
神奈川県中小企業診断協会 登録グループ 説明資料  2021.11 

                       

NO グループ名 

1 AI ビジネス研究会 

2 EMS 認証取得支援プロジェクト 

3 海外ビジネス研究会 

4 神奈川飲食店研究会 

5 かながわ再生承継研究会 

6 かながわサポートセントラルチーム 

7 神奈川実践 IT 研究会 （通称 PIT :Practical IT） 

8 かながわ農食支援グループ 

9 かながわ☆はとば会 

10 かながわ補助金研究会 

11 神奈川ものづくり応援隊 

12 川崎・横浜北地域創成ネットワーク 

13 経営デザイン実践グループ 

14 健康経営支援プロジェクト 

15 現場改善研究会 

16 湘南診断士ネット 

17 診断士プロボノネットワーク 

18 たまがわ経営研究会 

19 「強み」経営研究会 

20 パラレルキャリア研究会 

21 ビジネス IT 研究会 

22 平 29 会 

23 マーケティング実践研究会 

24 ★神奈川医療介護研究会（Medi Cam）【新設】 



 

 

登録グループ名

定例会開催日時
原則　毎月第3土曜 14:00～17:00

主な活動場所
かながわ労働プラザ、

かながわ県民センター、Zoomなど

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

代表者名・連絡担当者名・連絡先

年会費 5,000円（主に会場費、デジタルなどに使用） 人数（企業内・独立比） 36名 (2:1)

会の紹介

素敵な仲間と、2030年の経営について語りませんか？
【活動の目的】

　私たちは、DX（デジタルトランフォーメーション）とAI（人工知能）の研究・創造・発信を通じて、

かながわのイノベーションをリードし、きたる激動の2020年代に中小企業の経営革新に貢献できる存在

になることを目指しています。

【研究会の特長】

　私たちは、かながわで唯一の「未来のビジネスと診断士を考える」研究会で、次の特長があります。

　『つながる』　業種を超えてネットワークを作り、様々なタレントとつながる

　『楽しむ』　　アウトプットしながらDXの成功事例を学べる。AIの資格が取得できる。

　『伝える』　　DXを経営にどう生かすか、経営者への助言機会が増える

【活動の状況】

　診断士の経験年数や独立・企業内に関わりなく、活発な議論や情報交換を交わしています。会員自身の

発表に加えて、毎回テーマを決めてグループ演習を実施するなど双方向に参加頂けるのが特長です。ま

た、診断士以外にも、AIの実務家や、外部講師を積極的に招聘。年2回公開セミナーを実施するなど、

オープンで開かれた研究会となっています。参加者からは、「ビジネスパーソンに最適」、「最新の動

向・事例がわかる」、「グループ演習が楽しみ」などご満足の声を頂いています。

【メッセージ】

　2019年設立のフレッシュな研究会で、多様なメンバーと精力的に活動しています。未来のビジネスづ

くりに興味がある方募集中です！参加要件は「解決できていない経営課題・業務課題がある」ことだけ。

意欲があれば経験不問です。もし、この紹介文を読んで興味を持ったら、オブザーバーとして遊びに来ま

せんか？お待ちしています。

AIビジネス研究会

11月20日(土）14:00～17:00　場所：Zoom

小泉 昌紀　連絡先：https://aibizlabo.com/meeting

12月18日(土）14:00～17:00　場所：Zoom

登録グループ名

定例会開催日時 毎月第一土曜日17：10～20：00　8、1月は休会 主な活動場所 かながわ県民センター

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所 12月4日（土）かながわ県民センター　703ミーティングルーム

