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講演会、セミナー及び勉強会の実施状況
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備
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2018年4月2日

「成長企業・ベンチャーの活性化を支える認定支援機関の役割り」について
（講師：森会長）

経営革新等支援機関交流会

経営標準化機構

終了

2018年4月7日

中小企業金融の転換
～顧客との共通価値の創造に向けて～
（講師：森会長）

商工中金 営業店長向け研修

株式会社商工組合中央金庫

終了

2018年4月11日

中小企業が取組むべき金融機関との関係構築
～ロカベンやベンチマークも活用し成果を～
（講師：森会長）

平成29年度中小企業経営者研修
経営後継者研修第38期
経営管理者研修第38期

独立行政法人中小企業基盤整備機構・関東本
部 中小企業大学校東京校

終了

2018年5月11日

顧客本位の地域金融
～持続可能なビジネスモデル構築に向けて～
（講師：森会長）

吉備信用金庫 役職員研修

吉備信用金庫

終了

2018年5月14日
～5月18日

（第22回）動産評価アドバイザー養成認定講座

（第22回）動産評価アドバイザー養成認定講座

主催：特定非営利活動法人日本動産鑑定
共催：一般社団法人金融財政事情研究会

終了

2018年5月17日

事業性評価の真の理解から知的財産・資産の活用

事業性評価支店長勉強会

浜松信用金庫

終了

2018年5月19日

顧客目線の地域金融
～“ロカベン”や“ベンチマーク”も活用し成果を～
（講師：森会長）

北伊勢上野信用金庫 役職員研修

北伊勢上野信用金庫

終了

2018年5月30日

融資先企業との対話や事業性評価等の実効性向上に向けたＥＳＧのポテン
シャル
ESG金融懇談会
～持続可能なビジネスモデルに資する実践面の工夫・改善等～
（講師：森会長）

