
〜中⼩企業の政策を考える会〜

勉強会：16：00〜17：30

５Ｇの実現に向けた取組と期待

2020年1⽉14⽇（⽕）

講師:五⼗嵐⼤和⽒

⼀般社団法⼈⽇本地域経済再⽣機構
Ｋクラブ実⾏委員会

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

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。

超⾼速・⼤容量、超低遅延、多数同時接
続といった優れた特⻑を有し、
様々な分野での活⽤が期待されている次
世代の移動通信技術「５Ｇ」の
実現に向けて、総務省では５Ｇ総合実証
試験の実施や５Ｇ⽤周波数の
割当などの取組を推進しています。

本講演では、これら５Ｇ政策の
最新動向を紹介します。

※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。

定員：140名
勉強会参加費：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。

総務省電波部移動通信課
新世代移動通信ｼｽﾃﾑ推進室⻑

◆国境なき医師団の活動について

講師：国境なき医師団職員
17:30~17:50

国境なき医師団とは
紛争や災害、貧困などによって命の危険に直⾯
している⼈びとに医療を届ける⾮営利で国際的
な⺠間の医療・⼈道援助団体です。
「独⽴・中⽴・公平」を原則とし、⼈種や政治、
宗教にかかわらず援助を提供しています。
1971年にフランスで設⽴され、現在は70の国と
地域で援助活動を⾏っています。

【第2部】



～中小企業の政策を考える会～

勉強会： 16：00～18：00

IOTで変わる未来
2020年2月21日（金）

【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

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。

※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。

定員：80名
勉強会参加費：無料

会場：衆議院第二議員会館第1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。

近年、企業活動においてはIoT(Internet of 
Things)機器をはじめ様々な情報機器の利用
が爆発的に普及しています。
こうした企業を取り巻く環境が複雑化する中
で、サイバー攻撃は巧妙化・複雑化しており、
攻撃された場合は自社のみの被害に限らず他
社の攻撃の踏み台にされるなどのリスクも生
じています。
中小企業等が安心して事業活動を継続するた
めに、どのような観点・対策があるのか最新
動向を紹介いたします。

講師:梅城崇師氏

◆第一部 16:00～17:30
IOTで変わる未来

総務省ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ統括官室参事官補佐

【地域の子どもを支える新しい寄付の形】

立教大学の学生が寄付の新しい形について考案いたし
ましたので、発表の機会を設けさせていただきました。

本企画はお店に来るお客様から寄付をしていただき、
その資金で地域の子供たちやその保護者に無料で食事
提供するシステムです。資金の使い道が明確で、シス
テムに関わる全ての人が幸せになれる今までにない新
しい寄付の形です。

◆第二部 17:30～18:00

地域の子どもを支える新しい寄付の形

登壇者：立教大学経済学部郭・深澤ゼミナール
加福泰生氏・中本美奈子氏・鈴木智晴氏

運営・管理主催 【Ｋクラブ】
〈Ｋクラブ実行委員会〉
松本歩
Yellowbird design
全日本ペットシッター協会
C&Yパートナーズ税理士事務所
脇田真美奈



～中小企業の政策を考える会～

悪徳脱税者の摘発事例

【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

◇日時・会場・お申込み

2020年6月30日(火) 16：00～17：30
衆議院第一議員会館 (東京都千代田区永田町2-2-1)

※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。

お申込み：右のQRコード若しくは裏面のFAX用紙よりお申込みください。

定員：80名

勉強会参加費：無料

参加資格：Ｋクラブメンバー及びＫクラブメンバーからのご紹介

私たちの知らないところでは摘発されているだけでも毎年100件以上の脱税が行われており、一昨年の
脱税摘発総額は112憶円にのぼりました。

見つからなければ得という安易な感覚で脱税を行うのかも分かりませんが、しかし、国民の義務である納税
を違法であると知りつつ怠ったツケは大きく、脱税者にはほぼ確実に有罪判決が下り、高額になると実刑判
決となってしまいます。

今回のセミナーでは、安易な気持ちで脱税に手を染めてしまうとどのような結果になってしまうのか、
脱税者の手口や摘発事例などを交えながら、国税局職員の恐るべき捜査力をお伝えさせていただきます。

懇親会：18：30～20：30
会場：赤坂見附付近予定

(衆議院第一議員会館から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。

講師 〈東京国税局査察部長〉
松本圭介氏

【平成 30 年度の取組】
○査察事案 121 件を告発
平成 30 年度は、免税店(輸出物品販売場)制度を悪用した消費税受還

付事案、太陽光発電設備の取得を装った消費税受還付事案、他人名
義を使用したFX取引利益の無申告ほ脱事案、外国法人を利用した国
際事案など、計 121 件を告発。

○重点事案を多数告発、特に消費税受還付事案は 16 件を告発(注) 
消費税受還付事案 16 件、無申告ほ脱事案 18 件、国際事案 20 件を
告発。
消費税受還付事案は、国庫金の詐取ともいえ悪質性が高いが、過去5
年間で最も多い 16 件を告発。うち、平成 23 年に創設された未遂犯も
過去最多の8件を告発。

