
●平成２３年度 2011年（2011/4月～2012/3月）
1月19日 「平成２３年新春賀詞交歓会」の開催　於：グランドプリンス赤坂
同日 「正副会長会議」を開催　　「全国会長会議」を開催
3月4日 「第２５回理事会」を開催
5月19日 「第２６回理事会」を開催
6月7日 「第６回通常総会」を開催　於：ＡＮＡホテル
7月29日 「事務局代表者会議」を開催
同日 「第２７回　理事会」を開催
8月25日 「全国会長会議」を開催
同日 「臨時総会」を開催
11月10日 「第７回新事業創出全国フォーラムin関西」開催
１１月３０日～１２月３日 「世界中小企業エキスポ視察ミッション」実施
1月18日 「全国会長会議」開催　於：ホテルオークラ東京
同日 「平成２４年度新春賀詞交歓会」開催
同日 「三木康弘氏　藍綬褒章受章祝賀会」開催
3月16日 「第２回　理事会」を開催

●平成２２年度 2010年（2010/4月～2011/3月）
・５月１０日 「第２３回理事会」を開催
・６月１０日 「第５回通常総会」を開催　於：ＡＮＡホテル
同日 「第９回全国会長会議」を開催
６月２４日～２７日 「訪中国経済ミッション上海万博」実施
　 　　交流会・懇親会の実施・現地企業視察・上海万博視察など
・７月３０日 「事務局代表者会議」を開催
・８月２６日 「正副会長会議」を開催
・１１月１６日 「第６回新事業創出全国フォーラムin埼玉」開催
同日 「第２４回理事会」を開催
・１月１９日 「平成23年新春賀詞交歓会」の開催　於：グランドプリンス赤坂
同日 「正副会長会議」を開催、「全国会長会議」を開催
・３月４日 「第25回理事会」を開催

●平成２１年度 2009年（2009-4月～2010/3月）

・５月２０日 「第19回理事会」を開催
同日 「吉田・大山両氏受賞記念お祝会」を開催　於：ホテルオークラ
・６月１０日 「第4回　通常総会」を開催　於：ＡＮＡホテル
同日 「第8回全国会長会議」を開催
・７月３１日 「事務局代表者会議」を開催
・８月２１日 「平成21年度第1回ＪＮＢ正副会長会議」を開催
・１０月１６日 「第20回　理事会（書面審議）」を実施
・１０月２９日 「第5回新事業創出全国フォーラムin福岡」開催
・１１月４日 （独）中小企業基盤整備機構主催「中小企業総合展2009inTOKYO」へ出展
・１１月 秋の叙勲で市村次夫氏（21世紀ＮＢＣ前会長）が藍綬褒章を受ける
・１月２０日 「平成２２年新春賀詞交歓会」の開催　於：グランドプリンス赤坂
同日 「正副会長会議」を開催　　　「第２１回理事会」を開催
・３月５日 「第２２回理事会」を開催
同日 「市村次夫氏受章記念お祝い会」を開催　於：ホテルオークラ

●平成２０年度 2008年（2008/4月～2009/3月）

・５月１３日 「第14回　理事会」開催
・６月１２日 「今野・松坂両氏受章記念お祝い会」　　ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ東京「ﾒｲﾌｪｱ」

｢第３回　通常総会｣　「第15回　理事会」　2代 長谷川裕一会長就任
｢第6回　全国会長会議｣開催　於：ANAインターコンチネンタルホテル

・８月 「第16回　理事会」（書面審議）

ＪＮＢの歩み
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・８月５日～６日 「新連携・モノ作り　中小企業全国フォーラム」
・８月８日 「平成20年度　第1回　正副会長会議」開催　於：ＪＮＢ会議室
・９月１７日 「平成20年度　第1回　会員拡大・組織拡大委員会」開催
・１０月１４日 「第16回　理事会（書面審議）」開催
・１０月１７日・１８日 「第4回　新事業創出全国フォーラム　in 仙台」」開催
・１１月１２日 経済産業省・日本ベンチャー学会共催

「エンジェルネットワークの構築に向けたシンポジウム」
・１１月 秋の叙勲で吉田　總一郎副会長が藍綬褒章を受ける
・１１月２６日 （独）中小企業基盤整備機構主催「中小企業総合展2008iｎＴＯＫＹＯ」へ出展
・１１月２７日 「平成20年度第１回政策提言委員会」を開催。終了後に講師を囲んで勉強会を開催
・１月２１日 「平成21年新春賀詞交歓会」の開催　於：グランドプリンス赤坂　
同日 「第8回全国会長会議」「事務局代表者会議」
同日 「平成20年度第2回会員拡大・組織拡大委員会」を開催
・２月１９日 「平成20年度第2回政策提言委員会」を開催
・３月６日 「平成２０年度」第２回正副会長会議」「第18回理事会」を開催
・３月２７日 「平成20年度第3回政策提言委員会」を開催
同日 経済産業省、中小企業庁へ「要望書（中小企業支援策の意見・提案）」を提出

