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令和４年度 近畿エリアでの功労者感謝状の贈呈 

及び中小企業応援士の委嘱について 
 

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）近畿本部は、これまで中小機構の活動と

連携しつつ、中小企業・小規模事業者（以下「中小企業等」）の活躍及び地域の発展に顕著な

寄与をされた、近畿エリア（２府４県）の経営者の皆様や地域中小企業支援機関の方々に、

感謝の意を表し、功労者感謝状の贈呈を行いました。 

また、功労者感謝状の贈呈と併せて、引き続き中小機構や他の地域の中小企業支援機関と

ともに中小企業等の活躍及び地域の発展に協力して頂くため、「中小企業応援士(※1)」の委

嘱を行いました。委嘱期間は２年間です。 

中小企業応援士の皆様には、他の中小企業等に対して当機構の支援活動等を紹介していた

だくほか、本年３月に第２版を作成した「中小企業のための SDGs 活用ガイドブック(※2)」

の事例取材等にもご協力いただいています。 

中小機構近畿本部は、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等の活

躍を支えることを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左：中島近畿本部長 

右：株式会社 京都山城スポーツクラブ  

代表取締役 塚本 亮 氏 

左：飯田近畿副本部長 

右：草津電機 株式会社 

代表取締役社長 髙田 豊郎 氏 

左：大阪商業大学 大学院地域政策学研究科 

教授 太田 一樹 氏 

右：中島近畿本部長 

 【中小企業応援士の委嘱者数（別添一覧参照）】 

令和４年度：近畿エリア  ７名 （全国  ４１名） 

    累計：近畿エリア ３６名 （全国 ２３２名） 

＜近畿エリア内府県別人数＞（カッコ内は累計） 

大阪府   ３名（１２名） 

京都府   ２名（ ８名） 

滋賀県   １名（ ４名） 

奈良県   ０名（ ３名） 

兵庫県   ０名（ ６名） 

和歌山県  １名（ ３名） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1「中小企業応援士」は、中小機構の登録商標（登録第 6320977 号）で、令和元年度より開始した取

組みです。中小企業等の活躍及び地域の発展に顕著な功労のあった各地の経営者の皆様や地域支援機関

の方々に対して「中小企業応援士」を委嘱し、中小機構や他の地域の中小企業支援機関と地域経済の発

展と中小企業等の活躍を目指すこととしております。 

 

※2「中小企業のための SDGs活用ガイドブック」は、中小企業が本業において SDGsを活用し、持続可能

な企業経営を行っていくために、中小企業の皆様がすぐ自社で活用できるような実践的な方法や取り組

み事例をご紹介している冊子です。また、本冊子をもとに、さらに読みやすく親しみやすくするためポ

イントをしぼった上、カラフルなマンガ形式で作成した「まんが版 中小企業の SDGs はじめの一歩」も

あわせてご活用ください。どちらも無料でダウンロードできます。 

URL：https://www.smrj.go.jp/regional_hq/kinki/publication/#booklet 

 

＜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、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーショ

ンや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経

営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、

人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係す

る中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。 
 
  ＜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 近畿本部 企画調整課（担当者：飯田、渡辺、福田） 
住所：大阪府大阪市中央区安土町 2-3-13 大阪国際ビルディング 27 階 
電話：06-6264-8611 

左：株式会社 エーディエフ  

代表取締役 島本 敏 氏 

右：中島近畿本部長 

 

左：株式会社 とト屋  

代表取締役 池田 香代子 氏 

右：中島近畿本部長 

左：有限会社 菊井鋏製作所  

代表取締役 菊井 健一 氏 

右：中島近畿本部長 

左：中島近畿本部長 

右：クモノスコーポレーション 株式会社 

代表取締役 中庭 和秀 氏 

中小企業のための 

SDGs活用ガイドブック 
まんが版 中小企業の SDGs 

はじめの一歩 

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/kinki/publication/#booklet


別紙：近畿本部エリア 中小企業応援士一覧

（令和4年6月17日現在）

委嘱年度 氏名（敬称略） 中小企業・支援機関等 役職 所在地

令和元年度 大塚　敬一郎 大塚産業マテリアル　株式会社 代表取締役会長 滋賀県

令和元年度 岡本　絵麻 岡本織物　株式会社 専務取締役 京都府

令和元年度 西堀　耕太郎 株式会社　日吉屋　/　株式会社　TCI研究所 代表取締役 京都府

令和元年度 福田　喜之 株式会社　ＦＵＫＵＤＡ 代表取締役 京都府

令和元年度 森　孝文 舞鶴厚生　株式会社 代表取締役 京都府

令和元年度 池田　順治 国立大学法人　大阪大学 特任研究員 大阪府

令和元年度 井上　浩行 大裕鋼業　株式会社 代表取締役社長 大阪府

令和元年度 髙井　嘉津義 大阪信用金庫 理事長 大阪府

令和元年度 奥谷　智彦 株式会社　奥谷金網製作所 代表取締役社長 兵庫県

令和元年度 武田　敏治 大和建工材　株式会社 代表取締役社長 兵庫県

令和元年度 平位　稔之 太平工材　株式会社 代表取締役 兵庫県

令和元年度 古谷　稔 公益財団法人　北播磨地場産業開発機構 相談員（非常勤） 兵庫県

令和元年度 三津　千久磨 ミツ精機　株式会社 代表取締役社長 兵庫県

令和元年度 辻本　勝次 株式会社　ダイワホーサン　 取締役会長 奈良県

令和元年度 水上　和之 奈良県事業承継・引継ぎ支援センター エリアコーディネーター 奈良県

令和2年度 高田 知彦 奈良中央信用金庫 理事長 奈良県

令和2年度 中野 幸治 中野ＢＣ株式会社 代表取締役 和歌山県

令和2年度 妙中 清剛 妙中パイル織物株式会社 取締役会長 和歌山県

令和3年度 阮　翔 株式会社　tiwaki 代表取締役 滋賀県

令和3年度 宮嶋　誠一郎 株式会社　ミヤジマ 代表取締役 滋賀県

令和3年度 田中　安隆 株式会社　積進 代表取締役社長 京都府

令和3年度 二九　良三 二九精密機械工業　株式会社 代表取締役社長 京都府

令和3年度 生駒　京子 株式会社　プロアシスト 代表取締役社長 大阪府

令和3年度 和泉　康夫 株式会社　新日本テック 代表取締役社長 大阪府

令和3年度 木下　浩伸 日本ワヰコ　株式会社 代表取締役 大阪府

令和3年度 國本　雅也 株式会社　東穂 代表取締役 大阪府

令和3年度 末澤　市子 和田八蒲鉾製造　株式会社 代表取締役 大阪府

令和3年度 髙橋　祐子 日本精機　株式会社 代表取締役 大阪府

令和3年度 髙丸　正 髙丸工業　株式会社 代表取締役 兵庫県

令和4年度 髙田　豊郎 草津電機　株式会社 代表取締役社長 滋賀県

令和4年度 池田　香代子 株式会社　とト屋 代表取締役 京都府

令和4年度 塚本　亮 株式会社　京都山城スポーツクラブ 代表取締役 京都府

令和4年度 太田　一樹 大阪商業大学　大学院地域政策学研究科 教授 大阪府

令和4年度 島本　敏 株式会社　エーディエフ 代表取締役 大阪府

令和4年度 中庭　和秀 クモノスコーポレーション　株式会社 代表取締役 大阪府

令和4年度 菊井　健一 有限会社　菊井鋏製作所 代表取締役 和歌山県




