や積荷最適化
水中カメラ映像から魚体を認識し監視管理
Tシャツデザイン自動生成
東京ガールズコレクションコーディネートAI「AI(人
工知能)審査員」
熊本城石垣修復
工場内の工員の動きを検知、行動の最適化
その他 多数

懇親会：18：30～20：30
会場：赤坂見附付近予定

(衆議院第二議員会館から10分程度)
参加希望の方には、後日詳細をお伝えいたします。

AI や人工知能という言葉を聞かない日がないくらい毎日のようにニュースで流れ
てきます。
AI が人間を凌駕するとまで言われています。

AI の知識はビジネスを行う上で必須になってくるかと思います。

AIに集積しているテクノロジーを見ると、未来が多様に想像できてきます。

今回の勉強会では、そのAI についての基礎から企業での活用事例などを、井元氏
の実績も交えてお話しいただきます。

※右のQRコードまたは裏面のFAX用紙からお申し込みください。


