
2021年 5月 17日   
独立行政法人 
中小企業基盤整備機構

 

「令和３年度 中小企業応援士」の委嘱について 

～全国 200 名を超える体制で中小企業を支える取組みを一層強化～ 

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

都港区）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（令和元年度に創設）

を広げるため、今回新たに６５名の方に中小企業応援士を委嘱しました。 

・令和３年度中小企業応援士への委嘱 ６５名 

※令和３年度中小企業応援士一覧は別紙のとおり。 

今回の委嘱により全国で合計２０２名の方に中小企業応援士として活動いただくことにな

ります。 

「中小企業応援士」は、令和元年度より開始した取組みで、中小企業・小規模事業者の活躍

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・小規模事業者の活躍を目指すこととしております。 

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

の活躍を支えてまいります。 

※「中小企業応援士」は、中小機構の登録商標です（登録第 6320977号）。 

＜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  広報課 （担当者：増田、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３年度中⼩企業応援⼠⼀覧
（令和3年5⽉17⽇現在）

⽒名（敬称略） 中⼩企業・⽀援機関等 役職 所在地
⼩野 雅晴 エスイーシー・シープレックス株式会社 営業顧問 北海道
川堀 真⼈ 株式会社 ＲＡＩＮＢＯＷ 取締役 北海道
佐藤 ⼀雄 株式会社 ニッコー 代表取締役 北海道
⾚⽻ 優⼦ 株式会社 ティ・ディ・シー 代表取締役社⻑ 宮城県
菅原 訪順 東光鉄⼯ 株式会社 代表取締役社⻑ 秋⽥県
上野 光徳 株式会社 ユーテック 代表取締役社⻑ ⼭形県
幸徳 信市 株式会社 ⼋幡台やまたまや 専務取締役 福島県
曽根 佳弘 株式会社 三義漆器店 代表取締役 福島県
奥澤 武治 奥順 株式会社 代表取締役会⻑  茨城県
⾼橋 温 株式会社 アイ電⼦⼯業 代表取締役 栃⽊県
伊⽥ 茂 伊⽥繊維 株式会社 代表取締役社⻑  群⾺県
永井  彰⼀ 株式会社 ⽥園プラザ川場 代表取締役社⻑ 群⾺県
⼩松崎 いずみ 中島プレス⼯業 有限会社 代表取締役 埼⽟県
松下 寿夫 飯能信⽤⾦庫 理事⻑ 埼⽟県

⻘⽊ 剛
株式会社 商⼯組合中央⾦庫／
⼀般財団法⼈ 商⼯総合研究所

顧問 東京都

岡⽥ 愛 エコール・クリオロ 株式会社 専務取締役 東京都
⽵添 幸男 株式会社 タイガー 代表取締役 東京都
林 哲平 エクセン 株式会社 代表取締役社⻑ 東京都
藤波 克之 FSX 株式会社 代表取締役社⻑ 東京都
市川 妙⼦ 株式会社 鮑屋 代表取締役社⻑ 神奈川県
塩脇 衛 泉⼯業 株式会社 代表取締役 神奈川県
東出 浩教 早稲⽥⼤学 ⼤学院経営管理研究科 教授 神奈川県
秋⼭ ⼀也 株式会社 タスクマスター 代表取締役 ⼭梨県
⼤⽇⽅ ⼤治 株式会社 おびなた 代表取締役 ⻑野県
藤井 好⼰ 株式会社 コーヨー化成 代表取締役社⻑ 静岡県
古井 誠 株式会社 ⾼池 代表取締役社⻑ 静岡県
安藤 明弘 有限会社 丸昇 代表取締役 愛知県
髙井 恵 オカウレ 株式会社 代表取締役社⻑ 愛知県
樅⼭ 朋久 栄四郎⽡ 株式会社 代表取締役 愛知県
植⽥ 隆 三重県信⽤保証協会 会⻑ 三重県
⼤橋 博⾏ 有限会社 ⼤橋量器 代表取締役 岐⾩県
坂本 博胤 株式会社 アプラス 代表取締役社⻑ ⽯川県
⿂⾕ 和彦 株式会社 フードシステム 代表取締役社⻑ 富⼭県
原井 紗友⾥ 株式会社 オズリンクス 代表取締役 富⼭県
開発 毅 合資会社 開花亭 代表社員 福井県
阮 翔 株式会社 tiwaki 代表取締役 滋賀県
宮嶋 誠⼀郎 株式会社 ミヤジマ 代表取締役 滋賀県
⽥中 安隆 株式会社 積進 代表取締役社⻑ 京都府
⼆九 良三 ⼆九精密機械⼯業 株式会社 代表取締役社⻑ 京都府
⽣駒 京⼦ 株式会社 プロアシスト 代表取締役社⻑ ⼤阪府



和泉 康夫 株式会社 新⽇本テック 代表取締役社⻑ ⼤阪府
⽊下 浩伸 ⽇本ワヰコ 株式会社 代表取締役 ⼤阪府
國本 雅也 株式会社 東穂 代表取締役 ⼤阪府
末澤 市⼦ 和⽥⼋蒲鉾製造 株式会社 代表取締役 ⼤阪府
髙橋 祐⼦ ⽇本精機 株式会社 代表取締役 ⼤阪府
⾼丸 正 髙丸⼯業 株式会社 代表取締役 兵庫県
福嶋 登美⼦ ブリリアントアソシエイツ 株式会社 代表取締役 ⿃取県
江原 剛 流通 株式会社 代表取締役 ⿃取県
寿⼭ 弘 寿隆蒲鉾 株式会社 代表取締役社⻑ 島根県
⼿塚 淳三 株式会社 啓⽂社 代表取締役 広島県
⼭本 明弘 広島市信⽤組合 理事⻑ 広島県
⼭下 英⼀ 株式会社 ヤマシタ 代表取締役 岡⼭県
川⼾ 俊彦 株式会社 カワトＴ．Ｐ．Ｃ． 代表取締役 ⼭⼝県
安岐 麗⼦ 株式会社 安岐⽔産 代表取締役 ⾹川県
鈴⽊ 佐知代 株式会社 三彩 代表取締役 ⾼知県
猪⼝ 耕成 株式会社 イケヒコ・コーポレーション 代表取締役社⻑ 福岡県
並⽥ 正太 ⻄研グラフィックス 株式会社 代表取締役社⻑ 佐賀県
⽯丸 利⾏ 株式会社 イシマル 代表取締役 ⻑崎県
前⽥ 佳良⼦ セブンフーズ 株式会社 代表取締役社⻑ 熊本県
髙瀬 加津男 株式会社 髙瀬⽂夫商店 代表取締役 ⼤分県
杉本 和英 株式会社 杉本商店 代表取締役社⻑ 宮崎県
中俣 義公 ⿅児島信⽤⾦庫 理事⻑ ⿅児島県
坂上 隆 株式会社さかうえ 代表取締役 ⿅児島県
⼤道 敦 株式会社 ポイントピュール 代表取締役社⻑ 沖縄県
城間 敏光 株式会社 ファッションキャンディ 代表取締役社⻑ 沖縄県
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