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２０２０年度事業報告 

運営事業 

１.総会、理事会の開催 

(1)２０２０年度定時総会（20２０年 6月 2６日開催  会場：江陽グランドホテル） 

    第 1号議案 ２０１９年度事業報告（案）及び収支決算（案）の承認 

    第 2号議案 ２０２０年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認 

 第 3号議案 理事・監事の選任 
 

(2)理事会 

・第 1回（20２０年 5月２０日 書面開催 ） 

     第 1号議案 ２０１９年度事業報告（案）及び収支決算（案）の承認 

     第 2号議案 ２０２０年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認 

     第 3号議案 理事・監事の選任 

第 4号議案 20２０年度定時総会の開催について 

    第 5号議案 新入会員の承認について 

    第 6号議案 報告事項 
 
・第 2回（2020年 6月 26日開催  会場：江陽グランドホテル） 

    第 1号議案 代表理事選定について 

第 2号議案 役付理事選定について 

第 3号議案 委員会委員長の委嘱について 

 

・第 3回（2021年 1月 29日 書面開催 ） 

第 1号議案 新入会員の承認について 

第 2号議案 報告事項 

    

２.委員会活動 

(1)運営委員会       ＊委員長／アイリスオーヤマ㈱ 社長室長 阿部一義 氏 
 
 ・第 1回（20２０年 5月 15日開催） 

     議事：新入会員承認、第 1回理事会議案、次期委員会委員長委嘱、その他報告事項 
 

 ・第 2回（２０２０年 7月 16日開催） 

議事：新入会員承認、会員区分について、今後の交流事業の在り方、その他報告事項 
 
 ・第 3回（２０２０年 9月 15日開催） 

    議事：新入会員承認、JNB全国フォーラム、ビジネスマッチ東北、新春賀詞交歓会、その他報告事項 
 
 ・第 4回（20２０年 11月 27日日開催） ※運営・企画・広報・東北ニュービジネス大賞合同委員会 

議事：新入会員承認、新春賀詞交歓会、JNB会員システム導入検討、その他報告事項 
 
 ・第 5回（20２１年 1月 21日開催） 

議事：新入会員承認、第３回理事会議案、２０２１年度事業計画、その他報告事項 
 
 ・第 6回（202１年 3月 25日開催） 

議事：新入会員承認、２０２１年度第１回理事会開催案、２０２１年度定時総会開催案、その他報告事項 

 

(２)企画委員会       ＊委員長／㈱エヌエスシー 常務取締役 髙谷将宏 氏 
 
・第 1回（2020年 5月 15日開催） 

      議事：行事の企画検討（ﾄｰｸｲﾝｻﾛﾝ､ｲﾝﾅｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ、視察会） 
 

・第 2回（2020年 7月 8日開催） 

     議事：今後の企画検討（ﾄｰｸｲﾝｻﾛﾝ､ｲﾝﾅｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ、視察会） 
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・第 3回（2020年 9月 10日開催） 

     議事：今後の企画検討（ﾄｰｸｲﾝｻﾛﾝ､ｲﾝﾅｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ､視察会） 
 
・第 4回（2020年 11月 27日開催） ※運営・企画・広報・東北ニュービジネス大賞合同委員会 

     議事：行事開催報告ほか 
 
・第 5回（2021年 1月 21日開催） 

     議事：今後の企画検討（ﾄｰｸｲﾝｻﾛﾝ､ｲﾝﾅｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ、視察会） 
 
・第 6回（2021年 3月 25日開催） 

     議事：今後の企画検討（ﾄｰｸｲﾝｻﾛﾝ､ｲﾝﾅｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ､視察会） 

 

(３)広報委員会       ＊委員長／㈱バイタルネット 社長室長 髙橋浩則 氏 
  
・第 1回（2020年 7月 8日開催） 

      議事：委員委嘱状交付、広報誌「Frontier」第１４号発行に向けて、HPの情報発信について 
 
 ・第 2回（2020年 9月 10日開催） 

     議事：広報誌「Frontier」第 14号の発行に向けて 
 
 ・第 3回（2020年 11月 27日開催） ※運営・企画・広報・東北ニュービジネス大賞合同委員会 

     議事：広報誌「Frontier」第 14号の編集進捗報告 
 
 ・第 4回（2021年 1月 21日開催） 

     議事：広報誌「Frontier」第 15号の発行に向けて 
 
 ・第 5回（2021年 3月 25日開催） 

     議事：広報誌「Frontier」第 15号の発行に向けて 

 

