理論政策更新研修
中小企業診断士 各位

平成２８年６月吉日
一般社団法人 神奈川県中小企業診断協会
会長 小倉

仁志

平成２８年度中小企業診断士｢理論政策更新研修」開催のご案内
拝啓

時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、平成 28 年度中小企業診断士｢理論政策｣登録更新研修を下記により開催いたします。受講をご希望
の方は、下記内容をお読みの上、お手続きいただきますようご案内申し上げます。
敬具
記
１．主

催：

一般社団法人 神奈川県中小企業診断協会

２．日程・会場・内容： ４ページ以降をご覧下さい。本年度も開催会場が２会場になります。
３．申

込：

以下の２通りの申し込み方法があります。

（１）県協会ホームページからの申し込み【申込手順を２ページ以降で説明しています】
My ページに未登録の方、協会の会員でない方もご利用いただけます。受講料のお振り込み（入金）が
確認され次第、受講票をご希望に応じてメールまたは郵便で送付いたします。
（２）FAX または郵送での申し込み【申込書は８ページにあります】
受講申込書を県協会宛にお送りください。この場合、「仮申し込み」となります。ご希望の受講回が定
員に達していた場合のみ、こちらからご連絡（電話）をさせていただきます。仮申し込み後、３営業日を
経過しても連絡がない場合、受講料をお振込みください。
４．申し込み受付期間： ◎前半 4 回、後半 4 回の申し込み受付期間が異なります。
①第１回～第４回

５月２５日（水）から各受講日の５日前まで

②第５回～第８回

９月２３日（金）から各受講日の５日前まで

※期間外に申し込まれた場合、無効になります。また各回、定員になり次第締め切ります。
５．受講料： ６，０００円

銀行振込＊

【重要】受講申し込み後、下記の振込口座に 2 週間以内＊＊に受講料をお振込みください。お振り込みが
ない場合、キャンセル扱いとなり、申し込みが取り消しとなりますのでご注意ください。
＊

金融機関発行の振込金受領書などを領収書に代えさせていただきますのでご了承ください。

＊＊

開催日直前のお申し込みの場合、申し込み受付後、至急お振り込みください。

振込先：

横浜銀行 横浜駅前支店

普通 3407278

一般社団法人神奈川県中小企業診断協会

（シヤ）カナガワケンチュウショウキギョウシンダンキョウカイ
※お振り込みの祭には、振込依頼人名に診断士登録番号（６桁の数字）＋氏名(カタカナ)をご入力ください。
６．変更・キャンセル：
受講回の変更あるいはキャンセルを希望する場合は、受講 1 週間前までに事務局に必ずご連絡ください。
受講回の変更は手数料不要です。キャンセルを希望する場合は、手数料を差し引いた額をご指定の銀行口
座に返金いたします。ご注意：受講日前 1 週間以降の変更およびキャンセルの返金は出来ません。
７．お問い合わせ： （一社）神奈川県中小企業診断協会 事務局
（１）電子メールアドレス：
（２）電話または FAX：

info@sindan-k.com

電話 045(228)7870

FAX

045(228)7871

月曜日～金曜日 10:00～16:30（土・日・祝祭日はお休みです）
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【県協会ホームページ（以下ＨＰと略）からの申し込み手順】

県協会 HP トップページ URL：http://www.sindan-k.com/
Step 1

県協会ＨＰトップページの左側ボックスの診断士更新研修はこちらをクリックします

最初にこちらをクリック

Step 2

「理論政策更新研修案内」ページで該当項目をクリック

■本部 My ページをお持ちの方（パスワードを設定している方）
平成 28 年度 理論政策更新研修 専用コーナーの「新規申込（連合会システムのパスワード設定済みの方）」
をクリック
■本部 My ページをお持ちでない方（パスワードを設定したことがない方）
平成 28 年度 理論政策更新研修 専用コーナーの「新規申込(連合会システムのパスワード未設定の方）」
をクリック

該当するどちらかをクリック

Step 3

それぞれ開いたページで

■本部 My ページをお持ちの方（すでにパスワードを設定している方）
①ログイン ID(診断士登録番号)と②パスワード（過去にご自身で設定）を入力してください。
■本部 My ページをお持ちでない方（いままでにパスワードを設定したことがない方）
①ログイン ID（診断士登録番号）
、②「カナ氏名（全角カタカナ）、③生年月日を入力してください。
※ログインできない場合は、表示された画面指示に従って手続きをしてください。
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Step 4

