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中小企業組織活動懸賞レポート
年

テ

ー

マ

賞

氏 名 （敬称略）

勤 務 先 等
仙台印刷工業団地協同組合

仙台印刷工業団地ビジネスデザインセンター構想とその取り組み

本賞 武藤 亮

パッケージが環境をリードする
～サスティナブル商品パッケージ開発への挑戦～

本賞 小幡 光市

協同組合ジェプラ
環境研究開発部会 リーダー

本賞 矢口 加奈子

埼玉県中小企業団体中央会
春日部支所 主事

本賞 宇治 慎一郎

松本流通センター協同組合
事務局長

組合ＢＣＰへの取組み
～大型流通拠点の安心・安全な街づくりを目指して～

準賞 守田 貞夫

協同組合広島総合卸センター
専務理事

米子市法勝寺町商店街活動報告

本賞 石賀 治彦

石賀本店 代表

提案型「組合間連携」支援の取組み

本賞 島村 守

二度の再整備事業を経て

本賞 名和 秀記

平
成
27 「全県一斉商店街まつり」開催レポート
年
度
団地組合を母体とした共同事業の広域化
～異業種の産業団地誕生から新規事業まで～

平 栃木県中小企業団体中央会のおける組織化支援体験報告
成 栃木県中小企業団体中央会における「道の駅」支援の取り組みについて
26
年
度 漁師町久礼の台所、大正町市場をもりあげるための活動

子どものパワーで商店街活性化
～１日限定のこどもが主役のまち「こどもっちゃ！商店街」～

「とりねつ」の工場活性化チャレンジ
倒産跡地買取資金借入１４億からのリスタート
賦課金ゼロと出資配当を行うまで（佐世保卸団地協同組合の場合）

「工業団地における協同組合の使命と事務局の役割」
「広島食品工業団地協同組合の取組み」

時代の変化に対応できる組合を目指して
～いつも前向き！ピンチはチャンス～

「親睦団体」から脱皮し「儲かる全機連」へ

平
成 ～全機連「マシンライフ」の事業化に向けての取組み～
25
年 商店街活性化の落とし穴
度 ～１００円商店街で見えてきた真実～

本賞 阿久津 隆

本賞 川村 かおり

本賞 上野 貴史

本賞 馬田 秀文

本賞 山﨑 邦彦

特賞 二藤 徹

本賞 笹原 正徳

本賞 楠本 敏夫

本賞 秋田 英幸

滋賀県中小企業団体中央会
～地域産業のブランド化と産地の自立に向けて～
（平成２１年４月～平成２５年３月）

「―地域とは運命共同体― 新たな時代に対応する商工会を目指して」
独自性を発揮した「地域ブランド」戦略の展開について

準賞 早瀬 和志

準賞 坂井 寛明

バニラの街久留米・バニラの福岡県南部地域を目指して
農商工連携計画認定を経て販路開拓支援
～地域支援機関のネットワークをフルに活用しあらたな経営支援への挑戦～

平
成 「萩の地魚、もったいないプロジェクト」の実践
24
年 「組合保有資産総動員での共同事業新規起業、その例として」
度
「協同組合長崎卸センターの場合」

「これからの組合運営と共同事業の在り方」

ビジネスデザインセンター センター長

埼玉県中小企業団体中央会
事務局長
協同組合新大阪センイシティー
専務理事
栃木県中小企業団体中央会
事務局次長
大正町市場協同組合事務局
マネージャー
周南市役所中心市街地整備課
係長
鳥取県金属熱処理協業組合
専務理事
佐世保卸団地協同組合
専務理事
広島食品工業団地協同組合
専務理事
富山整容協同組合
専務理事
全日本機械業連合会「マシンライフ」
ワーキンググループ委員長
箕面商工会議所
中小企業相談所所長
滋賀県中小企業団体中央会
総務課主査
音更町商工会
事務局長