●平成１９年度 2007年（2007/4月～2008/3月）

・４月２５日 「ＪＮＢ事務局担当者会議」　於：ＪＮＢ会議室
・５月 「第１０回理事会」（書面審議）
・５月２３日 「事例研究勉強会」の開催　　東京　ＪＮＢ会議室
・６月 「第１１回理事会」（書面審議）
・６月１５日 「第４回全国会長会議」　　　ＡＮＡｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ東京
同日 「ＪＮＢ第２回通常総会」　　　ＡＮＡｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ東京
・６月１９日 「新連携・モノ作り　中小企業全国ﾌｫｰﾗﾑ」　　東京国際ﾌｫｰﾗﾑ
・９月１１日 「ＪＮＢ総務委員会」開催　　　　東京　ＪＮＢ会議室
・９月２０日 「平成２０年度税制改正に関する要望」提出
・９月２５日 「ＪＮＢ第１回正副会長会議」　　京王プラザホテル札幌　笛の間
・１２月７日 「第２回総務委員会」開催　　　東京　ＪＮＢ会議室
同日 「第２回正副会長会議」開催　　　東京　ＪＮＢ会議室
・１２月１８日 「ＳＮＳ構築に係わるＪＮＢ委員会」開催　　東京　ＪＮＢ会議室
・１月１８日 「第１２回理事会」開催　於：グランドプリンスホテル赤坂
同日 「新春賀詞交歓会」開催
同日 「ＳＮＳ調査チーム」会合
・３月２７日 「第３回正副会長会議」開催　於：ＪＮＢ会議室
同日 「第１３回理事会」開催　於：ＪＮＢ会議室

●平成１８年度 2006年（2006/4月～2007/4月）
・４月 「第５回正副会長会議」　於：ＪＮＢ事務局
・５月 「第４回理事会」　於：ＪＮＢ事務局
・５月 「ＪＮＢ（特区・規制改革）キャラバン勉強会」　開催
・４月～６月 「新連携全国フォーラム」　　後援及び支援ブース出展
・６月 「第１回通常総会」「正副会長会議」「全会長会議」
・６月１６日 「JNB第２回全国会長会議」　広島　全日空ホテル
・８月２８日 「第２回新事業創出全国フォーラム」（JNB全国大会併催）
・８月２９日 「JNB記者会見」　広島　全日空ホテル
同日 「平成１８年度提言・要望」提出
・９月 「平成１９年度　税制改正に関する要望」　提出
・１１月 「２００６関東圏ニュービジネス協議会交流会」開催
・１２月 「第三回正副会長会議」開催　於：JNB会議室
・１月１８日 「第三回全国会長会議」開催　於：赤坂プリンスホテル
同日 「JNB第８回理事会」開催
同日 「新春賀詞交歓会」
・３月２３日 「第９回理事会」　於：ＪＮＢ本部会議室



●平成１７年度 2005年（2005/4月～2006/3月）
・４月 JNB 特区キャラバン（特区勉強会・意見交歓会）実施 
・６月 「正副会長会議及び第６回理事会」開催　　東京にて
・７月２１日 第２回総会　開催、法人設立総会
同日 「新事業創出全国フォーラム」（ＪＮＢ全国大会併設）開催
・８月１８日 JNB許可、社団法人設立、初代 志太勤会長就任
・９月２７日 「平成１８年度税制改正に関する要望」提出
・１０月１４・１５日 「ＮＢＣ関東ブロック軽井沢セミナー」
・１０月２１日 特別事業委員会開催（委員長　吉田副会長）
・１１月１４日 第1回理事会（持ち回り決議）
・１２月２日 ＪＮＢ第2回正副会長会議　於：東京　<アークヒルズクラブ>
・１月２０日 ＪＮＢ第３回正副会長会議及び第2回理事会
同日 「１８年度新春賀詞交歓会」　於：東京　全日空ホテル
・２月 アンケート調査実施
・３月１５日 「ニュービジネス大賞」発表・表彰式実施
・３月１５日 「第4回正副会長会議」　　　東京　ＪＮＢ事務局
・３月２２日 「第1回ニッポン新事業創出大賞」を創設・実施
・３月 春の叙勲受賞者発表

