
登録Ｇ紹介



体験参加は aibizlabo.com（エーアイビズラボ）

かながわのAIビジネスをリードし、10年後に勝ち残るためのイノベーションを共に創る

AI ビジネス研究会

未来を創る
中小企業の経営者と
未来の世界観を語れる

中小企業にDX活用
のアドバイスができる

つながる
未来の経営を語り合える

仲間とつながる

業種を超えて、幅広い
ネットワークをつくれる

学ぶ
AIビジネス動向や最新事例

を具体的に学べる

AIプランナーとしての
知識・経験が身に付く

DX の時代に、中小企業診断士の
新たなミッションについて一緒に考えませんか？

4 月17日 土
14:00～17:00 Zoom

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
右側ページ



海外ビジネス研究会

外国語
海外駐在

海外企業とのビジネス経験

一緒に学びましょう



登録G紹介
神奈川飲食店研究会



飲食店研究会の概要

・開催…偶数月第1水曜日19時～21時
(次回は4月7日 次々回は6月2日)

・場所…横浜駅周辺
・メンバー…10名(企業内5名・独立5名)
・対象…今後飲食店の診断業務等に関わりたい方

飲食店コンサルティングのプロの方
・次回テーマ…飲食店が活用する事業再構築補助金



か な が わ 再 生 承 継 研 究 会
•再生・承継案件事例を基にディスカッション

• フリーライド厳禁、積極的な意見交換を
•毎回懇親会あり
•奇数月の第二土曜日の午後に実施
•Ｌプラザ or 県民センター
•次回は５月８日（土）14:00～ 県民センター



かながわサポート
セントラルチーム

2021年4月4日



グループ概要と活動内容
• グループ概要

• 発足
中小企業施策の研究会として11年前に結成。現在は幅広くテーマを扱っている

• メンバー構成
独立診断士８名と企業内診断士３名の合計１１名で活動

• 活動内容
• 定例会

原則毎月第３土曜日の１４時から１６時
現在はZoomを使用してオンラインで開催

• 研究発表
毎月 輪番で研究発表を行い、そのテーマに基づいてサポセンブログに投稿。

発表内容は、中小企業施策に限定せず、各自の得意分野なども可。

• 年会費
２０００円



昨年度の定例会内容
４月 研究発表 経産省パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の

皆様へ」をもとに施策内容を共有 

５月 会員総会 

研究発表 

 

「2020 年度版中小企業白書の概要と中小企業の付加価値創出」につ

いて 

６月 研究発表 「新型コロナウイルスによる消費動向の変化」 

「新型コロナウイルス終息後の消費行動の変化予測」 

７月 研究発表 「WEB 会議のススメ」 

９月 研究発表 「USP について」「マーケティングのおすすめ本」 

10 月 研究発表 「５G と IoT について」 

11 月 研究発表 「包括担保制度について」 

「令和 3 年度経済産業省概算要求について」 

12 月 研究発表 「コロナ禍における倒産、廃業動向と 10/1 施行の中小企業成長促進

法の施策」 

１月 研究発表 「SDGｓの復習と中小企業施策」 

２月 研究発表 「コロナ禍における最近の消費者動向」 

３月 研究発表 「補助金に必要とされる経費関連書類」 

 



サポセンに入るメリット

•新しい中小企業施策について、いち早く情報をキャッチできる。

•補助金申請支援や事業計画の策定について学ぶことができる。

•様々な専門性を持った仲間と知りあうことができる。



お問い合わせ／連絡先

•かながわサポートセントラルチーム
代表 辻 徹
メールアドレス ksct1001@gmail.com

•ご興味のある方は、まずオブザーバー参加をお勧
めします。

mailto:ksct1001@gmail.com
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村上知也神奈川PIT（実践IT研究会）

(1)自身の
IT力アップ

(2)中小企業への
IT支援力アップ

https://pit.bz

・ネットショップを作りたいと相談されたら
・ノーコードツールで業務効率化をはかる
・Webを活用しての集客をはかる

・参加者が最近のITトピックを
発表して共有
おすすめアプリ/デジタル化の動向
Pythonで自動化/ 仮想通貨の動向 など

定例会は第1日曜日10-12時＠Zoom
次回 5月9日(日)9-12時@Zoom
Wordpressでホームページを作ろう

https://pit.bz/


各メンバーが農食分野の専門的支援者として活躍で
きるよう、毎月定例会（勉強会）を開催しています。
また、昨年度は、農業専門の診断士を講師とした、
農業の特別勉強会を開催しました（今春第二弾の開
催を企画中！）。

＜農業関係＞
・農食視点で見たサイゼリヤ（小林）
・固定種、在来種（佐藤）
・JAの販売事業を考える（齋藤）
・みずほの村（直売所事例）（荒井）
・農機シェアリース（多田）
・脱サラ農業はじめの一歩（江草）