本賞 笠 智宣

久留米商工会議所中小企業相談所
経営支援課指導員

本賞 中村 和也

ふるさと萩食品協同組合

本賞 笠瀬 伸一郎

本賞 稲森 三也

協同組合長崎卸センター
専務理事
協同組合津卸商業センター
事務局長

藤井 智香子 鈴木 達也

観光地ゆえに地元の人々にも『親しまれ、信頼される門前町』を目指して 本賞 松山 和雄 藤井 雅大
～商いの道、それは先代の人々の想いを大切に伝えること～

滋賀の特産品：鮒寿司由来の新乳酸菌小松菜キムチの開発
平 ～農商工連携に導くパッションと実行力～
成
23 「組合運営は『あきんど！？』魂で～“win-win 、もうひとつwin”で活性化
年 を目指す。」
度

空き店舗対策（リーシング活動）で見えた当組合の強みの源泉
脱酒屋で特産品グループの組織化
～遠州夢倶楽部の事例～

『食品リサイクル・ループ～エコ循環型経営』構築
『訪れた人達が安らぎを覚える、ご城下商店街』を目指して
～埋もれた観光資源を掘り起こし磨き上げる～
平 当組合が取組む人材育成
成 ―その思いとビジョン
22
年 中小企業の環境配慮型経営促進に向けた島根の取組み
度
―既存経営と環境配慮型経営融合の視点から―

湯の川温泉と函館観光の再生のために
～手詰まり感から生まれた逆転の発想～

金属加工業から装置メーカーへの脱皮と「農商工連携」認定を受けてソ
リューション事業までの取組
「共に生き、働き、暮らす」商店街創りのために
～コミュニティの担い手として～

「機械団地情報化グランドデザイン」の作成について
～情報化検討委員会の活動を通じて～

２，５００人を旅行へ招待 !
～県内初の商店街間連携販売促進事業実施に向けて～
平 「卸団地とともに」
成 ～積極的な事業展開による理想の組合運営を目指して～
21
年 「指定管理者制度」に挑戦 !
度
～小さな組合の大いなるチャレンジ～

商店街再生は食べあるき・町あるきで
～商店会を応援するサポーターとともに～

組合事業統合を乗り越えて
～日専連運動の持続的発展への取り組み～

組合活動４０年のあゆみ
県産ニンニクのヌーベル・バーグを求めて
～地域活性化と中央会の関わり～

卸団地の変容とレスポンス

平
成 （組合員の倒産・撤退とその対応策について）
20 わが社の研究開発と事業革新
年
度 ―新連携・産学官共同研究活動を通して―

本賞 中嶋 和繁

本賞 山内 浩

本賞 山岸 祥治

本賞 山﨑 怜

本賞 国府 光朗

本賞 岩附 宏

本賞 堀家 孝夫 阪口 徳和

本賞 井上 仁

準賞 佐藤 たみ子

準賞 上野 賢美

特賞 阿部 眞一

本賞 堀川 和義

本賞 村上 豊次

本賞 蔦永 英明

本賞 川崎 和夫

本賞 黒田 泰裕

準賞 木村 哲夫

準賞 大城 吉永

本賞 古川 博志

本賞 藤本 和夫

滋賀県中小企業団体中央会
高遠支部長
熊本流通団地協同組合
専務理事
泉北光明池専門店事業協同組合
組合員・非常勤顧問
湖西市商工会
総務課主任主事 経営指導員
寿海酒造協業組合 理事長
伊那市商工会
高遠支部長
大阪機械器具卸商協同組合
副理事長、専務理事
島根県中小企業団体中央会
連携支援課 課長補佐
函館湯の川温泉旅館協同組合
事務局長
共立工業株式会社、株式会社共立
代表取締役
岩村田本町商店街振興組合
代表理事
大阪機械卸業団地協同組合
理事
岡山県中小企業団体中央会
連携支援課課長補佐
協同組合ベイタウン尾道
専務理事
庄川峡観光協同組合 専務理事
水記念公園カンパニー 施設長
日南商工会議所 総務課長
協同組合日専連青森
常務理事
沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合