環境省

終了

2018年6月2日

事業性評価に基づく融資や本業支援で中小企業・地域活性化を推進
～ＴＫＣへ期待すること～
（講師：森会長）

ＴＫＣ城北東京研修所主催研修

ＴＫＣ城北東京会

終了

2018年6月5日

事業性評価の真の理解と保険の活用

ＡＩＧ社内勉強会

ＡＩＧ損害保険株式会社

終了

2018年6月18日

事業性評価の真の理解から知的財産・資産の活用

事業性評価支店長勉強会

株式会社高知銀行

終了

2018年6月19日

中小企業と地域を支える金融とは
～持続可能なビジネスモデルの構築に向けて～
（講師：森会長）

中小企業憲章制定８周年記念セミナー

主催：一般社団法人北海道中小企業家同友会
共催：中小機構北海道 後援：北海道経済産業
局、北海道財務局、北海道、札幌市

終了

2018年6月22日
・6月23日

第5回事業性評価アドバイザー認定講座

第5回事業性評価アドバイザー認定講座

主催：特定非営利活動法人日本動産鑑定
共催：一般財団法人知的資産活用センター

終了

2018年6月28日

事業性評価に基づく融資や本業支援で中小企業・地域活性化を推進
～ＴＫＣへ期待すること～
（講師：森会長）

ＴＫＣ東・東京会

ＴＫＣ東・東京会

終了
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2018年6月28日

事業性評価の真の理解から知的財産・資産の活用

事業性評価支店長勉強会

飛騨信用組合

終了

2018年7月3日

顧客目線の地域金融
～持続可能なビジネスモデル構築に向けて～
（講師：森会長）

大阪銀行協会セミナー

一般社団法人大阪銀行協会

終了

2018年7月5日

変化する経営環境へ最適化する革新等
（講師：森会長）

経営革新等支援機関交流会

経営標準化機構

終了

2018年7月6日

中小企業金融を取り巻く現状と今後の課題について
（講師：森会長）

東京商工会議所 夏季セミナー

東京商工会議所

終了

2018年7月30日
・7月31日

事業性評価の真の理解から知的財産・資産の活用/動産概論
（講師：久保田理事長、杉浦部長）

事業性評価勉強会

パナソニックＩＰマネジメント株式会社
株式会社パソナナレッジパートナー

終了

2018年8月6日

事業性評価の真の理解から知的財産・資産の活用

事業性評価支店長勉強会

株式会社島根銀行

終了

2018年8月9日

地域・中小企業活性化の為の金融機関と税理士の役割
（講師：森会長）

ＴＫＣ中部会中小企業経営支援フォーラム２０１８

ＴＫＣ中部会

終了

2018年8月30日

顧客目線の地域金融
（講師：森会長）

第２回 地区協会トップセミナー

一般社団法人 北陸地区信用金庫協会
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
北陸本部

終了

2018年9月7日

中小企業と地域金融機関の共通価値の創造に向けて
～金融排除から金融包摂へ～
（講師：森会長）

中小企業診断士養成課程

独立行政法人 中小企業基盤整備機構・関東
本部 中小企業大学校 東京校

終了

2018年9月20日

事業性評価の真の理解から知的財産・資産の活用

事業性評価支店長勉強会

株式会社三重銀行

終了

2018年10月1日
～10月5日

（第23回）動産評価アドバイザー養成認定講座

（第23回）動産評価アドバイザー養成認定講座

主催：特定非営利活動法人日本動産鑑定
共催：一般社団法人金融財政事情研究会

終了

2018年10月10日

中小企業と地域を支える金融とは
～持続可能なビジネスモデルの構築に向けて～
（講師：森会長）

経営フォーラム2018

一般社団法人 広島県中小企業家同友会

終了

2018年10月12日

405事業(経営改善計画策定支援事業)からの地域経済活性化
（講師：森会長）

経営革新等支援機関交流会

経営標準化機構

終了

2018年10月18日

中小企業経営者の金融機関との付き合い方
～経営者保証を解除するために～
（講師：森会長）

東京商工会議所 中小企業委員会

東京商工会議所

終了

2018年10月22日

地域・中小企業活性化のための金融機関と税理士の役割
（講師：森会長）

ＴＫＣ中小企業経営支援フォーラム

ＴＫＣ静岡会

終了

2018年10月26日

地域・中小企業活性化のための金融機関と税理士の役割
（講師：森会長）

ＴＫＣ中小企業経営支援フォーラム

ＴＫＣ関東信越会新潟支部

終了
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2018年11月8日

顧客目線の地域金融
～“ロカベン”や“ベンチマーク”も活用し成果を～
（講師：森会長）

(仮題)平成２９年度 地域金融機関向け事業性評価研修
～ 顧客目線の地域金融 ～

独立行政法人 中小企業基盤整備機構・四国
本部

終了

2018年11月13日

地域・中小企業活性化のための金融機関と税理士の役割
（講師：森会長）

ＴＫＣ中小企業経営支援フォーラム