＜６次産業化関係＞
・６次化成功事例 報告平塚漁港の食堂（匂坂）
・６次化活動報告（川名）
・６次化チャレンジ講座（インターンシップ）での講義内容（大川）

＜食品関係＞
・飲食店の食品衛生（高木）
・おいしさの見える化 風味を伝える
マーケティング力（角）

・テフとは～小さなパワーフード～
（石川）

・毒について（青木）

＜勉強会テーマ＞





川名 勝経さん
（当Gメンバ）

㈱はなまるフード
サービス経営者。
地元農家とタッグを
組んだ取組みを
されています。

「食の６次産業化プロデューサー養成講座」受講者を交え
農園見学（藤沢・井出トマト農園さん）



山﨑 隆由さん

農業経営支援センター 代表理事
神奈川県中小企業診断協会 相談役

神奈川士会主催「食の６次産業化プロ
デューサー」養成講座 講座長

山﨑さんを交え、みやじ豚BBQ



角 直樹さん
（当Gメンバ）

明治製菓で長年商品
開発・マーケに従事。
同タイトルの著書を
出版されています。

海老名で農作業



犬塚 秀一さん
（当Gメンバ）

農業専門の診断士。
農業コンサルのプロ
フェッショナル＆メ
ンバ全員の先生です。

農業・特別勉強会（参加者20名超）



～ 専門分野・地域の垣根を越えた人脈づくり ～
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2021年4月4日
かながわ☆はとば会

伊藤 由美子

“かながわ☆はとば会”



診断士の活動フィールドは
「ヒトとの交流」から始まる

企業内・独立 年齢や専門分野を超えた診断士の波止場、
交流サークルです。

将来独立を考えているので診断士の仕事情報がほしい、
一緒に勉強する仲間がほしい、会社以外の人脈がほしい、
目指す診断士像を見つけたい、キャリアの再構築をしたい、

そんな皆様の参加をお待ちしています！

会員数（ｌｉｎｅ登録者）約50名
企業内独立半々 年会費なし

かながわ☆はとば会とは



～2019年の活動 (定例イベント①飲み会系）～
★新年会１月 ★歓迎会 例年は5月頃
（中華街が多い）（福龍酒家は空いていて密になりにくい）

かながわ☆はとば会の活動内容



～2019年の活動(定例イベント②アウトドア系）～
★花見3～4月 ★ハイキング ★BBQ９月～

かながわ☆はとば会の活動内容



（その他イベント）
★ビール工場見学会 ★納涼会（ビアガーデン）
★オンラインクイズ大会ｅｔｃ・

かながわ☆はとば会の活動内容



診断士のキャリアは多様です。
はとば会で「なりたい診断士像」を見つけましょう！
まずははとば会イベントにに参加してみませんか。

入会希望者は下記にメールください。
（ＬｉｎｅとＦａｃｅｂｏｏｋグループに招待します）

神奈川県中小企業診断協会ホームページ
＞診断士の皆さまへ＞会員支援活動

＞登録グループの紹介＞かながわ☆はとば会
＞イベント案内申込フォーム

または
Yumiko.niji.mom@ｉcloud.com

かながわ☆はとば会への参加方法



現場改善プロコン と ものづくり企業の企業内診断士 で構成される ものづくりのエキスパート集団

神奈川ものづくり応援隊

 現場指導（生産性向上、QCD向上）の事例紹介
 IoT・AIツール紹介と現場での活用事例紹介
 手書き帳票削減のためのツール紹介とコンサル事例紹介
 指導先での困りごと共有と解決策についての意見交換
 勤め先企業の経営・技術に関する動向紹介

メンバーからの業務依頼

会合の内容

 メンバーが受注したコンサル案件のコンサル依頼
 メンバーが受注したセミナー案件の講師依頼
 メンバーが受注した補助金申請支援の応援依頼

（かなもの）

在籍メンバー

 現在約30名（プロコン：22名、企業内：8名）
 機械・電気系：約半数、IT系：約半数



健康経営とは
従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、

戦略的に実践する経営手法のこと

従来、産業医や保健師、社会保険労務士等が担っていた
労働関係や従業員の健康管理の分野にも経営という観点が

加わることで、従業員の健康管理をもとにした経営の活性化の実現という、
診断士の活躍の新たなフィールドが広がります。

登録G 健康経営支援プロジェクト



プロジェクトの歩み
2016年 「健康経営共創ラボ」発足
2017年 「健康経営支援プロジェクト」としてプロジェクト化

研究テーマ：働き方改革、メンタルヘルス、IT活用
2018年 横浜市と協力関係を構築

横浜市ウエルネスパートナーズに参画
横浜市の協力の元、2社のモニタリング
（D社：ユニフォーム製造販売、従業員約100名）
（G社：文具事務用品卸売、従業員約20名）
横浜市後援による健康経営セミナー実施