専務理事
青森県中小企業団体中央会
指導部指導課 主査
協同組合青森総合卸センター
専務理事

本賞 鶴岡 正顯

株式会社ツルオカ 代表取締役

準賞 小塩 稲之

セールスレップ事業協同組合
理事長

組織化活動の直面する課題とその対応
セールスレップ協同組合の「公的マネジメントマーケティング戦略支援
事業」への取り組み

表参道発展会

佐藤 勝亮 都築 享一

中小企業組織活動３０年の総括

本賞 後藤 豊

仙台印刷工業団地のクラスター化に向けた考察

本賞 針生 英一

伊万里有田焼の新しい風と共に

本賞 角町 修

施設集約化で海外単価に挑戦 !

平
成 ～高度化事業を通じて～
19
道の駅／萩しーまーと ビジネスモデル
年
実践から生まれた、地域活性化のための小規模ビジネスモデル
度

組合事業の活性化について
組合員の「仕事」と「育児」の両立支援を目指して
～卸商業団地内に保育所を設置～

ワークライフバランスと中小企業
～岐阜県中央会の次世代育成支援への取り組みについて～

「組合員に貢献できる新たな組合」作りを目指して
（機械団地・中期経営計画策定について）

新連携体「美濃焼輸出プロジェクト」に携わって

本賞 北山 博幸

～異業種組合の問題解決に取り組んで～

組合情報化支援へのＩＴＣプロセス適用事例
～地域医療支援を目指す鹿児島県医師協同組合の事例を通じて～

お年寄りに優しい街づくり
＝地域資源活用のすすめ＝

企業組合の創業事例
｢阪神・淡路大震災を契機として」

つるむらさきを追い続けて

佐賀県中小企業団体中央会
連携支援部部長
岡山県中小企業団体中央会
連携振興部 連携開発課主任

邑智トラック事業協同組合 主事

準賞 佐藤 力

準賞 大沼 浩宣

本賞 杉立 敏幸

本賞 三宅 利勝

本賞 渡辺 秀己

本賞 永田 福一

協同組合米沢総合卸売センター
専務理事
岐阜県中小企業団体中央会
組織指導チーム チーフリーダー
大阪機械卸業団地協同組合
事務局長
岐阜県中小企業団体中央会
東濃支所
福江商工会議所
福江商店街巡回バス委員会 委員長
茅ヶ崎市商店会連合会 会長
宮城県中小企業団体中央会
連携推進部 主査
鹿児島県中小企業団体中央会
総務課 課長

本賞 中村 寿男

協同組合松江天神町商店街 理事長

本賞 池内 久芳

被災地労働者企業組合 事務長

～大原中央商店街協同組合の活路開拓事業～

企業組合による創業事例 ｢やっとできた特産品」

代表理事

本賞 駒川 きよみ

ポイントカードに機能を付加し顧客を取り込む近隣型商店街の地域活性化戦略 本賞 佐久間 一浩

平
成
17 イカゴロ（イカ肝臓）の有効活用を目指して
年
度

仙台印刷工業団地協同組合

道の駅／萩しーまーと 駅長
〈運営主体：ふるさと萩食品協同組
合〉専務理事

『組合活性化に向けての活動事例・提言』

既存工業団地におけるゼロエミッション事業への取り組みについて

専務理事

本賞 中澤 さかな

平 島の商店街コミュニティビジネスをトリガーとした自立型地域再生モデルの実現 本賞 青山 和好
成 ＝手作りコミュニティバスで島のコミュニティを再生＝
18
年 持続可能な循環型社会をめざした商店街システム作り
本賞 岩澤 裕
度
歩いて暮らせる 歩いて楽しい商店街・まちづくり