ログインが済むと、
「研修申込状況照会」ページが開きます。「神奈川県」を確認または選択

し、表示されたページの「受付状況」で「受付中」と表示された受講回の中から希望する回の「受
付中」をクリックしてください。

「神奈川県」と表示されていることを確認

「受付中」と表示されている受講回のみ、
申し込みができます

Step 5

「研修申込」ページが開いたら、①「受講料振込予定日（申し込み日から 2 週間以内）
」を半角
で入力してください

②「受講

票の取得」方法を選択（メール
アドレスをお持ちの方は、「メ
ールでの送信を希望する」を選
択ください）して、入力内容を
ご確認の上、③「申込内容確認
画面へ」をクリックしてくださ
い。

①

※この画面で、住所、メールア
ドレスなどの登録・変更ができ
ます。

②
③

Step 6

｢研修申込－内容確認｣ページで「受講情報」を最終確認後、
「確定」をクリックして申し込み
ここをクリックして、申し込みが

完了です

が完了です。「受講申し込みを
次の内容で承りました」のメー
ルが送信されますのでご確認
いただき、受講料を 2 週間以内
にお振込みください。

受講票は、入金確認後にメールまたは郵便にて送付いたします。
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平成２８年度 理論政策更新研修のご案内
第１回
１

テーマ
時間

日 時

平成 28 年 7 月 16 日（土）13：00～17：00

会場

ワークピア横浜

農林水産省における中小企業に係る施策について
13：00～14：00
講師
農林水産省 食料産業局 企画課 課長補佐 月岡 直明
未定

テーマ
価値創造の仕組み “人と人との繋がりが新しい価値を創造”
時間
14：00～15：30
講師
オムロン株式会社 IOT 戦略推進プロジェクトリーダ 竹林 一
あらゆる業界で市場が伸び悩み、またいいものを作れば売れるという時代は終わりました。これからは新しい市
２
場、新しい価値を創造する力が重要になってきます。どんな社会を創り、どんな価値を提供していくのか、まさに創
造力が試される時代。具体的な事例をベースに価値とは何か、価値を創造する仕組みとは何か、そして価値を創
造する人と人との繋がりについてともに考えていきます。
テーマ

イノベーションを生み出すには
～産官学連携や先行企業の実例を交えたオープンイノベーションについて～
時間
15：30～17：00
講師
株式会社フューチャーラボラトリ 代表取締役 橋本 昌隆
３
イノベーションを興すための一手法としてオープンイノベーションが盛んですが、うまく回っていないケースが多々
見られます。複数の実例をご紹介しながらイノベーションのおこる「場」つくりや外部連携のノウハウ、オープンイノ
ベーション実践のポイント・課題、哲学、コンセプトなどをお話させていただきます。

第２回

日 時

平成 28 年 8 月 20 日（土）09：00～13：00

会場

ワークピア横浜

テーマ
横浜市信用保証協会の経営支援について
時間
09：00～10：00
講師
横浜市信用保証協会 営業部企業支援課 伊藤 由美子
１
当協会では近年「信用保証」のみならず「経営支援」にも力を入れています。本講演では当協会が取り組んでい
る経営支援事業の説明のみならず、実際に手掛けた経営支援事例の紹介を通じて信用保証協会や金融機関と連
携して効果的な経営支援を行い、金融支援に繋げるためのポイントについてもお話しいたします。
テーマ
「仕組みの経営術」 ～成果を上げる人と組織に共通する「考え方」～
時間
10：00～11：30
講師
松井オフィス 代表 松井 忠三
２
西友のプライベートブランドとしてスタートした「無印良品」は、９０年代には順風満帆の成長が続きます。しかし２
００１年中間期に３８億円の赤字に陥ります。その時社長に就任し、見事に V 字回復を成し遂げた“柔和な豪腕”経
営者に、科学的に捉えた経営術のヒントをいただきます。
テーマ
インバウンド観光の現状と課題
時間
11：30～13：00
講師
株式会社 やまとごころ 代表取締役 村山 慶輔
３
訪日外国人客数は過去最高を更新し続けており、政府はインバウンド消費を経済成長における重要な柱とし
て、次々と新たな施策を打ち出しています。企業にとっては、インバウンド消費を取り込むことは成長のための大き
なチャンスです。最新のインバウンド市場を分析し、今後の見通しや企業における施策について一緒に考えます。

