
皆様のお陰で、ＮＮ構想の会は全国大会（第21回）
を迎えることができました。
　コロナ禍での開催を危ぶむ声もありましたが、多くの方々のご助言・ご協力
のおかげで、オンラインという初めての試みですが開催できる運びになりまし
たことを本当に心より感謝申し上げます。
　本大会は、「チームワークで異次元の戦いをしよう～戦う自分をつくる成長
戦略」をテーマに掲げました。コロナショックの今こそ、私たちは“社会的イン
フラ”としての使命を自覚し、「活路」は必ずあると信じ、「ピンチをチャンスに
変える」ための成長戦略を描き、コロナ後の未来をつくるための戦いをしてい
きたいと思います。
　今大会のテーマのもと、私たち会計人のあり方を深く考える時間を共有した
いと思います。
　今大会二日間が、皆様にとって有意義な時間となりますことを祈念します。

チームワークで異次元の戦いをしよう！
～戦う自分をつくる成長戦略

テーマ 会計業界の次世代サポーターが語る！アフターコロナの展開

代表理事　岩永經世

9/9 13:00-13:30

ＮＮ構想の会

オンライン開催オンライン開催
第21回 全国大会

パネルディスカッション　第Ⅱ部

大会テーマと趣旨木

9/9 17:15-18:30
木

柏木 雅光 氏
Ｊａ－ＢＩＧ未来会計実践塾

株式会社日本ＢＩＧネットワーク・未来会計推進部　営業部長

伊藤 昌博 氏
あんしん経営をサポートする会
株式会社ＭＡＰ経営・専務取締役

コーディネータ パネリスト

テーマ 中小企業伴走型支援での会計人の使命と未来会計の活用とは

テーマ
専門家と地域金融機関のチームによる
中小企業伴走型支援のパラダイムシフト

パネルディスカッション　第Ⅰ部9/9 15:30-16:45
木

基調講演9/9 14:00-15:00
木

小久保　忍 氏
税理士法人りんく・代表社員

㈱みらい会計コンサルティング・代表取締役

日下 智晴 氏
金融庁 監督局銀行第二課地域金融企画室長

兼　地域金融生産性向上支援室長
監督局総務課地域金融支援室長

日下 智晴 氏

金融庁
監督局銀行第二課　
　地域金融企画室長
　地域金融生産性向上支援室長
監督局総務課
　地域金融支援室長

鈴木 克欣 氏
税理士法人ＳＨＩＰ・代表社員

高橋 晃彦 氏
株式会社ＲＩＮＧＳ ＰＲＯ・代表取締役

コーディネータ パネリスト

大会期間

9/9 木
9/10金

参加
無料

詳しくは
☞

ライブ配信

ライブ配信

あんしん経営をサポ―トする会
ＭＪＳ税経システム研究所
ＭＰＳ－ＯＪＴクラブ
ＯＢＣ会計人パートナー制度ＡＳＯＳ
ＣＭＬ／コンサル技連
Ｊａ-ＢＩＧ未来会計実践塾
ＪＥＮＣＡ：ＢｔｏＢビジネス研究会
日本Ｍ＆Ａセンターグループ
日本経営アドバイザー協会
磐石経営会
ｂｉｘｉｄｅｒ ｎｅｔｗｏｒｋ
ファミリーオフィス実践研究会
ＭｙＫｏｍｏｎ
弥生プロフェッショナルアドバイザープログラム