無申告ほ脱事案は、申告納税制度の根幹を揺るがすものであり、
平成 23 年に創設された単純無申告ほ脱犯も含め、18 件を告発。
(注)重点事案とは、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案
及びその他社会的波及効果が高いと見込まれる事案をいう。

○脱税総額(告発分)は 112 億円
平成 30 年度の査察事案に係る脱税額(告発分)は 112 億円。

【平成 30 年度中の判決状況】
○ 122 件の一審判決全てに有罪判決が言い渡され、7人に実刑判決
最も重い実刑判決は、査察事件単独に係るものでは懲役4年6月。

※国税庁発表資料より抜粋

【Ｋクラブ】
〈Ｋクラブ実行委員会〉
松本歩
Yellowbird design
全日本ペットシッター協会
C&Yパートナーズ税理士事務所
脇田真美奈

主催 運営・管理



【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:k-club@nippon-saisei.jp

〜中⼩企業の政策を考える会〜

◇お申込み

※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。
※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。

SDGsについて

2020年7⽉27⽇(⽉)

16：00〜18：00 SDGsとは
持続可能な開発⽬標（SDGs）とは，2001年に
策定されたミレニアム開発⽬標（MDGs）の後
継として，2015年9⽉の国連サミットで採択さ
れた「持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」にて記載された2030年までに持続可能で
よりよい世界を⽬指す国際⽬標です。

17のゴール・169のターゲットから構成され，
地球上の「誰⼀⼈取り残さない
（leave	no	one	behind）」ことを誓っています。
（外務省のHPより引⽤）

今回の勉強会では、SDGsとはなにか？
ということを⽇本の取り組みや企業の取り組
みなどを例にあげながら、詳しくお話いただ
きます。
SDGsを正しく理解する場にしていただければ
と思っています。

懇親会：19：00〜21：00
会場：⾚坂⾒附付近予定

(衆議院第⼀議員会館から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。

【定員】90名

【会場】衆議院第⼀議員会館
東京都千代⽥区永⽥町2-2-1

【講師】桑原進⽒
外務省国際協⼒局審議官

【勉強会参加費】無料
【勉強会参加資格】
Kクラブ及びKクラブメンバーからの紹介者

主催

堀江昇太
⽟川貴宥
林徹
渡辺裕⽃
増⽥剣

運営・管理【Ｋクラブ】
〈Ｋクラブ実⾏委員会〉

※コロナウイルス感染症対策のため、ご参加の際はマスクの着⽤をお願いいたします。

介護及び認知症対策⽀援協会
理事 佐藤隆亮



新型コロナウイルス感染症で
影響を受ける事業者への⽀援政策について

〜中⼩企業の政策を考える会〜

2020年8⽉24⽇(⽉)

16：00〜18：00

【定員】90名

【会場】衆議院第⼀議員会館
東京都千代⽥区永⽥町2-2-1

【講師】中⼩企業庁⻑官官房総務課⻑
髙倉秀和⽒

【勉強会参加費】無料

【勉強会参加資格】
Kクラブ及びKクラブメンバーからの紹介者

新型コロナウイルス感染症による⾃粛の影響
などで、経営が困難に陥っている中⼩・零細
企業が膨⼤な数に上ります。

こういった状況を少しでも緩和させるため、
政府は様々な⽀援政策を⾏っておりますが、
代表的な給付⾦など以外は発信される機会が
少なく、中⼩・零細企業の皆さまに伝わり
切っていないのが現状です。

そこで、今回は中⼩企業庁の担当の⽅を講師
にお迎えし、コロナウイルス感染症に関する
⽀援政策について詳しくお話しただきます。

懇親会：19：00〜21：00
会場：⾚坂⾒附付近予定

(衆議院第⼀議員会館から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。

◇お申込み

※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。
※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。

【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:k-club@nippon-saisei.jp

主催 運営・管理 【Ｋクラブ】
〈Ｋクラブ実⾏委員会〉

※コロナウイルス感染症感染対策のため、
ご参加される際はマスクの着⽤をお願いいたします。

※経済産業省HP
※こちらのパンフレットに沿ってお話しいただきます。

介護及び認知症対策⽀援協会
(⼀社)経費削減機構
株式会社NEW LINE
YOSHIDA CONSULTING

上野⾹織梨
堀江昇太
⽟川貴宥



健康経営について
〜中⼩企業の政策を考える会〜

2020年9⽉25⽇(⾦)

【定員】90名

【会場】衆議院第⼀議員会館
東京都千代⽥区永⽥町2-2-1

【勉強会参加費】無料
【勉強会参加資格】
Kクラブ及びKクラブメンバーからの紹介者

「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営
的な視点で考え、戦略的に実践することです。
企業理念に基づき、従業員等への健康投資を⾏
うことは、従業員の活⼒向上や⽣産性の向上等
の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上
や株価向上につながると期待されます。

経済産業省では、健康経営に係る各種顕彰制度
として、平成26年度から「健康経営銘柄」の選
定を⾏っており、平成28年度には「健康経営優
良法⼈認定制度」を創設しました。