(４)東北ニュービジネス大賞委員会  

＊会長／アイリスオーヤマ㈱ 代表取締役会長 大山健太郎 氏 

＊委員長／ハリウコミュニケーションズ㈱ 代表取締役社長 針生英一氏 

＊審査委員長／学校法人至善館 理事・副学長 大滝精一 氏  
 

 ・第 1回（2020年 5月 15日開催） 

      議事：第 26回受賞者フォロー、「第 27回東北ニュービジネス大賞」の企画検討について 
 

・第 2回（2020年 7月 16日開催） 

     議事：第 26回受賞企業のフォローについて、第 27回の募集方法について 
 
・第 3回（2020年 9月 15日開催） 

議事：第 26回受賞企業のフォローについて、第 27回の募集促進について 
 

・第 4回（2020年 11月 27日開催） ※運営・企画・広報・東北ニュービジネス大賞合同委員会 

議事：応募状況について、今後のスケジュールについて 
 

◆審査委員会（2020年 12月 21日開催） 

     議事：各賞受賞企業の選定  ※２０２０年１２月２４日表彰対象者へ通知 
  

◆表彰式（2021年 2月 19日開催） 新春記念講演会・表彰式を実施（会場：仙台勝山館） 
 
・第 5回（2021年 1月 21日開催） 

    議事：第 27回表彰制度の結果について 
 
・第 6回（2021年 3月 25日開催） 

    議事：第 27回受賞企業のフォローについて、次回第 28回に向けて 

３.会員向けサービス 

・ホームページ、メールマガジンによる情報発信（会員情報及びＴＮＢ各種活動内容など） 

・TNB広報誌「挟みこみチラシ」サービス（第１３号に PRチラシを挟み込み、全会員向け発送） 

・TNB定時総会「企業 PRチラシ」配布サービス 

・NBC緊急 SOSサイトへの情報掲載サービス 

・事務局内に設けた「会員向けコワーキングスペース」の無料開放 



 

3 

 

４.会員増強活動 

・各県支部における非会員の行事参加促進、および関係団体との共催による相互会員間交流 

・各県支部単位で設定した会員数目標の達成に向けた会員拡大活動 

・東北ニュービジネス大賞受賞企業への入会促進活動 

 ・20２０年度末の会員数 「３３３法人・個人」 ＊前年度末「３４７法人・個人」 

 

会員活動支援事業 

５.「第１５回ビジネスマッチ東北 20２１春」の開催 
  開催日：2021年 3月 10日（水）   会場：夢メッセみやぎ   来場者数：2,997人 

  主催：（一社）東北ニュービジネス協議会、（一社）東北地区信用金庫協会、（一社）東北経済連合会、   

東経連ビジネスセンター、（一財）みやぎ産業交流センター 

  共催：みやぎ優れＭＯＮＯ発信事業実行委員会、東北地区しんきん経営者協議会、 

東北六県商工会議所連合会 

  協力：仙台商工会議所 

    ＜ビジネス展示会＞ 出展企業数：３８１企業・団体（リアル展示３１７、WEB展示６４） 

    ＜個別商談会＞    参加バイヤー企業数３７社、個別商談件数１９４件 

    ＜当日の全商談件数＞ 2,254件 

      

６．「ＴＮＢインナー・ビジネスマッチング」の開催 

・第 7回（2020年 7月 10日 会場：大和証券仙台ビル） 

 プレゼン企業 4社／①㈱IDENTITY ②㈱ボルテックス  

③NTTタウンページ㈱ ④NPO法人 natural science 
 
・第 8回（2020年 10月 16日 会場：NTT都市開発ショールーム） 

 プレゼン企業 4社／①富士電機㈱東北支社 ②整理収納ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ阿部静子氏 