工業団地組合再活性化のために

大分県中古自動車販売商工組合

本賞 山口 昭生

本賞 石尾 清廣

準賞 杉山 ミサ子

組合の直面する課題と対応策

準賞 森本 敏文

企業、企業グループにおけるインターネット取引への取組事例及び今後
のインターネット取引の展開と可能性について

準賞 菅池 有祐

団地組合事業再構築への取り組み事例

準賞 大杉 芳範

全国中小企業団体中央会
情報部部長代理
神奈川県内陸工業団地協同組合
常務理事
函館特産食品工業協同組合 理事長
武芸川町特産品開発企業組合
専務理事
東友会協同組合 専務理事
富山県中小企業団体中央会
工業振興課
磐田さぎさか工業団地協同組合
事務局長

組合のネット販売導入に対する指導実例
～秋田の銘酒データベースの実現に向けて～

使用済み自動車の共同適正処理施設建設事例
ものづくりの基本から人材育成を考える
(デザイン開発機構設立から学んだこと)

年会費５万円の産学連携組織に中小企業１３０社超が賑わう
～地方都市発「ＡＲＥＣプラザ」の魅力とは～

平
成 中小企業組織活動と私
16
年 ～地場産地組合の販路開拓に取り組んで～
度

組合員のためのＩＴ化（情報化）推進事業への取り組み
既存組合の活性化対策と中央会支援のあり方
～中央会指導員として中小企業組合活性化への一考察～

とかち木炭生産企業組合の挑戦
～既成概念を越えて環境・リサイクル問題に取り組む新規創業～

本賞 藤田 実

本賞 金子 康紀

本賞 渡部 邦夫

本賞 岡田 基幸

本賞 及川 勝

準賞 冨木 昭光

準賞 林 優一

準賞 馬込 毅

網走管内における一次産業と中小企業の連携活動の現状について

準賞 坂本 雄司

我組合の労務対策事業と研修生共同受入事業、教育情報事業の活動
事例について

本賞 川村 浩之

平 変化に適応する組織化
成
15
まちづくり組織としての商店街
年
度 -長町連合商店街による活性化事例

当組合のＥＤＩ推進活動報告

女性による特産品開発
平 近隣型商店街『活性化事例』
成
～谷中銀座商店街に於ける実践的手法～
14
年 薬食同源『女性によるレストラン森樹経営』
度
～土と農と食づくり～

『がんばってます新天町』
～空き店舗防止と生ごみのリサイクル～

『森の腰商店街ＣＩ事業１２年のあゆみ』
ソフトからハードへ

わが組合の組織化、活性化の足跡と、これからの組合活動
インターネット上の連携組織づくり
～地ビールのむのむネットの立ち上げと活性化戦略
平 当組合における外国人研修生の受入れ
成
13
年 典型的な地域密着の近隣型商店街
度
西新道錦会商店街振興組合の挑戦

業務部企業交流課主任
広島使用済自動車適正処理事業協同組合

専務理事
山形建設工業団地協同組合
事務局長
上田市役所商工課 ＡＲＥＣプラザ事
業執行役兼コーディネータ
全国中小企業団体中央会
連携組織推進部 部長代理
協同組合 金沢問屋センター
理事長
福岡県中小企業団体中央会
北九州支所 支所長
北海道中小企業団体中央会
十勝支部 事務所長
北海道中小企業団体中央会
網走支部事務所 事務所長
協同組合焼津水産加工センター
事務局長