●平成１６年度 2004年（2004/4月～2005/3月）
・４月２６日 正副会長会議（１５年３月度）開催　（東京にて）
・５月２４日 JNB 関東圏会長会議（東京にて）
・７月２日 JNB 第 1回通常総会（東京　全日空ホテルにて ）
・４月～ 「規制改革・民間開放推進会議」 
・６月～１０月 「特区、地域再生､規制改革､民間開放集中受付月間」に伴う「キャラバン」の実施への連携
・８月～９月 「規制改革・民間開放、特区、地域再生に関するアンケート」実施
・１０月２５日 「正副会長会議」開催（東京にて）
同日 記者会見開催
１０月～ テレビ東京経済番組「サムライ魂（スピッリト）」制作協力
・１０月 「１７年度税制改革要望」提出
・１１月 「新潟県中越地震災害義援金」募集
・１２月１５日 「全国会員大会開催委員会」第1回開催　　東京にて
・１月２０日 「正副会長会議・理事会・賀詞交歓会・記者会見」の開催（東京にて
・３月１０日 「ＪＮＢ正副会長会議・ＪＮＢ全会長会議・全国会員大会開催委員会会議、

特別事業委員会会議』開催　東京にて

●平成１５年度 2003年（2003/4月～2004/3月）
・４月 「ＪＮＢ事務局長会議」開催（東京にて）
・７月 ＪＮＢ幹事会開催（東京にて） 
・９月１２日 「日本ニュービジネス協議会連合会」設立総会開催　東京にて 
・１０月１５日 「正副会長会議」開催　東京にて 
・１０月２０日 JNB 記者会見
・１２月３日 JNB全国事務局長会議　開催　東京にて（国際フォーラム） 
・１２月１７日 「関東圏会長会議」
・１月２０日 「正副会長会議・理事会・賀詞交歓会・記者会見」の開催（東京にて）　　
・２月２０日 ＪＮＢ事務局代表者会議及びＪＮＢ-ＨＰ実務者検討会議（東京にて）
・３月１日 「組織検討委員会」開催　　（大阪にて）

●平成１４年度 2002年（2002/4月～2003/3月）

・５月 「ＪＮＢ幹事会」開催

・７月 「ＪＮＢ事業検討委員会」開催

・９月 事務局長会議

・１０月 「全国連合会会議」開催

・１０月 「ＪＮＢ組織強化委員会」開催

・４月の「組織強化についての確認事項」をもとに審議
・１２月 「ＪＮＢ組織強化委員会」開催（大阪にて）



・１２月 「雇用アンケート」実施
・２月 「ＪＮＢ組織強化委員会」開催（名古屋にて）
・３月 「ＪＮＢ組織強化委員会」開催（東京にて）
・３月 「ＪＮＢ幹事会」開催（東京にて）

●平成１３年度 2001年（2001/4月～2002/3月）
・１月 「ＪＮＢ今後の方向性について」
・５月 「ＪＮＢ幹事会」開催
・６月 「全国ニュービジネス協議会今後の方向性について」
・１２月 「ＪＮＢ幹事会」開催

・３月 ＪＮＢ新組織についての打ち合わせ

・３月 ３月事務局長会議 

●平成１２年度 2000年（2000/4月～2001/3月）

・２月 「全国事務局会議」
・４月 「ＪＮＢ幹事会」　「全国ニュービジネス協議会連合会規約」改訂
・１２月 「ＪＮＢ幹事会」開催

●平成１１年度 1999年（1999/4月～2000/3月）

・４月 ｢全国事務局長会議」の開催
・１０月～ 会報誌ブリテンにＪＮＢコーナーを設置

●平成１０年度 1998年（1998/4月～1999/3月）

・４月 「ＪＮＢ幹事会」の開催 
・８月 「全国関係団体担当ミーティング」の開催
・１０月 「第１回ＪＮＢ共催イベント」の開催

・平成９年１１月  「ＪＮＢ関係者懇談会」の開催 （メッセに合わせて実施）
・平成９年３月  「ＪＮＢ幹事会」の開催 
・平成８年１２月 「ＪＮＢ幹事会」の開催 
・平成７年１１月 全国ニュービジネス協議会正副会長会議」の開催 
・平成６年１１月 ｢会長会議｣の開催（ニュービジネス･メッセに合わせて実施）
・平成５年１０月 ｢会長会議｣の開催 
・平成４年１０月 ｢会長会議｣の開催 
・平成４年６月 「会長会議」「ニュービジネス委員会」の開催
・平成３年４月 「ニュービジネス委員会」（以後,開催地の持ちまわりを検討）
・平成２年１０月　 「会長会議」「連絡調整会議」、「ニュービジネス委員会」合同開催 
・平成２年１月 「全国ニュービジネス関係団体連絡調整会議」開催 
・平成１年１０月 「全国ニュービジネス関係団体正副会長会議」開催