ＴＫＣ東京都心会

終了

2018年11月15日

顧客目線の地域金融
～“ロカベン”や“ベンチマーク”も活用し成果を～
（講師：森会長）

福井信用金庫 役職員研修

福井信用金庫

終了

2018年11月16日
・11月17日

第6回事業性評価アドバイザー認定講座

第6回事業性評価アドバイザー認定講座

主催：特定非営利活動法人日本動産鑑定
共催：一般財団法人知的資産活用センター

終了

2018年11月20日

中小企業と金融機関の信頼関係をどうつくるか
～新しい地域金融を考える～
（講師：森会長）

金融セミナー

帯広信用金庫
一般社団法人 北海道中小企業家同友会

終了

2018年11月28日

中小企業経営者の金融機関との付き合い方と眼力強化
（講師：森会長）

平成３０年度中小企業支援担当者等研修（専門研修）
「キャッシュフローと利益・資金計画策定支援」

独立行政法人 中小企業基盤整備機構・北海
道本部 中小企業大学校 旭川校

終了

2018年12月7日

世界を動かすSDGｓ（持続可能な開発目標）～先手必勝を想像～（講師：森
経営革新等支援機関交流会
会長）

経営標準化機構

終了

2018年12月13日

事業性評価と中小企業支援～評価支援機関に期待すること～
（講師：森会長）

中小企業大学校・虎の門セミナー

独立行政法人中小企業基盤整備機構

終了

2018年12月19日

顧客目線の地域金融～持続可能なビジネスモデルの構築に向けて～
（講師：森会長）

事業性評価研究講座（本部行員対象）

地方銀行協会

終了

2018年12月26日

顧客目線の地域金融～持続可能なビジネスモデルの構築に向けて～
（講師：森会長）

金融構造研究会「年末研究会」

金融構造研究会（地方銀行協会）

終了

2019年1月17日

中小企業と地方金融機関の「共通価値の創造」に向けて
～持続可能なビジネスモデルの実現へ～（講師：森会長）

中小企業大学校

独立行政法人中小企業基盤整備機構
近畿本部中小企業大学校関西校
共催：近畿経済産業局/後援：近畿財務局

終了

2019年1月25日

地域・中小企業活性化のための金融機関の役割（講師：森会長）

きらぼし銀行役職員研修

きらぼし銀行

終了

2019年1月30日

顧客本位の地域金融～持続可能なビジネスモデル構築に向けて～
（講師：森会長）

吉備信用金庫役職員研修

吉備信用金庫

終了

2019年2月6日

地域・中小企業活性化のための金融機関と税理士の役割（講師：森会長）
ＴＫＣ東京都心会

ＴＫＣ東京都心会

終了

2019年2月7日

地域・中小企業活性化のための金融機関と税理士の役割（講師：森会長）
第1回「ＴＫＣ中小企業金融フォーラム」

ＴＫＣ東北会宮城県支部

終了

2019年2月8日

地域・中小企業活性化のための金融機関と税理士の役割（講師：森会長）
支部例会・新春特別研修・賀詞交歓会

ＴＫＣ関東信越会新潟支部

終了

平成30年度地域金融機関職員研修

新春特別講演会・賀詞交歓会
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2019年2月18日
～2月22日

（第24回）動産評価アドバイザー養成認定講座

（第24回）動産評価アドバイザー養成認定講座

主催：特定非営利活動法人日本動産鑑定
共催：一般社団法人金融財政事情研究会

2019年2月25日

顧客本位の地域金融～持続可能なビジネスモデル構築に向けて～
（講師：森会長）

金融仲介の質の向上に向けたシンポジウム
地域企業の価値向上・地域活性化のためのアドバイスとファイナン 内閣府沖縄総合事務局財務部
ス

2019年3月5日

中小企業と地方金融機関の「共通価値の創造」に向けて
～金融排除から金融包摂へ～（講師：森会長）

中小企業診断士養成課程

独立行政法人中小企業基盤整備機構
関東本部中小企業大学校東京校

終了

2019年3月8日

事業性評価の真の理解から知的財産・資産の活用

事業性評価支店長勉強会

株式会社三重銀行

終了

2019年3月12日

顧客本位の地域金融～持続可能なビジネスモデル構築に向けて～
（講師：森会長）

金融仲介の質の向上に向けたシンポジウム
地域企業の価値向上・地域活性化のためのアドバイスとファイナン 財務省四国財務局
ス

終了

2019年3月18日

第2回事業性評価アドバイザー1級認定講座

第2回事業性評価アドバイザー１級認定式

終了

2019年3月18日

顧客本位の地域金融～持続可能なビジネスモデル構築に向けて～
（講師：森会長）

金融仲介の質の向上に向けたシンポジウム
地域企業の価値向上・地域活性化のためのアドバイスとファイナン 財務省東北財務局
ス

終了

2019年3月22日

地域活性化のための金融機関と税理士の連携とは（講師：森会長）

ＴＫＣ静岡会東部ブロック（３支部合同）
「中小企業経営支援フォーラム2019」

終了

特定非営利活動法人日本動産鑑定

ＴＫＣ静岡会東部ブロック

終了

終了
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