 ③㈱キャリアアシスト   ④コミュニケーション・リンク㈱ 

 

７.各県支部の事業推進と連携・交流の推進 

 ＜あおもり支部＞  支部長／㈱吉田産業 代表取締役社長 吉田誠夫 氏 

               事務局／㈱吉田産業 100周年事業準備室部長 小野十三宏 氏 
  

①支部幹事会、第 36回講演会（20２０年 9月 29日開催 会場：八戸パークホテル） 

     議事 ２０１９年度事業報告及び収支結果報告の件・２０２０年度事業計画及び収支予算案の件                 

     講演会 「ニューノーマルな時代を見据えて」 

           講師：東日本電信電話株式会社 青森支店長 越智徹二 氏 
  

②支部幹事会、第 37回見学会・講演会（２０２１年 3月 17日開催 会場：NTT東日本青森支店） 

     議事   新年度支部行事について 

見学会 NTT東日本青森支店 「HAnet Station」  

講演会 「愚直なまでの研究開発で「藍」の可能性を引き出す」 

講師：あおもり藍産業株式会社 常務執行役員 大友寛行 氏 

    青森県中小企業団体中央会 弘前支所長 古川博志 氏 

 

 ＜あきた支部＞   支部長／㈱サノ・ファーマシー 代表取締役 佐野元彦 氏 

               事務局／㈱サノ・ファーマシー 取締役人事・総務部長 佐藤 淳 氏 
   

①支部幹事会、支部交流会（２０２０年 11月 9日開催 会場：メトロポリタン秋田） 

      議事    会員拡大活動について、支部予算について、次回支部交流会について 

講演会 「麹・その古くて新しいもの」 

講師：株式会社秋田今野商店 代表取締役社長 今野 宏 氏   
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   ②支部幹事会、支部講演会（２０２１年 3月 16日開催 会場：メトロポリタン秋田） 

      議事    会員拡大活動について、次回支部交流会について、支部予算について 

講演会 「SDGｓと企業経営」 

講師：みずほ銀行秋田支店 支店長 中村 壮 氏  

  

＜いわて支部＞   支部長／㈱浜千鳥 代表取締役 新里 進 氏 

               事務局／㈱北日本銀行 営業統括部調査役 中村尚司 氏 
 

①支部幹事会（２０２０年 7月 28日開催  会場：ホテルメトロポリタン盛岡  

議事   支部運営体制、会員の入退会状況、次回支部行事について 

②支部交流会（2020年 11月 6日開催  会場：㈱浜千鳥、ホテルサンルート釜石） 

見学会 ㈱浜千鳥 酒蔵 

講演会 「東日本大震災からの復興」講師：小野食品㈱ 代表取締役 小野昭男 氏  

プレゼン「光触媒空気抗菌装置の開発と未来展望」 釜石電機製作所㈱ 専務取締役 佐藤太郎氏 

   ③支部幹事会（2021年 3月 1日開催  会場：ホテルメトロポリタン盛岡  

議事   2021年度支部事業計画について 
 

 

 ＜やまがた支部＞ 支部長／前田製管㈱ 代表取締役 前田直之 氏 

               事務局／前田製管㈱ 営業・経営企画グループ部長 菅原玉樹 氏 
 

①支部幹事会（２０２０年 8月 5日開催  会場：山形貸会議室） 

    議事   ２０１９年度事業実績・収支および２０２０年度事業計画・予算について  

②第 48回やまがたﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ経営塾（20２０年 8月 26日開催 会場：メトロポリタン山形） 

経営塾  「アフターコロナ後のニューノーマル時代 新様式」 

講師：アイリスオーヤマ㈱ 代表取締役会長 大山健太郎 氏 

③支部幹事会（2021年 3月 17日開催 会場：山形貸会議室） 

議事  2021年度支部行事の検討 
 

 ＜ふくしま支部＞ 支部長／㈱ダイユーエイト 代表取締役社長 浅倉俊一 氏 

               事務局／㈱ダイユーエイト 専務取締役 三瓶善明 氏 
   

①支部幹事会（2020年 4月 9日※書面開催） 

      議事 201９年度事業実績・収支および 2020年度事業計画・予算について他 

②第 50回会員交流会（2020年 10月 7日開催 会場：クーラクーリアンテ） 

講演会 「ユーザーイン経営」 

講師：アイリスオーヤマ㈱ 代表取締役会長 大山健太郎 氏 

③支部幹事会（2021年 3月 19日開催 会場：茶寮おりおり）  

     議事  2020年度事業・収支報告および 2021年度事業計画・予算、役員改選など 

 

