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理論政策更新研修 
中小企業診断士 各位                             令和３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 井上 真伯 

令和 3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。 

令和 3 年度中小企業診断士「理論政策更新研修」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。本年度は、開催会場が 4 会場になります。 

３．申込方法：以下の 2 通りの申し込み方法があります。※本年度より郵送での申し込みはできません。 

（１）県協会ホームページからの申し込み【受付期間中は 24 時間対応｜申込手順は 2 ページ以降を参照】 

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 での申し込み【受付期間中の平日 10～16 時のみ処理｜申込書は 12 ページに掲載】 

各回の申込受付期間になってから、受講申込書を県協会宛にお送りください。事務局にて受付処理を

行い、ご連絡（電話）をさせていただきますので、その後に受講料をお振込みください。 

４．申込受付期間：各回ごとに異なりますので 5 ページ以降の案内を必ずご覧下さい。 

※新型コロナウイルス感染症対応のため例年と異なります 

各回申込受付期間外に申し込まれても申込は無効となります。各回共、定員になり次第締め切ります。 

５．受講料：6,300 円 銀行振込＊ 

【重要】受講申し込み後、下記の振込口座に各回の申込期限の翌営業日午後 3 時までにお振込み 

ください。ご入金が確認できませんと、受講申し込みが完了しません。 

当該回の入金期限を過ぎてもご入金がない場合は申し込みが取り消しとなります。 

  ＊ 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。 

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）カナガワケンチユウシヨウキギヨウシンダンキヨウカイ 

※お振り込みの際には、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)を入力ください。 

６．キャンセル： 

  お申し込みいただいた受講日には必ず受講するようにしてください。受講料を納入後のキャンセルは

当該回の受講確定に伴い、他の方の受講機会を失することとなるため原則として返金できません。 

  但し、やむを得ない理由でキャンセルされる場合は、受講日の 6 営業日前 15 時までに電話、メールの

いずれかにて事務局まで必ずご連絡ください。振込手数料を差し引いた金額をご指定の銀行口座に返金

いたします。 ご注意：受講日の 5 営業日前以降のキャンセルによる返金は出来ません。 

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： info@sindan-k.com 

（２）電話または FAX： 電話 045（228）7870 FAX 045（228）7871 

   月曜日～金曜日 10:00～16:00（土・日・祝祭日・年末年始・夏期休業日を除く） 
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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 理論政策更新研修ページ URL https://sindan-k.com/support/training/ 

 

      上記 URL にアクセスし、理論政策更新研修ページに入ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    「理論政策更新研修案内」ページで該当項目をクリック 

■連合会 My ページをお持ちの方（パスワードを設定している方） 

新規申込（連合会システムのパスワード設定済みの方）の「新規申込はこちらから」をクリック 

 

■連合会 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） 

新規申込(連合会システムのパスワード未設定の方）の「新規申込はこちらから」をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     それぞれ開いたページで 

■連合会 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。 

■連合会 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。 

Step 1 

該当するどちらかをクリック 

Step 2 

Step 3 

https://sindan-k.com/support/training/
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     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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「研修申込」ページが開いたら、①「受講料振込予定日（各回の納入期限）」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。 

 

※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。 

 

 

 

 

    ｢ 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

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、受講料を各回の納入

期限まで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。 

 

ここをクリックして、申し込みが完

了です 

Step 4 

「神奈川県」と表示されていることを確認 

Step 5 

Step 6 

① 

② 

③ 
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令和 3 年度 理論政策更新研修のご案内 

 

中小企業政策の動向を踏まえ、特に重要な分野から、いくつか重点テーマを設定し、そのテーマに則

した講演を一日のなかで受講いただける総合テーマ研修を今年度も計 4 回実施いたします。開催期日と

会場・分野を以下に示しますが、詳細は各回案内をご参照ください。 

 

総合テーマ研修開催概要 

開催回 実施日 会場 重点テーマ分野 

第 1 回 令和 3 年 07月 10 日（土）午後 川崎市産業振興会館 IT 利活用支援 

第 7 回 令和 3 年 12月 15 日（水）午前 崎陽軒本店 事業承継支援 

第 9 回 令和 4 年 02月 02 日（水）午後 かながわ労働プラザ 働き方改革・BCP 支援 

第 10 回 令和 4 年 02月 19 日（土）午後 川崎市産業振興会館 事業承継支援 

 