本賞 安井 潤一郎 木下 斉

株式会社商店街ネットワーク

本賞 門間 由記子

株式会社門間箪笥店 店舗担当
サンカトゥール商店街振興組合 オブ
ザーバー

準賞 本田 正一

組合再活性化事業への取組
～流通市街地整備法の規制緩和実現までの対応と組合再活性化を
目指す卸団地リニューアルプロジェクト実施計画～

秋田県中小企業団体中央会

本賞 朝日 良博

本賞 當間 美智子

全国家庭用品卸商業協同組合
事業部 部長
協同組合広島総合卸センター
常務理事
豊見城市ウージ染め協同組合
事務局

本賞 堀切 正明

谷中銀座商店街振興組合 代表理事

本賞 前島 節子

企業組合ふるさと薬膳森樹 理事長

本賞 泰平 尚信

本賞 田代 博久

本賞 瀬浪 幸雄

本賞 斉藤 俊幸

本賞 吉野 明俊

本賞 原田 完

わが組合・わがグループの活性化戦略を語る

本賞 田中 喜美子

わが組合・わがグループの活性化戦略を語る

準賞 中村 邦雄

新天町商店街商業協同組合
事務局課長
御殿場まちづくり株式会社
代表取締役
秋田ハイタク事業協同組合
総務課長
イング総合計画株式会社
代表取締役
太田自動車内装品協同組合
事務局長
西新道錦会商店街振興組合
理事事務局長
鹿角市花輪大町商店街振興組合
事務局長
横浜港運事業協同組合 専務理事

組合事務所に芽生えた職員の小さな起業家精神
商店街と消費者における新しいコミュニケーションの場
“一番町四丁目大学”
平 社会情勢に対応した組合運営
成
12
年
度 わが異業種交流グループ奮戦記

本賞 辻 義雄

舞鶴蒲鉾協同組合 参事

本賞 小林 昭彦

有限会社東郷酒店 専務取締役

本賞 松尾 嘉巳

本賞 木村 俊昭

異業種交流グループ“フロム９９９”活動報告

準賞 間瀬 尚孝

－組合員の問題点を商材に変える努力－

豆腐業者の苦情を解決する
－おからのでない豆腐製造法の開発－
平 中心市街地再生に向けて第一歩を踏み出した
成 「森の腰商店街」の事例
11
年
度 「楽らく階段」の製品開発と「さきたま利根テクノプラザの歩み」

本賞 山田 耕造

本賞 山崎 元貴

本賞 相澤 徳義

本賞 小菅 一憲

茶業界を活性化するための異業種融合化の試み

本賞 加納 昌彦

異業種交流グループ間の連携組織を結成

本賞 竹内 利明

有効な組織化・組合活性化のための事例

本賞 福山 昌男

事業創出を目指す技術者集団
平 －東三河技術士会の軌跡－
成
10 ととの魁ＰＢ日本酒開発事業について
年
度

本賞 神村 民雄

本賞 萩原 崇嘉

感謝そして夢と希望

本賞 川口 武史

食品スーパーグループの組織化と物流効率化を目指して

準賞 村上 義治

「夢神戸」に震災復興の『夢』を乗せて
－地場産業の流通の新局面を開く－

産業空洞化への挑戦
－私たちはこうして失敗した－

異業種交流活動の新たな展開へ向けて
－１１年間の福ベン活動を踏まえて－
平 ｢秋田さけぷらざ」のゆくえ
成
９
年
度 情熱と資源が原動力

地域活性化の先頭に立つ霧島工業クラブ
（高専を囲む会）

情報推進の為の組織活動事例
異業種交流グループの合併と積極的な情報発信による活性化
－東京都異業種交流プラザ２１の活動事例の報告－

常務理事
三井ヘルプ株式会社

本賞 渡辺 最昭 渡辺 博敏

異業種交流による企業連携

共同施設を中心とした組合運営論

島根県エルピーガス事業協同組合

特賞 豊崎 悦治

本賞 塚田 吉和

本賞 庄嶋 厚生

本賞 佐々木 正光

本賞 勝原 隆彦

準賞 草野 昭二

準賞 池田 浩

準賞 竹内 利明

代表取締役社長 同副社長
小樽市経済部 商工課 指導係長
財団法人みやぎ産業振興機構
テクノコーディネーター
協同組合焼津水産加工センター
理事事務局長
有限会社ミクニ
事業企画室室長
有限会社相沢経営企画事務所
代表取締役
さきたま利根テクノプラザ
代表幹事
協同組合茶夢ファクトリー
副理事長
有限会社陽明エンジニアリング
取締役社長
株式会社アイワ 代表取締役
協同組合ティーイーエフ
代表理事
異業種交流グループ「ととの魁」
副代表幹事
船場経済倶楽部
事務局次長
アインツ協同組合
アドバイザー
兵庫県ゴム製品製造協同組合
理事長
有限会社加藤製作所
専務取締役
福岡ベンチャーシステム研究会
座長
協同組合秋田さけぷらざ
理事長
富山県上市町商工会
主任経営指導員
霧島工業クラブ 事務局長
株式会社ドリームプロジェクト
代表取締役
有限会社陽明エンジニアリング
代表取締役社長