 ＜みやぎ支部＞   支部長／㈱藤崎 専務取締役 田中昌志 氏 

               事務局／（一社）東北ニュービジネス協議会 常務理事・事務局長 奥田義克 氏 
 

①ビアパーティー（2020年 8月 27日開催 会場：藤崎ビアガーデン）   

②入会促進の集い（2020年 10月 10日 会場：FOREST KITCHEN with Outdoor Living）   

※以上みやぎ支部主催行事については、全て会員交流部会と合同開催。 

８.研究部会活動   

 ＜ビジネスコンサルティング＆プロモーション部会＞ 

部会長／（一社）ヒューマン・ネットワーク仙台 代表理事 鈴木平一 氏 

    ・仙台放送の発行メディア「仙臺いろは」とのコラボレーション企画 

①20２０.８.２８発行 ニュースヘッドライン（1ページ）に TNB会員企業 10社掲載 

②2020.10.30発行 ニュースヘッドライン（1ページ）に TNB企業他 10社掲載 
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＜経営研究部会＞ 

    部会長／オヤマ税理士法人 代表社員・税理士 小山久義 氏 
  
 ＜会員交流部会＞  

部会長／㈱プロジェクト地域活性 代表取締役社長 望月孝氏 

日東通信㈱ 代表取締役社長 高橋進太郎氏 

①ビアパーティー（2020年 8月 27日開催 会場：藤崎ビアガーデン）   

②入会促進の集い（2020年 10月 10日 会場：FOREST KITCHEN with Outdoor Living） 

※以上、みやぎ支部と合同開催。 

  

９.東北地域及び全国の関係機関との連携・支援 

  ・J-Startup TOHOKU（東北経済産業局・仙台市）の「地域サポーターズ」 

および仙台スタートアップ・エコシステム推進協議会「第二号会員」としてスタートアップ支援 

・東北経済産業局、東北農政局、宮城県等が主管する会議への参加、および同機関が主催するセミナー 

や説明会等について、会員への情報提供を実施。 

・関係支援機関、学術機関等が主催する各種イベントの後援 

  「第 16回キャンパスベンチャーグランプリ東北」  

  「EY Entrepreneur Of The Year 2020 Japan 東北地区大会」 

  「東北大学 Tech Open 2019」 「SENDAI for Startups! 20２1」 

「東北大学ビジネスプランコンテスト vol.4」 

  ・東北経済産業局創業支援等事業計画認定評価委員会への参画 

・大学発ベンチャー（学生起業家）を特別会員として迎え入れ、事業化への伴走支援を実施 

 

会員交流事業                                                       

１０.定時総会・新春特別講演会の開催 

  ・「2020年度定時総会」 （２０２０年 6月 26日開催 会場：江陽グランドホテル） 

   第 1号議案 ２０１９年度事業報告および決算の承認について 

第 2号議案 ２０２０年度事業計画および予算の承認について 

第 3号議案 理事・監事の選任について 
   

・「２０２１年新春特別講演会・第 27回東北ニュービジネス大賞表彰式」 

                  （２０２１年 2月 19日開催  会場：仙台勝山館） 

  ＜リモート講演＞ 

「日本政策金融公庫の役割」 講師：㈱日本政策金融公庫 代表取締役 総裁 田中一穂 氏 

  ＜第２６回東北ニュービジネス大賞表彰制度表彰式＞ ＜会長・支部長懇談会＞ 

 

１１．広報誌「フロンティア」の発行 

   ◆２０２０年 5月 13日 広報誌「Frontier」第１３号発行 １６００部 

   ◆２０２０年 12月 4日 広報誌「Frontier」第１４号発行 １６００部 

 