 

諸注意事項 

 全ての研修の受付開始時間は開始時間の 30 分前です。 

※遅刻を認めることは一切できません。 

 また、遅刻により修了証明書が発行できなかった場合も受講料は返金いたしません。 

   公共交通機関に遅れが生じることもありますので、時間に余裕をもってお越しください。 

 受付時に受講票を提出いただきますので、必ず印刷した受講票をご持参ください。 

 受講時の座席は、指定された席（受講票記載の番号）となります。会場に掲載します案内図また

はスタッフの案内に従い、研修開始 5 分前を目途に着席いただきますようお願いいたします。 

 研修中は、携帯電話・スマートフォンの電源をオフまたはマナーモードに設定ください。 

 研修中のパソコンやタブレット端末等の使用は、研修内容のノートテイクであっても、中企庁の

指導により禁じられております。 

 修了証明書は、研修終了後に会場にて配布いたします。 

 講師・時間等は都合により変更となる場合もありますので、予めご了承ください。 

 台風の接近等による自然災害やその他の事由により研修開催に支障が生じると判断された場合、

研修開催・中止等についての情報を事前に神奈川県協会のホームページにてお知らせします。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により国や地方自治体から緊急事態宣言等が発出された場合

は、それらに従い、開催を中止し、または開催方法を変更することがあります。中止または変更

となる際の仔細は神奈川県協会のホームページにてお知らせいたします。 
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申込受付期間：令和 3年 6 月 24日（木）～令和 3年 7月 1日（木）  

 

申込受付期間：令和 3年 7 月 29日（木）～令和 3年 8月 5日（木）  

 

第 1回 日 時 令和 3年 7月 10日（土）13：00～17：20 会場 川崎産業振興会館 

総合テーマ デジタル化社会における中小企業診断士の役割 

１ 

テーマ デジタル技術の活用による中小企業の稼ぐ力の向上について 

時間 13：00～14：00 講師 経済産業省 関東経済産業局 地域経済部 デジタル経済課 

課長 室住 敬寛 

日本経済の環境や状況が予測困難なほど激しく変化する中で、経済産業省では「企業変革力」及び「企業変革

力を強化するデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）」を推進しています。中小企業のデジタル化に係る現状と課