第３回

日 時

平成 28 年 9 月 17 日（土）09：00～13：00

会場

ワークピア横浜

テーマ
中小企業を取り巻く環境の変化 ～支援策を上手に活用しよう～
時間
09：00～10：00
講師
関東経済産業局 総務企画部企画課長 青木 宏
１
最近の経済情勢や社会環境の変化などにより中小企業を取り巻く環境がどのように変化しているか、また、今後
どのような変化が予測されるのかを、経済産業省の重点政策実行における実態面や来年度の予算の動きなどを
紹介し、中小企業支援者として施策の上手な活用術の一助となることについて説明します。
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テーマ
２

労働時間管理の仕方を変えたことによる生産性の向上

時間
10：00～11：30
講師
住社会保険労務士事務所 社会保険労務士 住 美賀子
政府は「働き方改革」を唱えており、その柱の 1 つが長時間労働の抑制です。法律で定める各種変形労働時間
制を上手に適用すると、労働時間を削減することができます。労働時間削減の効果が、割増賃金・会社負担の社
会保険料の削減のみならず、生産性の向上に及んだ事例をいくつかご紹介いたします。

テーマ
「うまく吹けたよ！」って笑顔がうれしい 演奏補助具「ふえピタ®」
時間
11：30～13：00
講師
アイディア・パーク 代表 北村 ゆか
３
小学校の音楽の授業で使う縦笛の穴をきちんと押さえられない児童のために、「ふえピタ®」を考案・商品化した
ところ、大きな反響がありました。しかし、主婦起業家にはサポートが必要です。理論研修では、①「ふえピタ®」商
品化の経緯 ②女性の起業に必要なこと ➂起業家目線でみた中小企業診断士に求めること 等をお話します。

第４回

日 時

平成 28 年 10 月 22 日（土）13：00～17：00

会場

ワークピア横浜

テーマ
時間

中小企業の海外展開支援 ～ＴＰＰ協定を踏まえて～
13：00～14：00
講師
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 東北本部
経営支援部長 中島 康明
１
平成２６年２月４日のニュージーランドでのＴＰＰ署名式を終え、我が国でも協定の国会承認、国内実施法の制
定、関連予算の確保が進められています。国内需要が縮小する一方、海外需要は旺盛で中小企業においてもこれ
らの取込みの重要性が増しています。今回は、こうした状況下での中小企業の海外展開支援について説明しま
す。
テーマ
時間

訪日外国人をビジネスに取込め！中小企業 ～小規模事業者の取組事例と今後の展開方向～
14：00～15：30
講師
前関東経済産業局企画課長
（武陽ガス株式会社営業部長） 勝本 光久
２
インバウンドに活路を見出そうと果敢にチャレンジしている中小企業・小規模事業者（製造・サービス業）の取組
事例をご紹介します。事例では成功要因のみならず、改善点や今後の課題を明らかにし、共通して抽出される訪
日外国人を受入れる際のポイントも提示していきます。
テーマ
「ＡＳＥＡＮ製造・販売のプラットホーム創りをめざして」 ～中小企業にとっての意義～
時間
15：30～17：00
講師
（株）サンケイエンジニアリング 代表取締役社長 笠原 久芳
３
創業 40 年コンタクトプローブ・電気測定の専門メーカーである㈱サンケイエンジニアリングが、 2014 年 2 月カン
ボジアのプノンペンに会社を設立、2016 年 4 月より操業を開始。更に、新たに 2016 年 2 月 9000 ㎡の土地を長期リ
ースにて取得。中小企業のためのＡＳＥＡＮの製造・販売のプラットホーム創りをめざします。

第５回
テーマ
１

日 時

平成 28 年 11 月 19 日（土）13：00～17：00

会場

ワークピア横浜

「知財と金融を取り巻く現状と特許庁の取組について」

時間
13：00～14：00
講師
特許庁 職員
中小企業の競争力に密接に関わる知的財産を評価することは、企業の中長期的な成長性を見極めるのに有益
です。本講義では、金融機関の知財評価の取組事例を交えながら、特許庁の知財金融への取組や中小企業支援
施策についてご紹介します。

テーマ
インバウンドとまちおこし
時間
14：00～15：30
講師
亜細亜大学経営学部 教授 安田 彰
２
今や外国人旅行客は日本にとって不可欠の存在となりつつある。それは少子高齢化と人口減を抱える日本の、
経済のみならず社会・文化上でも国際的な魅力や国柄を知ってもらうという戦略的な意味を担っている。そうした観
点からインバウンド客を意識したまちおこしや地域活性化について具体例をもとに一緒に考えていきたい。
３