2019年 認定登録グループとして活動
研究テーマ：AI活用、ボードゲーム商品開発、ティール組織、就職氷河期世代支援
横浜市後援による健康経営セミナー実施
横浜市健康経営認証取得に向けた企業支援
（H社横浜支店：ボルト製造販売、従業員10名）

2020年 令和2年度中小企業診断協会『調査・研究事業』エントリー
令和2年度中小企業経営診断シンポジウム発表
業務案件



2021年度 活動テーマ

・横浜市認証取得のためのコンサル（普及啓発活動）
・認証取得後、業績に繋がる施策やコンサル業務
・省庁や自治体の補助金取得提案と申請サポート業務 獲得を目指します！

横浜市とともに健康経営を起点に
・男女共同参画
・女性活躍推進支援
・テレワーク下での働き方改革

推進していきます
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湘南診断士ネット紹介

2021年度

2021/4/4



神奈川県（特に湘南）の
中小企業に対する地域貢献

自主的な相互研鑽による理論の深化と
実践を通じて地域に貢献する
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1. 定例会 毎月１回

業界研究 （会員の相互発表）

2. 分科会活動

仲間を募って特定分野を研究
「企業診断ニュース」に活動掲載
企業支援 2件実施

3. HP運用 ブログ等による外部発信

4. 当会関連事業 補助金申請支援と講師登壇

（５.湘南ひらつかテクノフェア…20年度中止）

理論と実践（2020年度の実績）

理論

実践

地域貢献

理論

実践

定例会

HP

実践
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ご清聴ありがとうございました

次回定例会(Zoom参加可)

4月11日（日）17:00～19:00

オブザーバー参加をお待ちしています！

詳細は登録グループ説明資料をご参照願います

当会HPでも会員募集・見学受付しています
32



【主な活動】

１ 強み経営の実践指南
 実践マニュアルを作成

実企業に適用できます。

２ 知的資産経営報告書の作成
 「強み」をもとに企業の魅力を発信できます。

３ 他県の研究会との交流
 交流の輪を広げています。

「強み」経営研究会（協会登録グループ）

強みを活かした経営とは・・・・

一緒に考えてみませんか？

埼玉×神奈川×大阪 知的資産経営研究会

活動報告会（2019年11月）

HTTPS://tsuyomi-keiei.jimdofree.com/☛ 定例会 毎月第３土曜日



ビジネスIT研究会（BIT研）
中小企業の生産性向上につながるIT活用を支援

中小企業支援 IT･ IoT･WEB
企画・導入・活用

業務プロセス
補助金、社員研修

情報セキュリティ など

製造業
情報通信業
卸売・小売業

サービス業、建設業 など

製造業を中心に
幅広い業種に対応

経営と現場の
課題解決を支援

ICTベンダーとの交流



売上拡大
 課題抽出
 「見える化」項目の抽出
 営業活動アクションプラン策定
 ビジネス再構築

営業力強化
 売れる新商品のアイデア出し
 新規顧客開拓の進め方
 効果的な販売促進活動
 売上を倍増する営業方法

販路開拓
 マーケット調査
 顧客接点手法の開発
 公的制度の活用

情報発信
 デジタルマーケティング戦略立案
 ホームページ改善
 効果が出るSNS、メルマガ活用
 Web広告による集客

お申込みは↓
新たな時代への成長ストーリーを共に創り、共に歩む

マーケティング実践研究会

4 月24日
土

14:00～17:00 Zoom

体験
参加 お申込は mktlabo.com

（マーケットラボ）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
右側ページ



Kanagawa Medical Care Management Study Session

神奈川医療介護経営研究会（Medi Cam） R3年度
新設

医療経営/介護経営支援の専門家になろう！

勉強会 情報交換 事例研究 支援の実践

折笠勉（平24会）
経営コンサルアライアンス
SOAR代表

日本医業経営コンサルタント協会認定
医業経営コンサルタント

荒井ゆき（平29会）
株式会社メディリリーフ
代表取締役

日本医療経営実践協会認定
医療経営士 2級

 各メンバーが持つ優れた面を学び合う
 一人一人の成長をの積み重ねが研究会の発展につながる
 決して相手を否定しない

主な事務局メンバー

研究会Policy



ヘルステック大国
イスラエルから学ぶ

日本の医療DX

夏井 淳一 氏

バーズ・ビュー株式会社
代表取締役社長 兼 CEO

2021.4.27
T 
U
E

時間

場所 オンライン
（zoomを使用）

講師

第１部
「イスラエルのエコシステム」

第２部
「Clinical information system」

第３部
「スーパーシティ」

将来の人口減少、社会構造の変化を見据え、今後の
医療介護経営を支援する者として知っておきたい情
報をお話しいただきます。各テーマについて参加者
の意見交換も行う予定です。
現在会員を募集中です。お試しでの参加も受け付け
ておりますので、ぜひ奮ってご参加ください！！

19:00～21:00

Kanagawa Medical Care Management Study Session

神奈川医療介護経営研究会（Medi Cam）
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