題を踏まえつつ、関東経済産業局の取組や実際にＤＸを推進している中小企業の事例を紹介いたします。 

２ 

テーマ デジタル・トランスフォーメーション(DX)を「OA5.0」で終わらせないための中小企業診断士の役割と責任 

時間 14：10～15：40 講師 ビジネス・ブレークスルー大学大学院 経営管理専攻 

准教授 栗山 敏 

昨今、デジタル・トランスフォーメーション（DX）という言葉を聞かない日はありませんが、それを OAのような単な

る IT導入だと思っていませんか？ 経済産業省の定義でも主語はビジネスモデルの刷新であって、あくまで IT

は脇役です。本講義を通じて、DXの本質をとらえ、今こそ中小企業診断士に求められる役割と責任を考察しま

す。 

３ 

テーマ AI時代に中小企業診断士がつなぐ世界観 ～AIビジネス研究会の取り組み～ 

時間 15：50～17：20 講師 （一社）神奈川県中小企業診断協会 AIビジネス研究会代表 

中小企業診断士 小泉 昌紀 

新聞を賑わせている AIが本格的な実用化の段階に進みつつある中、10年後に生き残るために中小企業の経営

者が留意すべき点は何でしょうか？中小企業診断士に期待される役割は、どのように変わってゆくのでしょう

か？ 本講義では、AI ビジネス研究会での取り組みの紹介を通じて、新たな時代の診断士の役割について一緒

に考えます。 

第２回 日 時 令和 3年 8月 21日（土）08：30～12：50 会場 ワークピア横浜 

１ 

テーマ コロナ禍の中でも業績を伸ばすブランド 

時間 08：30～09：50 講師 株式会社ネックスコミュニケーションズ 

代表取締役 露木 宏 

強いブランドは、危機に直面しても業績は上がり続けます。例えば１．ユニクロは、世界一のアパレル企業に向か

っています。2．コメダ珈琲店は、徹底した顧客目線のサービスで培われたブランドです。3．中小企業の中でも、

業績を伸ばすブランドがあります。事例や中小企業政策を交えながら、強いブランドの本質に迫っていきます。 

２ 

テーマ 受け継いだ経営危機と信頼、そこから生まれた地域貢献企業への歩み 

時間 10：00～11：20 講師 株式会社キャリアドライブ 

 代表取締役 田村 嘉規 

先代から受け継いだ自動車教習所を営む会社。若者の人口減少や自動運転技術など、今後に厳しい経営環境

の変化が予測される中、新たな価値創出に向けた新規事業展開。地域に根付いた企業として、どのように考え、

どのように取り組んできたか、事業承継から次世代へと姿を変える会社づくりの１つの事例としてお話致します。 

３ 

テーマ 変化へ対応する新事業展開支援の勘どころ 

時間 11：30～12：50 講師 UNICO コンサルティング 

代表 小峯 孝実 

マーケティング支援を中心に活動するコンサルタント。自身の創業及び経営経験と、1,000 社近いクライアント様

へのコンサルティング活動で培ったノウハウを基に、新事業展開の支援における要点をお話しします。特に展開

の可否の判断や展開を支援する際の留意点等を、支援事例とともにお話しします。 
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申込受付期間：令和 3年 8 月 19日（木）～令和 3年 8月 23日（月）  

 

 

申込受付期間：令和 3年 9 月 16日（木）～令和 3年 9月 30日（木）  

 

 

 

