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News Release 
 

  

 

～中小企業を支える取組みが全都道府県に～ 

「令和 2年度 中小企業応援士」の委嘱について 

 
 

独立行政法人中小企業基盤整備機構（略称：中小機構 所在地：東京都港区 理事長：豊

永 厚志）は、さまざまな課題を抱える中小・小規模事業者に対して、各地で活動されている

経営者や地域支援機関の方々とともに応援する「中小企業応援士」制度（令和元年度創設）

を広げるため、今回新たに６３名を中小企業応援士に委嘱しました。 

 

 

・令和２年度中小企業応援士への委嘱 ６３名 

※令和２年度中小企業応援士一覧（7月 21日現在）は別紙のとおり。 

 

 

「中小企業応援士」の委嘱は、令和元年度に続いて実施するもので、今年度とあわせ、計

１４７名の中小企業応援士を全ての都道府県に委嘱することとなります。 

中小機構は、中小企業応援士の方々とともに、地域経済の発展と中小企業・小規模事業者

の活躍を支えることを目指します。 

 

 

 

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞ 

中小機構は、日本の中小企業政策の総合的かつ中核的な実施機関として、全国の中小企業・小規

模事業者への支援をトータルで行う経済産業省所管の独立行政法人です。生産性向上や事業承継

など様々な課題を抱える中小企業に対して、創業、販路開拓、海外展開、人材育成、事業引継ぎ、

その他経営面での助言、情報提供、震災復興支援、共済制度及びファンドを通じた資金提供など多

様な支援を実施しています。 

 

 

  ＜本件に関するお問い合わせ先＞  

独立行政法人 中小企業基盤整備機構  広報課 （担当者：越智、橋本、藤田） 

住所：東京都港区虎ノ門 3-5-1虎ノ門 37森ビル  

電話：03－5470-1515（ダイヤルイン） 



別紙：令和２年度 中小企業応援士一覧
（令和2年7月21日現在）

氏名（敬称略） 中小企業・支援機関等 役職 所在地
飯野 雅司 株式会社 只石組 代表取締役社長 北海道
小関 政敏 エノ産業 株式会社 代表取締役社長 北海道
柴田 貢 株式会社 ダイゼン 代表取締役社長 北海道
佐藤 智栄 株式会社 サトウ精機 代表取締役社長 岩手県
佐藤 俊一 カホク運送 株式会社 代表取締役 宮城県
渡邊 光 株式会社 角繁 代表取締役社長 秋田県
石井 智久 株式会社 石井製作所 代表取締役 山形県
慶德  孝幸 特殊精機 株式会社 代表取締役 福島県
梶山 隆範 公益財団法人日立地区産業支援センター  代表 茨城県
鯉沼 勝久 株式会社 あ印 代表取締役社長 茨城県
渡邉 武 茨城県信用組合 理事長 茨城県
安在 裕志 村田発條 株式会社 代表取締役社長 栃木県
橋本 正行 株式会社 日本栄養給食協会 代表取締役 栃木県
武井 宏 株式会社 ボルテックスセイグン 代表取締役社長 群馬県
清水 博司 青木信用金庫 理事長 埼玉県
金井 勇一郎 金井大道具 株式会社 代表取締役社長 東京都
竹内 利明 電気通信大学 産学官連携センター 客員教授 東京都
堤 佳史 公認会計士 東京都
二条 彪 株式会社 国際後継者フォーラム 代表取締役 東京都
萩原 達俊 三共光学工業 株式会社 代表取締役社長 東京都
長谷川 博和 早稲田大学 大学院経営管理研究科 教授 教授 東京都
浜野 慶一 株式会社 浜野製作所 代表取締役CEO 東京都
林 正晃 第一医科 株式会社 代表取締役社長  東京都
村松 洋明 株式会社 ミラック光学 代表取締役 東京都
吉田 一哉 日独産業協会 駐日代表 東京都
工藤 紀雄 株式会社 放電精密加工研究所 代表取締役社長 神奈川県
櫻井 誠健 株式会社 トーコン 代表取締役社長 神奈川県
高橋 建造 公益財団法人新潟市産業振興財団 理事長 新潟県
吉岡 周 高岡信用金庫 理事長 富山県
太田 富久 金沢大学 名誉教授 石川県
鈴木 正俊 のと共栄信用金庫 理事長 石川県
永井 大嗣 株式会社 ナガイ 代表取締役社長 長野県
岡田 贊三 飛騨産業 株式会社 代表取締役社長 岐阜県
川口 聡 株式会社 リーピー 代表取締役 岐阜県
岡村 邦康 西光エンジニアリング 株式会社 代表取締役 静岡県
渡部 修 磐田市 市長 静岡県
佐野 和成 株式会社 日新琺瑯製作所 代表取締役 愛知県
長谷川 茂 アルプススチール 株式会社 代表取締役社長 愛知県



氏名（敬称略） 中小企業・支援機関等 役職 所在地
大津 裕史 株式会社 大津屋 代表取締役社長 三重県
増井 祐介 株式会社 エージェンシーアシスト 代表取締役 副社長 京都府
高田 知彦 奈良中央信用金庫 理事長 奈良県
妙中 清剛 紀州繊維工業協同組合 理事長 和歌山県
中野 幸治 中野ＢＣ株式会社 代表取締役 和歌山県
細川 庄三 株式会社 紀州ほそ川 代表取締役 和歌山県
寺方 泰夫 株式会社 寺方工作所 代表取締役社長 鳥取県
大場 信康 株式会社 ナカサ 代表取締役社長 島根県
中原 健一 株式会社 中原製作所 代表取締役社長 岡山県
下中 利孝 シグマ 株式会社 代表取締役 広島県
平岩 由紀雄 アクト中食 株式会社 代表取締役社長 広島県
藤村 周介 株式会社 ブンシジャパン 代表取締役 山口県
花岡 秀芳 株式会社 はなおか  代表取締役会長CEO 徳島県
山本 琴一 兼松エンジニアリング 株式会社 代表取締役社長 高知県
冨田 勝久 東福岡米穀 株式会社 代表取締役社長 福岡県
古賀 正弘 佐賀冷凍食品 株式会社 代表取締役 佐賀県
小山 英文 新産住拓 株式会社 代表取締役社長 熊本県
橋本 泰高 橋本醤油 株式会社 代表取締役社長 熊本県
植木 清文 株式会社 ブライテック 代表取締役 大分県
坂本 喜久雄 玖珠中央発条工業 株式会社 代表取締役社長 大分県
甲斐 稔康 株式会社 興電舎 代表取締役 宮崎県
堀口 大輔 株式会社 和香園 代表取締役社長 鹿児島県
鈴木 修司 ゆいまーる沖縄 株式会社 代表取締役社長 沖縄県
舩谷 香 沖縄子育て良品 株式会社 代表取締役 沖縄県