テーマ
時間

チャレンジ精神。そして社会的企業へ。
15：30～17：00

講師

芝園開発株式会社 代表取締役 海老沼 孝二
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芝園開発株式会社は１９８６年に設立され、以後、駐車場・駐輪場事業を通じて、放置自転車問題などの社会的
課題の解決に取り組んでいます。本講演では、事業を通じた地域社会への貢献、ＩＴを活用した事業運営の仕組み
等について事例を紹介します。

第６回

日 時

平成 28 年 12 月 14 日（水）13：00～17：00

会場

崎陽軒本店６階

テーマ

神奈川県事業引継ぎ支援センターの活動について
－中小企業の事業承継問題の現状と支援の取組み－
時間
13：00～14：00
講師
神奈川県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 神谷 慎一
１
中小企業の事業承継問題の現状と、後継者不在の中小企業・小規模事業者の「事業引継ぎ（Ｍ＆Ａ）」を支援す
る国の事業を実施する機関として昨年９月に発足した「神奈川県事業引継ぎ支援センター」の活動状況をご説明さ
せていただきます。
テーマ
時間

「ものづくり」から「コトづくり」へのシフトを目指して
14：00～15：30

講師

株式会社ＮＴＴデータセキスイシステムズ
経営企画部 伊庭 嘉孝
２
個別注文のモジュール型組立製品かつ長期保守製品の工業化住宅事業に携わってきました。事業環境変化の
中、イノベーションを探求し続けた結果、供給者視点から需要者視点、ひいては生活者視座に立って発想しなけれ
ば、真に価値あるイノベーションは生まれないと考えるに至ったお話をさせて頂きます。
テーマ
競争から共創へ。業界横断型のビジネスモデル≪リアクア≫で新たな需要を創造
時間
15：30～17：00
講師
株式会社 喜久屋 代表取締役兼ＣＥＯ 中畠 信一
総需要が半減するクリーニング業界において、「ネット宅配クリーニング・リアクア」と言う業界横断型のサービス
３
を構築、「競争から共創へ」をテーマに全国 62 社のクリーニング事業者と提携。大手アパレル数社とも提携し、共に
生き残りを掛け取組んでいます。本取り組みは他の業界でも通用するビジネスモデルと考え紹介させて頂きます。

第７回

日 時

平成 29 年 01 月 14 日（土）13：00～17：00

会場

ワークピア横浜

テーマ
インバウンド観光の現状と課題
時間
13：00～14：00
講師
関東経済産業局 総務企画部 企画課長 青木 宏
１
最近の経済情勢や社会環境の変化などにより中小企業を取り巻く環境がどのように変化しているか、また、今後
どのような変化が予測されるのかを、経済産業省の重点政策実行における実態面や来年度の予算の動きなどを
紹介し、中小企業支援者として施策の上手な活用術の一助となることについて説明します。
テーマ
M＆A アドバイザリー業務の実務ポイント
時間
14：00～15：30
講師
株式会社日本経営承継支援 代表取締役 伊東 裕人
２
我が国では毎年、後継者難で約 13 万社の中小企業が廃業していると言われており、昨今 M&A により事業の継
続を図る企業が増えています。本セミナーでは M&A の実務年数 15 年以上、案件数にて 50 件以上を経験している
専門家が、中小企業診断士が行う M&A アドバイザリー業務の実務ポイントについてご説明します。
テーマ
下請け業界「ねじ屋さん」の、”脱下請け”の実際
時間
15：30～17：00
講師
株式会社サイマコーポレーション 代表取締役社長 斎間 孝
３ 1998 年に、現社長とその両親（計 3 名)でスタートしたねじ事業。現在、本社 22 名、中国法人 15 名、インド連絡事
務所 1 名で事業を行っています。低利益に悩むねじ業界で、利益の取れるビジネス作りを行っているサイマの実際
を ①自社ブランド構築 ②積極的な海外展開 ③子育て世代の女性スタッフの登用 と題してお話します。