第３回 日 時 令和 3年 9月 1日（水）13：00～17：20 会場 川崎産業振興会館 

１ 

テーマ 中小企業のための事業承継支援策について 

時間 13：00～14：00 講師 経済産業省 中小企業庁 事業環境部 財務課 

課長補佐 皿谷 将 

当課は、主に中小企業・小規模事業者（以下「中小企業」といいます。）の税制や事業承継に関する支援策等を担

当しております。この度は、当課が担当する中小企業のための事業承継支援策について、近時のアップデートの

内容にも触れながらお話しします。 

２ 

テーマ 創業期における起業家の本音 ～失敗とその乗り越え方～ 

時間 14：10～15：40 講師 株式会社ユニバーサルスペース  

代表取締役 遠藤 哉 

住宅メーカーを経て、2009 年に株式会社ユニバーサルスペースを創業。介護リフォームに特化し、日本初の介護

リフォームのフランチャイズ本部「介護リフォーム本舗」として全国 100店舗を達成している。またコロナ禍でも新規

事業として IT事業展開も開始している。創業期の際に苦労した経験等、起業家の本音を率直に話します。 

３ 

テーマ 魚釣りアプリ 新事業展開の軌跡 ～投資家からの資金調達、ＩＴ利活用を通して～ 

時間 15：50～17：20 講師 株式会社アングラーズ 

代表取締役 若槻 嘉亮  

魚釣り専用 SNSをアプリとウェブで展開している株式会社アングラーズ。魚釣りのアプリを自社事業として展開す

る上で、投資家からの資金調達や助成金も活用してシステム開発をしながら、魚釣りアプリは日本 No.1の利用者

数となるまでの事業展開の軌跡を IT利活用も交えてお話します。 

第４回 日 時 令和 3年 10月 9日（土）08：30～12：50 会場 ワークピア横浜 

１ 

テーマ 試行錯誤連続の経営現場から 

時間 08：30～09：50 講師 株式会社田原屋 代表取締役 

中小企業診断士 田原 績 

中小企業内において、社員との関わりや組織内で起きる少し滑稽に見えて、やや意味深い出来事の数々を経営

現場の経験の中からお話します。先ずは、少し真面目に「働き方改革」の話題から始め、有給取得義務の実行方

法や、副業を希望する社員と話し合いながら試行している内容等、中小企業政策と絡めながら考えていきます。 

２ 

テーマ 生産性の切り口からコンサルができますか？ 

時間 10：00～11：20 講師 いわき経営コンサルタント事務所 代表 

中小企業診断士 藤本 誠 

コンサルという称号、士業の勲章を引っさげている人は五万と居ます。現場・現物・当事者主義でコンサルを行う

なら、アカデミックな理論や横文字を見せびらかせて中小零細企業に出向くことはお薦めしません。理論研修会な

のに根性論的・観念的な講義をすることをお許し下さい。 

３ 

テーマ 外食企業が仕掛ける新事業展開と事業支援 

時間 11：30～12：50 講師 株式会社キープ・ウィルダイニング 

専務取締役 長谷部 信樹 

当社は、2004年の創業から飲食店を 40店舗展開しています。2019年、新規事業へ挑戦し、事業支援・創業支援

を行う東京都認定のインキュベーション施設であるコワーキング＆シェアオフィス BUSO AGORA を開業。当社が

この事業に挑戦した経緯と BUSO AGORAが思う「起業・創業支援」の形をお話しします。 
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申込受付期間：令和 3年 10月 14日（木）～令和 3年 10月 21日（木）  

 

申込受付期間：令和 3年 10月 21日（木）～令和 3年 10月 29日（金） 

 

 

第５回 日 時 令和 3年 10月 30日（土）13：00～17：20 会場 かながわ労働プラザ 

１ 

テーマ 事業課題に対応した知財アクションとは 

時間 13：00～14：20 講師 経済産業省 特許庁 総務部 普及支援課 

産業財産権専門官 中島 一弘 

知財活動が経営上の成果に結びついているのか実感できない企業や戦略的に行うにはどうすれば良いか分か

らない企業は少なくありません。このようなお悩みには事業課題の各フェーズにおいて知財を活用することで解決

まで支援することができます。この課題解決手法について、支援政策や企業の知財活動事例をご紹介いたしま

す。 

２ 

テーマ 今こそ、新たな価値創造を ～地域観光産業としての使命と取り組み～ 

時間 14：30～15：50 講師 株式会社 トライアングル 

代表取締役 鈴木 隆裕 

コロナ禍の緊急事態宣言で、基幹事業である「無人島・猿島航路」は約 3か月、「YOKOSUKA 軍港めぐり」は合計

半年にわたり運休を強いられました。厳しい状況下、当社はかねてから進めていた新事業、付加価値の創造を横

須賀経済の復活にも直結するものと信じ推進しています。今回は、そのアウトラインをお話したいと思います。 

３ 

テーマ みんなでつくった『地域振興』 ～SHOPPING PLAZA 葉山ステーション 誕生の歴史～ 

時間 16：00～17：20 講師 葉山町商工会 

会長 栁 新一郎 

週末、葉山ステーションは東京・横浜からの観光客で賑わっています。しかし、そこには、「地元に支持される商店

街がほしい」と願う商工業者たちによる永い取り組みの歴史がありました。ステーションは、行政、商工業者、農・

漁業者、地権者が結集し実現しました。どのようにして組織を超えて連携できたのか、その歴史を紹介します。 

第６回 日 時 令和 3年 11月 10日（水）13：00～17：20 会場 川崎産業振興会館 

１ 

テーマ デジタル・トランスフォーメーションに向けた中小企業庁の取り組み 

時間 13：00～14：00 講師 中小企業庁 長官官房総務課  

デジタル・トランスフォーメーション室 係長 菅原 美潮 

中小企業庁のデジタル・トランスフォーメーションに関する各種取り組みから、中小企業向け行政サービスの利便

性向上や、データ利活用による政策立案などの最新事例をお伝えします。文書や手続きの単なる電子化にとどま

らない、経営力向上に向けたデジタル・トランスフォーメーションの見据える先をご紹介します。 

２ 

テーマ 
人手不足をきっかけに地域のファンづくりを 

〜お手伝い×地域のマッチングプラットフォーム「おてつたび」のご紹介 

時間 14：10～15：40 講師 株式会社おてつたび 

代表取締役 CEO 永岡 里菜 

主に一次産業事業者や宿事業者を中心とした地域の季節的・短期的な人手不足をキッカケに地域のファン(関係

人口)を創出するマッチングサイト『おてつたび』を運営しております。「お手伝い」する人をサイト内でマッチング

し、人手不足の解消に貢献した事例を中心に『おてつたび』事業についてご紹介させていただきます。 

３ 

テーマ 生き残りのための働き方改革 ～男性の育児休業推進をどうする？～ 

時間 15：50～17：20 講師 株式会社山口企画 代表取締役 

育休後コンサルタント 山口理栄 

昨今の政府主導による働き方改革やコロナ禍における働き方の多様化等を踏まえ、大企業、中小企業問わず、

ワークライフ・バランスを実現する健康経営への取り組みが注目されています。女性の育児休暇に加え、男性の

育児休暇への対応は喫緊の課題の一つです。現状および課題を踏まえ、今後の育児休暇推進に関してお話しま

す。 
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申込受付期間：令和 3年 11 月 18日（木）～令和 3年 12月 6日（月）  