中小企業組織活動懸賞論文
年

テ

ー

マ

賞

氏 名 （敬称略）

中小企業のニュービジネスと組合

本賞 辻 俊次郎

情報ネットワークと異業種交流・融合化

本賞

橋本 正男 松林 茂
福田 日出男

平 情報ネットワークと異業種交流・融合化
本賞 清水 透
成 －異業種協同組合のネットワーク構築による「賑わい創出事業」と直接奉仕の原則－
８
年 情報ネットワークと異業種交流・融合化
本賞 大竹 和正
度
－情報ネットワークと新たな組織活動－

情報ネットワークと異業種交流・融合化
情報ネットワークと異業種交流・融合化
－異業種交流活動におけるさまざまな挑戦－

中小企業組合と地域活性化
－商店街と地域活性化－

異業種交流・融合化と技術開発
平 －異業種交流活動のマンネリ化：その原因と対策－
成
７ 異業種交流・融合化と技術開発
年
度

異業種交流・融合化と技術開発

－異業種交流の中で：製品づくりへの悪戦苦闘－

準賞 水上 晴喜

準賞 矢田部 富士男

本賞 酒巻 貞夫

本賞 麻生 修

本賞 妹尾 晶夫

本賞 鈴木 文夫

異業種交流・融合化と技術開発

本賞 中川 和城

異業種交流・融合化と事業展開

特賞 坪井 清

情報化促進における中小企業組合の役割
平 －砂利組合の共販事業に参画して－
成 情報化促進における中小企業組合の役割
６
年 －標準と開発と普及－
度

異業種交流・融合化と事業展開

－多機能フィルター（株）の場合－

異業種交流・融合化と事業展開
－沖縄特産原料を活かした機能性食品の開発を目指して－

変革期における中小企業組織化のあり方
－真に自立した組合活動を求めて－

組織化・融合化活動の経験を語る
－異業種交流でグループと自社の活性化を図る－
平
成 変革期における中小企業組織化のあり方
５
年 －特に異業種交流組織を中心にそのあり方を考える－
度

本賞 小林 幹男

本賞 西条 経治

本賞 秋本 允

本賞 城間 恒紀

特賞 望月 俊介 杉山 次郎

特賞 笹津 進

本賞 深谷 雄策

勤 務 先 等
財団法人国際研究協力機構
企画部 企画課 課長
ＮＴコラボ異業種交流研究会
東京都中小企業団体中央会
広報課 課長補佐
全国中小企業団体中央会
情報収集課 部長代理
ニードルワーク有限会社
代表取締役
氷見商工会議所 指導課長
東京都商工指導所
近代化診断部 主任指導員
株式会社麻生製作所
代表取締役
株式会社エム・シー・エー
代表取締役
有限会社スズキ製作所
代表取締役
協同組合ラテスト 理事長
株式会社テクノソフト
代表取締役社長
新潟縣信用組合
審査部 調査役
長野県中小企業団体中央会
周南はってん協同組合
専務理事
協同組合沖縄県機能性食品開発センター

事務局長
静岡県中小企業団体中央会
株式会社ササヅ 代表取締役
東京足立異業種交流会 代表幹事
トライアド・マネジメント代表
大宮市異業種交流組織－ＮＣ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