優良な健康経営に取り組む法⼈を「⾒える化」
することで、従業員や求職者、関係企業や⾦融
機関などから「従業員の健康管理を経営的な視
点で考え、戦略的に取り組んでいる企業」とし
て社会的に評価を受けることができる環境を整
備しています。

なお、健康経営は、⽇本再興戦略、未来投資戦
略に位置づけられた「国⺠の健康寿命の延伸」
に関する取り組みの⼀つです。
（経済産業省HP引⽤）

懇親会：19：00〜21：00
会場：⾚坂⾒附付近予定

(衆議院第⼀議員会館から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。

◇お申込み

※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。
※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。

【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:k-club@nippon-saisei.jp

主催 運営・管理【Ｋクラブ】
〈Ｋクラブ実⾏委員会〉

※コロナウイルス感染症感染対策のため、ご参加される際はマスクの着⽤をお願いいたします。

上野⾹織梨 濱永航⼤
押⽥貴広 ⿊沢健太
河野くみこ 北野勲

16：00〜17：30
【講師】稲⾢拓⾺⽒

経済産業省商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課課⻑

◆第⼀部

◆第⼆部

アクサ⽣命の健康経営の取り組み
【講師】上野⾹織梨

アクサ⽣命保険株式会社

17：30〜18：00



〜中⼩企業の政策を考える会〜

2020年度・助成⾦
働き⽅改⾰と助成⾦活⽤について

【主催】⼀般社団法⼈⽇本地域経済再⽣機構
Kクラブ実⾏委員会事務局
⼤阪府⼤阪市北区中津1-6-33
TEL:06-6355-4786
FAX:06-6809-1648
E-mail:k-club@nippon-saisei.jp

◇お申込み
※右のQRコードまたは裏⾯のFAX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。
※勉強会にご参加される⽅は、マスクの着⽤をお願いいたします。

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、今年度の助成⾦などについて
お話いただきます。

懇親会：19：00〜21：00
会場：⾚坂⾒附付近予定

(衆議院第⼀議員会館から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。

2020年10⽉27⽇(⽕)
16：00〜18：00

【会場】衆議院第議⼀員会館
東京都千代⽥区永⽥町2-2-1

第1部

働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦
勤務間インターバル導⼊コース

キャリアアップ助成⾦

⼈材確保等⽀援助成⾦
雇⽤管理制度助成コース

講師：厚⽣労働省雇⽤環境・均等局有期
・短時間労働課

講師：厚⽣労働省労働基準局
労働条件政策課

講師：厚⽣労働省職業安定局
雇⽤開発企画課

第2部 助成⾦活⽤について
藤⽥剛 (株式会社ユニプラス代表取締

兼助成⾦制度推進センター理事⻑)

【定員】100名
【勉強会参加費】無料
【勉強会参加資格】
Ｋクラブ及びKクラブメンバーからの紹介者

【運営・管理】Kクラブ

〈Kクラブ実⾏委員会〉
助成⾦制度推進センター
YOSHIDA CONSULTING
⽟川貴宥 押⽥貴広
藤⽥将太 ⼯藤由⾹⾥
井上明⽇⾹ 沢村美樹
⼩倉弥⽣



⽇本の国防について
〈⽇本を取り巻く現状と課題〉

〜中⼩企業の政策を考える会〜

2020年11⽉27⽇(⾦)

16：00〜18：00

【定員】100名

【会場】衆議院第⼀議員会館
東京都千代⽥区永⽥町2-2-1

【講師】防衛省防衛政策局次⻑
⼤和太郎⽒

【勉強会参加費】無料

【勉強会参加資格】
Kクラブ及びKクラブメンバーからの紹介者

今回の勉強会では、「⽇本の国防」を
テーマに、防衛省の⽅を講師にお迎えし
〈⽇本を取り巻く現状と課題〉
〈⾃衛隊の現状〉
〈領⼟の問題〉
などをお話しいただきます。

勉強会にお越しになる皆さまに、⾃衛隊の
活動や⽇本の国防についての知識を深めて
いただき、
国防がいかに⼤切か、⾃衛隊の⽅々が普段
私たちの⾒えないところでいかに私たちを
守ってくれているかなどを、
ご理解いただく機会にしていただければと
思います。懇親会：19：00〜21：00

会場：⾚坂⾒附付近予定
(衆議院第⼀議員会館から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。

◇お申込み

※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。
※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。

⼀般社団法⼈⽇本地域経済再⽣機構
Kクラブ実⾏委員会事務局

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:k-club@nippon-saisei.jp

主催 運営・管理【Ｋクラブ】
〈Ｋクラブ実⾏委員会〉

※コロナウイルス感染症感染対策のため、
ご参加される際はマスクの着⽤をお願いいたします。

⽟川貴宥 村中祐⼀
藤⽥将太 押⽥貴広
峰岸雄⼤ 吉⽥汎志
安⻄裕⾹ 伊藤佳奈⼦
相⽥杏⾹

※会場の⼊⼝で検温をさせていただいております。
37.5度以上の発熱がある場合は、⼊室をお断りさ
せていただきます。