１２．トークインサロンの開催 

・第 1回（２０２０年 5月 26日開催  会場：NTT青葉通りビル「ｽﾏｰﾄｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾗﾎﾞ仙台」）  

    講演 「eスポーツから生まれる新たな市場」 

    講師：（一社）仙台ｅスポーツ協会代表理事・㈱エヌエスシー 常務取締役 高谷将宏 氏 
 
・第 2回（２０２０年 9月 18日開催 会場：ＮＴＴ都市開発ショールーム） 

講演 「データに基づくコロナ後の観光復興戦略」 

講師：東北大学大学院 経済学研究科 教授 吉田 浩 氏 
  
・第 3回（２０２１年 2月 25日開催 会場：ＮＴＴ都市開発ショールーム） 

    講演 「地域資源の再発見～宝島プロジェクトとは～」 

    講師：ＮＰＯ法人 FIRST ASCENT JAPAN 理事長 むらかみ みちこ 氏 

  



 

6 

 

１３．視察会の開催 
・第 1回（２０２０年 11月 13日開催  福島県浜通りエリア）  

    視察先／ ①東日本大震災・原子力災害伝承館  ②福島水素エネルギー研究フィールド 

③福島ロボットテストフィールド 

 

１４．ＪＮＢをはじめとした全国のニュービジネス協議会との連携 

・第 16回新事業創出全国フォーラムOnlineへの参加 （ＴＮＢ関連５２名登録） 

開催日：20２０年 10月 8日  参加登録者数：1,174名 

＜主催者トップ対談＞     

＜基調講演＞㈱ディー・エヌ・エー代表取締役会長 南場智子氏 

アイリスオーヤマ㈱代表取締役会長 大山健太郎氏 

＜第１５回ニッポン新事業創出大賞発表・表彰式＞ ＜オンライン懇親会＞＜オンライン商談会＞ 
  

・他地域ニュービジネス協議会とのイベント相互交流 

東北主催「１１/１３ 視察会」に埼玉・神奈川ＮＢＣ会員が参加 

関東圏 NBC主催「２/２４ 関東圏NBCオンライン情報交換会」に参加 
 

・JNB理事会、総会、全国会長会議、全国事務局代表者会議 

    第９回定時総会・第４３回理事会 ※書面決議 

全国事務局代表者会議  ２０２０年７月１７日 オンライン開催 

第４４回理事会  ２０２０年９月２５日 オンライン開催 

    第４５回理事会  ２０２０年１２月１５日 オンライン開催 

    第４６回理事会  ２０２１年３月１０日 オンライン開催 

 

 表彰事業                                                     

１5. 第２７回東北ニュービジネス大賞表彰の実施 

 募集期間：２０２０年 8月～11月 
 
 審査期間：２０２０年 12月 ※20２０年 12月 21日に審査委員会を開催 
 
 表   彰：2021年 2月 19日 第 27回東北ニュービジネス大賞表彰式 （会場：仙台勝山館） 
 
 受 賞 者： 

◎東北ニュービジネス大賞 

インターフェイス株式会社 代表取締役     野澤 一美 様  （秋田県） 

株式会社ホリ・コーポレーション    代表取締役社長     堀   直之 様  （山形県） 
 
◎東北アントレプレナー大賞 

有限会社 三陸とれたて市場  代表取締役社長     八木健一郎 様  （岩手県） 
 
◎シニアアントレプレナー大賞 

あおもり藍産業協同組合   代表理事     吉田 久幸 様  （青森県） 
 
◎革新的技術開発賞 

日本工機株式会社白河製造所     常務取締役・製造所長 寺島 実  様   （福島県） 
 
◎特別賞 

株式会社ディメール      代表取締役社長     木村 興  様   （青森県） 
 
◎奨励賞 

   株式会社釜石電機製作所         代表取締役     佐藤 一彦 様  （岩手県） 

   株式会社グレープリパブリック  代表取締役社長     平   高行 様  （山形県） 

   株式会社サムライアロハ   代表取締役     櫻井 鉄矢 様  （宮城県） 