 

申込受付期間：令和 3年 12 月 16日（木）～令和 3年 12月 27 日（月）  

 

第７回 日 時 令和 3年 12月 15日（水）08：30～12：50 会場 崎陽軒本店 

総合テーマ 中小企業の事業承継に失敗しないために、事例を通してノウハウとポイントを理解する。 

１ 

テーマ 事業承継のリアルストーリー 

時間 08：30～10：00 講師 一般社団法人湘南 MIRAI承継 理事長 

事業承継士 伊藤 眞理子 

ﾊﾟﾈﾗｰ ファイン株式会社            代表取締役社長 清水 直子 

株式会社夏目製作所           代表取締役 夏目 知佳子 

株式会社ブルーネットジャパン       取締役社長 山岸 雅和 

最初に事業承継を３パターンにわけて現在の国内の状況を理解し、実際に事業承継された数名の「社長」に登壇

いただき、パネルディスカッションをします。安心して事業承継できるかどうかは後継者育成次第、その育成のポイ

ントについて解説し、最後に“アトツギ”が実践する第二創業についてお話します。 

２ 

テーマ 事業承継の法務「親族内承継の法務の基礎について」 

時間 10：10～11：40 講師 横浜りんどう法律事務所 代表 

弁護士・司法書士 高橋 賢司 

事業承継問題の現状・動向、事業承継の３類型（親族内承継，親族外承継，M&A）、事業承継の法務における自

社株式の承継、相続の法務の基礎知識（相続人，法定相続分，遺言，遺留分）、自社株式の移転の前提問題（名

義株の問題，株券発行会社の問題）について解説し、具体的事例を通して理解を深めます。 

３ 

テーマ 事業承継にかかわる税金とその対策 

時間 11：50～12：50 講師 千代田経営会計事務所 代表 

税理士 宮本 泰三 

中小企業の株式は、上場企業の株式と異なり「換金性」に乏しい。株式を異動すると時価で贈与税や相続税が課

税され負担が重くのしかかってきます。これを防ぐためにも事業承継を始める前に計画をしっかり立てて、あらかじ

め税金対策を行っていくことが肝要です。対策のポイントや事業承継税制について解説します。 

第８回 日 時 令和 4年 1月 15日（土）13：00～17：20 会場 かながわ労働プラザ 

１ 

テーマ コロナ禍における中小企業のマーケティング動向の変化とアフターコロナを見据えた今後の展望 

時間 13：00～14：20 講師 公益財団法人流通経済研究所 農業・環境・地域部門 部門長 

主席研究員 折笠 俊輔 

コロナ禍によって、中小企業の競争環境は大きな変化を迎えています。本講義では、コロナ禍における中小企業

の取り組みをマーケティングの視点から整理・考察すると共に、政府の中小企業政策を踏まえ、今後求められる

中小企業のマーケティングの方向性についてお話します。 

２ 

テーマ つぶれない会社のリアルな経営経理戦略 

時間 14：30～15：50 講師 流創株式会社 

代表取締役 前田 康二郎 

コロナ禍で現在、多くの会社が厳しい資金繰りに直面しています。しかしこのような状況でもつぶれない「強い会

社」には、いくつかの共通するポイントがあります。本講座では、生産性を向上させて稼ぐ事業・組織・社員を生み

出し、今後も起こりうる様々なリスクを乗り越えるための戦略を“経理的視点”からお伝えします。 

３ 

テーマ 事業再生。全ては自分に帰ってくる！ 

時間 16：00～17：20 講師 株式会社千里 

代表取締役 湯澤 大地 

実父の急逝により突然、倒産寸前の事業と６０億円の借金を承継。実兄と各々の負担額を定めるとともに二人三

脚により事業再生を成し遂げる。再生できた理由をお話しいただくとともに、この体験を「地域貢献の力」に繋いで

きたこれまでの歩みとコロナ禍によって疲弊する事業者へのアドバイスについてご紹介いただきます。 
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申込受付期間：令和 4年 1 月 13日（木）～令和 4年 1月 24 日（月） 