支持団体
主催：NN構想の会

●ベストセラー『捨てられた銀行』（橋本卓典著）にて
大きく取り上げられた地域金融の変革者であり、
事業者支援を推進する現役実務責任者。

■ 支持団体用　おもて面

岡本 辰徳 氏
ｂｉｘｉｄｅｒ ｎｅｔｗｏｒｋ

株式会社YKプランニング・代表取締役

渡部 恒郎 氏
日本Ｍ＆Ａセンターグループ

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター・取締役



テーマ テーマ テーマ

中島　努 氏
ＭＪＳ税経システム研究所　専任研究員

公認会計士

樋口 明廣 氏
株式会社インターフェイス

代表取締役

東　直司 氏
ジブラルタ生命保険株式会社

執行役員

雨森 良治 氏
株式会社日本Ｍ&Ａセンター

上級執行役員
ＴＰＭ事業部　事業部長

小久保 忍 氏
税理士法人りんく　代表

㈱日本ＢＩＧネットワーク 取締役
㈱みらい会計コンサルティング

代表取締役

野村 静洋 氏
株式会社オービック
ビジネスコンサルタント

マーケティング部　課長代理

稲嶺　旭 氏
株式会社YKプランニング

専務取締役
最高技術責任者

川人 寛徳 氏
株式会社batton
代表取締役

矢野　勉 氏
株式会社インフォマート

経営企画部シニアマネージャー

森　俊彦 氏
日本金融人材育成協会会長
株式会社マネジメントパートナーズ経営顧問

酒井 篤司 氏
株式会社マネジメントパートナーズ代表取締役
中小企業診断士

髙橋 晃彦 氏
株式会社RINGS PRO［秋田県］ 代表取締役
税理士・あんしん経営をサポートする会
　　　　東日本支部代表幹事

久保田 博之 氏
税理士法人久保田会計事務所［京都府］ 代表社員
税理士・あんしん経営をサポートする会副会長

亀井 英孝 氏
税理士法人名南経営
カスタマーサクセス推進室室長

加藤 健一 氏
弥生株式会社　マーケティング本部
営業推進部　部長

分科会　第Ⅰ部9/10 10:00-12:00
金

三者共通価値時代における
職業会計人の役割とは

あんしん経営をサポートする会
ＭＰＳ－ＯＪＴクラブ

支持団体

中小企業のための
新しい成長戦略

テーマ テーマ
Afterコロナを見据えた、
顧問先の『営業CF最大化』
の経営支援手法

【前年比230%超】会計事務所
だからこそ出来る法人向け
生命保険提案の最新トレンド

Ｊａ－ＢＩＧ未来会計実践塾
日本Ｍ＆Ａセンターグループ

支持団体

事務所のパフォーマンスを
劇的に向上させる！

ＭｙＫｏｍｏｎ
弥生プロフェッショナルアドバイザープログラム

支持団体

テーマ テーマ テーマ

9/10
先が見えない今こそ求められる！
「会計を使ったシミュレー
　ション力 向上セミナー」

次世代の会計事務所に
必要なデジタル活用を強力に
支援する『DX会計』のご紹介

1部　名南経営ソリューションズ

2部　弥生株式会社

理想の事務所を実現するための
”チームワーク強化の具体策” 

日々の業務効率化が成功への近道！
会計事務所の生産性向上

分科会　第Ⅱ部9/10 13:00-14:00
金

ＭＪＳ税経システム研究所支持団体 ＯＢＣ会計人パートナー制度ＡＳＯＳ
ｂｉｘｉｄｅｒ ｎｅｔｗｏｒｋ

支持団体

分科会　第Ⅲ部9/10 14:30-15:30
金

～カギを握る『非財務の質問力』とは～

日本経営アドバイザー協会支持団体

～顧問先に喜ばれる福利厚生プラン～

磐石経営会支持団体

ＪＥＮＣＡ：ＢｔｏＢビジネス研究会支持団体

※タイトル中の前年比は、ジブラルタ生命会計事務所代
理店における養老保険(円建・外貨建いずれも)の年換
算保険料実績から算出しています。（算定期間：2020
年4月～2021年3月、2019年4月～2020年３月）

《事務局直通》

☎095-826-1444

〒850-0035  長崎市元船町14番10号 橋本商会ビル４Ｆ
　　　　　　（ＩＧ会計グループ内）

担当：久保一美　小森百合子

ＮＮ構想の会 事務局

～東京プロマーケット上場と未来会計  ～鍵はチームワーク強化と生産性向上にあり～
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F

参加には、事前登録が必要です
大会当日は、ログインしてご視聴ください
（視聴には、登録時のID　パスワードが必要）

Withコロナで気付いた経理DXは、
会計事務所の新たなビジネスモデル！
今すぐ始められる
経理のためのDXとはなにか

■ 支持団体用　うら面

お申し込みはインターネットで

https://001.webexpo.jp/
exhibition/nnkousou

参加
無料