第８回
１

テーマ
時間

日 時

平成 29 年 02 月 15 日（水）13：00～17：00

会場

崎陽軒本店 6 階

神奈川県商工会連合会の事業、企業支援について
13：00～14：00
講師
神奈川県商工会連合会 地域振興課 村越 満
6

商工会の組織とはどのようなものか？ 事業はどのようなことを行っているのかご説明いたします。また、商工会
や商工会連合会が行う企業支援について、支援事例や補助金、中小企業診断士との関わり、期待すること等をご
説明します。
テーマ
まんてんプロジェクトの取り組みと会員企業の技術力
時間
14：00～15：30
講師
APTES 技術研究所 愛 恭輔
２
まんてんプロジェクトは航空宇宙関連部品を開発、製造を支援するために 2003 年に全国の中小企業に呼びか
けて立ち上げたコンソーシアムです。このコンソーシアムの取り組みと今後の展開およびプロジェクトを支援してい
る会員企業の優れた加工技術や表面処理技術、ソフトウエアなどの技術を紹介します。
テーマ

着眼大局着手小局
「３人対１１０か国の交渉のシナリオ。資金なし、時間なし、知名度なし、からのアプローチ」
時間
15：30～17：00
講師
一般社団法人おもてなしズム Japan 代表理事
起承転結社 代表取締役 小柳津 誠
３
人口減少、所得低下という課題を抱え、全てのビジネスで国内市場は手詰まりになるのは明白。しかし資本もな
く人手もない、中堅中小の企業では独自の海外展開は難しい。そこで、我々はビジネスマッチングを成功させる
「OmotenasismModel」を提唱し活動を始めた。たった３人の兼業。資金も知名度もない中、２年で協力関係にある
大使館は５０か国を越えた。その過程をご紹介しつつ、中小企業活動のポイントを伝えます。

会場のご案内
※受講日によって会場が異なります。ご注意ください。

【ワークピア横浜

会場】
ワークピア横浜２階ホール
所在地：横浜市中区山下町 24-1
TEL ：045(664)5252
交通アクセス：
・地下鉄みなとみらい線、日本大通り駅
３番出口徒歩５分
・JR 京浜東北線、関内駅南口 徒歩 15
分

日本大通り駅
３番出口

【崎陽軒本店 6 階

会場】
崎陽軒 本店 6 階 貸し会議室
所在地：横浜市西区高島 2-13-12
崎陽軒本店 6 階
TEL ：045(441)8880
交通アクセス：
JR 線・横浜市営地下鉄・東横線・京浜
急行線・相鉄線 横浜駅

ｴﾚﾍﾞｰﾀ

横浜駅東口の階段を上がり、横浜中央郵
便局の方へお越しください。郵便局の向か
いです。正面入り口の道路沿いに 6 階への
専用エレベータがあります。
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送信方向

FAX または郵送用

送信先０４５（２２８）７８７１

ご注意：①FAX または郵送での申し込みは、事務局での受付処理を持って申込完了となります。
②第１回～第４回と第５回～第８回は申込受付期間が異なります。期間外の申込は無効となります。
③申込書 1 枚で 1 回の申し込みしかできません。複数回の申し込みをする場合は、お手数ですが申込書
をコピーし、それぞれ必要事項をご記入の上、お送りください。
２０１６年

一般社団法人

中小企業診断士

神奈川県中小企業診断協会主催

理論政策更新研修

診断士登録番号

受講申込書

お名前
（ふりがな）
（氏）

協会員・非協会員の別
ご住所

（名）

□協会員（
〒

協会

支部）

□非協会員

－

※日中、ご連絡のとれる電話

ご連絡先

電話番号

（

）

□ご自宅 □携帯電話 □勤務先（社名など

）

メールアドレス

【受講希望回】

◎ご希望する順に １、２、…とご記入ください
申し込み受付期間（５月２５日～各受講日の５日前）

受講回

受講日

会場

希望順位

第１回

２０１６年 ７月１６日（土）

午後

ワークピア横浜

第２回

２０１６年 ８月２０日（土）

午前

ワークピア横浜

第３回

２０１６年 ９月１７日（土）

午前

ワークピア横浜

第４回

２０１６年１０月２２日（土）

午後

ワークピア横浜

※複数回のお申し込み状況： □している

□していない

申し込み受付期間（９月２３日～各受講日の５日前）
受講回

受講日

会場

第５回

２０１６年１１月１９日（土）

午後

第６回

２０１６年１２月１４日（水）

午後

第７回

２０１７年 １月１４日（土）

午後

第８回

２０１７年 ２月１５日（水）

午後

※複数回のお申し込み状況： □している

ワークピア横浜
崎陽軒本店

６階

ワークピア横浜
崎陽軒本店

□していない

※個人情報の取り扱い 本申込書で取得した個人情報は、理論政策更新研修事業に限り利用いたします。
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希望順位

６階