 

申込受付期間：令和 4年 2月 3日（木）～令和 4年 2月 9 日（水）  

 
 

第９回 日 時 令和 4年 2月 2日（水）13：00～17：20 会場 かながわ労働プラザ 

総合テーマ 中小企業における実践的な働き方改革＆BCP を考える 

１ 

テーマ 障がい者就労支援の現場と障がい者雇用の支援について 

時間 13：00～14：00 講師 社会福祉法人電機神奈川福祉センター 

 理事長 岡元 茂樹 

「誰一人取り残さない」という SDG’sの理念の下、日本社会でも様々な取り組みが進んでいます。折しも、2021年

3月「障害者雇用促進法」が改正され、障がい者法定雇用義務が 43.5人以上の中小企業にまで拡大されました。

中小企業は、どのように障がい者雇用に向き合うべきか、また、その支援制度をご紹介します。 

２ 

テーマ ＢＣＰ策定支援 ～中小企業に喜ばれるＢＣＰ策定支援とは・・・？～ 

時間 14：10～15：40 講師 東京海上日動火災保険株式会社 神奈川支店 湘南平塚支社 

支社長代理 三木 一郎 

全国各地の商工会議所・銀行・自治体と連携しての BCP 策定や BCP ワークショップでの講師経験を豊富に持

ち、現在も新型コロナ等の感染症を含めた BCP 策定を事業者に普及する活動を精力的に行っている。機能する

BCPの策定と東日本大震災後に感じた BCP策定の大切さも合わせてお話しいただく。 

３ 

テーマ 障がい者を戦力とする経営戦略とは 

時間 15：50～17：20 講師 株式会社大協製作所 

代表取締役会長 栗原 敏郎 

1954年創業の金属表面処理業である当社は、60年以上前から障がい者雇用に積極的に取り組んでおり、現在、

従業員の半数以上を障がい者で占めています。ラインの工夫、作業の単純化や自動化など、障がい者でも働き

やすい環境を整備し、戦力として育ててきた取り組みや今後の課題についてご紹介いたします。 

第１０回 日 時 令和 4年 2月 19日（土）13：00～17：20 会場 川崎産業振興会館 

総合テーマ 明日から使える事業承継支援の基礎固め 

１ 

テーマ 事業承継に関連した国の中小企業政策について 

時間 13：00～14：00 講師 経済産業省 関東経済産業局 産業部 中小企業金融課 

課長 堀内 雄介 

我が国における中小企業の事業承継政策の背景、施策推進の体制及び支援策等、中小企業診断士の方をはじ

めとした支援者及び支援機関が把握しておくことが望ましいポイントについて講演する。 

 

２ 

テーマ 徳川家康・西郷隆盛・大久保利通！  歴史に学ぶ、「事業承継」！ 

時間 14：10～15：40 講師 日本史・リーダーシップ研究会 

会長 諸星 秀俊 

日本の歴史から、現代に活きるビジネス・リーダーシップを学ぶ講座です。徳川幕府は、歴史上、最も「事業承継」

が成功した組織。創業者・家康は、いかに、後継者を育て、２５０年続く組織を作り上げたのか？また、西郷隆盛・

大久保利通らを育んだ幕末日本の教育から、現代企業の「事業承継」のノウハウを学びます。 

３ 

テーマ 中小企業の事業承継支援の急所 ～専門家として身に着けておくべき必須知識～ 

時間 15：50～17：20 講師 事業承継コンサルティング株式会社 代表取締役 

一般社団法人台東区中小企業診断士会会長 村上 章 

国の事業承継支援施策は、初回の事業承継ガイドライン発表後、大きく変化しつつあります。中小企業診断士

は、事業承継の支援専門家としてますますニーズが高まります。これから事業承継に取り組む方、さらに深く事業

承継に係わりたい方のいずれもが身に付けておくべき基本知識とノウハウについて、わかりやすく説明します。 
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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。 

 