変革期における中小企業組織化のあり方

本賞 津島 正春

青森県商工労働部 経営指導課

組織化・融合化活動の経験を語る

本賞 田邊 昌明

中村建設株式会社
土木本部技術開発室 室長
協同組合アクアテクロップ

中小企業組合と私
-中小卸団地の活路－
平 中小企業組合と私
成
４ 魅力ある異業種交流・融合化活動
年
－知識融合化運動と私～人善町異業種交流会の冒険－
度

魅力ある異業種交流・融合化活動
-共同研究の楽しさと厳しさ－

実践的組合活性化策
－ハート事業論－

私の異業種交流・融合化実践論
平 -地域型の異業種交流と活性化－
成 実践的組合活性化策
３
年 -材料販売チャネルから技能と施工管理の人財集団へ度

実践的組合活性化策

－企業組合の今後の方向－

本賞 唐島 満

本賞 山田 浩之

本賞 扇原 泰二

本賞 田丸 安正

特賞 稲野 達也

特賞 柚之原 久郎

本賞 金澤 智男

本賞 竹内 淳

協同組合東福岡卸団地
専務理事
新潟県商工労働部
中小企業総合指導班 主事
入善街異業種交流会 副会長
新農法研究会 座長
丸扇産業株式会社 代表取締役
協同組合福島県食品産業センター
福島乳業株式会社 開発部 研究員
神奈川県中小企業団体中央会
主査
地域経営センター 所長
全日本ウレタン工事事業協同組合
専務理事
全国中小企業団体中央会
企画調査部 主事

私の異業種交流・融合化実践論

本賞 土橋 浄香

東京商工会議所 新宿支部 主査

異業種交流・融合化による事業化成功への提言

本賞 新庄 秀光

工業経営研究所 所長

異業種交流・融合化による事業化成功への提言

本賞 津曲 計一郎

日南商工会議所 中小企業相談所

平
成
２ 異業種交流・融合化による事業化成功への提言
年
度

本賞 古家 正昭

異業種交流・融合化による事業化成功への提言

本賞 中村 久和

異業種交流・融合化による事業化成功への提言
－「岸和田異業種交流会」はなぜ事業化に成功したのか－

転換期における中小企業組合への提言
-組合法の抜本的改正－

本賞 小室 誠

特賞 橋本 哲夫

転換期における中小企業組合への提言

本賞 国本 良三

平
成 転換期における中小企業組合への提言
元
年 －中小企業組合活性化の諸方策－
度

本賞 西尾 東光

転換期における中小企業組合への提言

本賞 保坂 敏之

異業種交流活動への提言

本賞 菅原 敬爾

地域の活性化に果たす中小企業組合の役割
－商店街活性化の方向－
昭 組合運営の充実強化策
和 －人材の多様・多重化の活用－
63
年 組合運営の充実強化
度
-下請け組合の活性化と連携－

企業戦略としての異業種交流活動
－技術交流とその運営を考える－

株式会社綿万本店
代表取締役社長
日本販売促進株式会社
代表取締役社長
株式会社マコム
代表取締役
兵庫県中小企業団体中央会
振興部 次長
相模原機械金属工業団地協同組合
顧問
奈良県中小企業団体中央会
総務課長
全国軽合金鋳物工業協議会 前理事長

全日本軽合金鋳造協同組合 副会長
財団法人埼玉県中小企業振興公社
産業情報センター

－

別府 俊行

中小企業事業団 管理室

－

小山 武久

全国石油工業協同組合 企画部

－

唐島 勉

－

加藤 茂雄

三菱電機協同組合等
連絡協議会 事務局長
株式会社クラタ
産業技術部

中小企業組合の活性化について
昭 これからの中小企業組織化のあるべき姿
和 -地域の時代における組織化の進展（地方からの発信）
62
年
度 中小企業組合の活性化について

これからの中小企業組織化のあるべき姿

－

岩山 悦夫

静岡県中小企業団体中央会

－

池田 憲史

静岡県環境資源協会

－

小倉 孝行

埼玉県中小企業団体中央会

－

大竹 和正

全国中小企業団体中央会