【川崎市産業振興会館 会場】 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止に関する取り組みについて 

https://kawasaki-sanshinkaikan.jp/gyoumu/kaikan/koronatorikumi.html 

 

【かながわ労働プラザ 会場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止に関する取り組みについて 

https://www.zai-roudoufukushi-kanagawa.or.jp/l-plaza/ 

 

かながわ労働プラザ 3F 多目的ホール 

所在地：横浜市中区寿町１－４ 

TEL  ：045-633-5413 

 

交通アクセス： 

JR根岸線 石川町駅北口 徒歩 3分 

JR根岸線 関内駅南口  徒歩 13分 

横浜市営地下鉄  

伊勢佐木長者町駅 徒歩 14 分 

川崎市産業振興会館 1F ホール 

所在地：川崎市幸区堀川町 66-20 

TEL  ：044-548-4111 

 

交通アクセス： 

JR線 川崎駅 徒歩 8 分 

京急線 京急川崎駅 徒歩 7分 

 

https://kawasaki-sanshinkaikan.jp/gyoumu/kaikan/koronatorikumi.html
https://www.zai-roudoufukushi-kanagawa.or.jp/l-plaza/
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【ワークピア横浜 会場】 

 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止に関する取り組みについて 

https://workpia.or.jp/news/2020/08/04/908/#p01 
 

 

【崎陽軒本店 会場】 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止に関する取り組みについて 

http://kiyoken-enkai.com/honten_info/572 

 

 

 

 

 

 

 

 

崎陽軒本店 6F 会議室 

所在地：横浜市西区高島 2-13-12 

TEL  ：045-441-8880 

 

交通アクセス： 

JR線・横浜市営地下鉄・東急東横線 

京浜急行線・相鉄線 横浜駅東口 

 

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－タ－があります。 

ワークピア横浜 2F おしどり・くじゃく 

所在地：横浜市中区山下町 24-1 

TEL  ：045-664-5252 

 

交通アクセス： 

みなとみらい線 

日本大通り駅 3番出口 徒歩 5 分 

JR根岸線 関内駅南口 徒歩 15 分 

JR根岸線 石川町駅北口 徒歩 13分 

横浜市営バス（8･58系統） 

芸術劇場・NHK 前 徒歩 1分 

https://workpia.or.jp/news/2020/08/04/908/#p01
http://kiyoken-enkai.com/honten_info/572
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        FAX 用申込書   送信先 045（228）7871 

※本年度より郵送での申し込みはできません。 

 

ご注意：①FAX 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各回で申し込み期間が異なります。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、FAX を送信してください。 
 

令和 3 年度 一般社団法人 神奈川県中小企業診断協会主催 

中小企業診断士 理論政策更新研修 受講申込書 

 

診断士登録番号 お名前 

      （ふりがな）  

（氏） （名） 

協会所属状況 □協会員（     協会     支部）    □協会員ではない 

ご住所 
〒   － 

 

ご連絡先 
電話番号 

※日中、ご連絡のとれる電話番号をご記入ください 

            （      ）          

□ご自宅 □携帯電話 □勤務先（社名など        ） 

メールアドレス  

受講票の受取方法     □郵送       □連合会システムに登録済のメールアドレス 

 

【受講希望回】 ご希望する回の欄に○印をご記載ください。受付期間前のお申し込みは無効となります。 

受講回 受講日 会場 希望 

第 1 回 令和 3年 07月 10 日（土） 午後 川崎市産業振興会館  

第 2 回 令和 3年 08月 21 日（土） 午前 ワークピア横浜  

第 3 回 令和 3年 09月 01 日（水） 午後 川崎市産業振興会館  

第 4 回 令和 3年 10月 09 日（土） 午前 ワークピア横浜  

第 5 回 令和 3年 10月 30 日（土） 午後 かながわ労働プラザ  

第 6 回 令和 3年 11月 10 日（水） 午後 川崎市産業振興会館  

第 7 回 令和 3年 12月 15 日（水） 午前 崎陽軒本店  

第 8 回 令和 4年 01月 15 日（土） 午後 かながわ労働プラザ  

第 9 回 令和 4年 02月 02 日（水） 午後 かながわ労働プラザ  

第 10 回 令和 4年 02月 19 日（土） 午後 川崎市産業振興会館  

※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。 

送信方向 