代表者名・担当者氏名・連絡先

年会費 2000円（会場費） 人数（企業内・独立比） 10名（3：7）

会の紹介

岡田章・  連絡先  rfxnq933@ybb.ne.jp

【活動の目的】中小企業の環境マネジメントシステム（エコアクション21）構築・運用支援を通して、中

小企業の企業価値向上（発展）と社会の環境負荷低減に貢献するために、メンバーの力量向上の勉強会並

びに環境マネジメントシステム資格取得支援及び審査での課題解決支援を行う。

【活動の状況】各自の審査活動の情報交換、環境関連資料の勉強会実施、毎回7～8名の参加

【活動の特色】エコアクション21審査員、BCP専門家、ISO専門家等の活動状況や新規環境情報を共有化

【メッセージ】エコアクション21は2018年度より審査員資格認定試験の要件について、中小企業診断士

の資格があれば、認定試験の受験が可能になりました。エコアクション21の2017年版ガイドラインに、

中小企業診断士の能力を期待される項目ができ、中小企業診断士の活躍の場が拡大しています。本プロ

ジェクトでは環境経営マネジメントシステムに関心のある人、経験者等を全力でサポートし、審査員資格

取得及び実際の審査での課題解決を応援します。ここ数年で、地球環境の気候変動やコロナパンデミック

などが、世界中に大きな影響を与えています。SDGｓ（持続可能な開発目標）、ESG(環境、社会、ガバ

ナンス)投資、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）などの新キーワードが、世界の企業経営の

前提になるような経済社会が実現化されようとしており、本プロジェクトは、それらの議論も含め、これ

からの中小企業経営に貢献したいと願っています。

11月6日（土）かながわ県民センター　703ミーティングルーム

EMS認証取得支援プロジェクト



 

 

 

 

 

 

 

登録グループ名

定例会開催日時 毎月第１土曜日　19:30～21:00 主な活動場所 Zoom主体

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

代表者名・担当者氏名・連絡先

年会費 1,000円 人数（企業内・独立比） 22名（１：１）

会の紹介

海外ビジネス研究会

11月６日（土）　19:30～21:00

代表：髙木富士夫（fujiconsul8@gmail.com）

連絡担当：池田篤（a.ikedy@gmail.com）

【活動の目的】

当研究会は、以前県協会で活動した「海外展開支援プロジェクト」を母体とする、登録４年目のグループ

です。活動の狙は、研究会内外でネットワークや人脈づくり、メンバー間相互のスキルアップ、ならびに

海外ビジネスを手掛ける中小企業様の支援です。

【活動の状況】

経験豊富なメンバーが多数で、大半が現在も海外業務に携わっています。業種別では製造業(自動車、電

子機器ほか)、物流、商社、土木、観光など、関係国は中国、台湾、マレーシア、ネパールなどのアジア

地域、英国、米国、メキシコなどの欧州、北中南米、さらにアフリカ諸国です。定例会では、海外展開を

検討する国内企業および国内展開を目指す外資系企業、訪日観光客対応の充実を望む国内企業の3つを支

援対象とし、支援対象ごとにグループ分けをして活動を行っています。

【活動の特色】

会員個人がやりたいことをグループ活動として行い、協働しながら活動を進め、成果を共有しながらスキ

ル向上やネットワークを広げていただければと思います。

【メッセージ】

海外ビジネス未経験の方も歓迎しています。ご興味のある方は是非定例会にオブザーバー参加ください。

お待ちしています!

12月４日（土）　19:30～21:00

登録グループ名

定例会開催日時 偶数月第一水曜日　19時～21時00分 主な活動場所 県民センターorオンライン

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

代表者名・担当者氏名・連絡先

年会費 年1,000円 人数（企業内・独立比） ６人：4人

会の紹介

神奈川飲食店研究会

2021年12月1日(水)19時～　zoomのみ　※オブザーバー参加歓迎

 林　恭輔　090-4874-3955 kyousuke-h.sky@orange.zero.jp

【活動の目的】飲食店にターゲットを絞った診断内容の研究をします

【活動の状況】2019年4月からスタートし、毎回50分程度のテーマ発表と50分程度の討議時間を設けて

います

【活動の特色】神奈川県協会では飲食店のプロが少ないため、飲食診断に役立ちそうな関連テーマを毎回

1つ掘り下げます。

【メッセージ】通常行う創業や経営改善などの診断も、飲食店にターゲットを絞り込むことでより具体的

な事例が深掘りできると考えています。代表の林は飲食店の現場経験者ですが、診断のプロ、今まで飲食

店に携わったことのない方の意見まで、様々な観点で一つのテーマについて理解を深めていきたいと思い

ます。ターゲットを絞り込んだ具体的な討議は、他の業種に対しても活かせる部分があると感じておりま

す。企業内の方から独立の方まで、将来的に飲食店の診断業務をやってみたい方など、さまざまな方の参

加をお待ちしています。

2022年2月2日(水)19時～　zoom+横浜駅周辺会議室予定　※オブザーバー参加歓迎



 

 

 

 

登録グループ名

定例会開催日時 原則奇数月第２土曜日午後 主な活動場所 Ｌプラザ、県民センター等

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

担当者氏名・連絡先

年会費 人数（企業内・独立比） ６６（６：５）

会の紹介

かながわ再生承継研究会 

第３３回定例会 日時：2021/11/13　14:00～17:00 神奈川近代文学館　小会議室

染谷勝彦　some007ksk+KRSS@gmail.com

【活動の目的】

一、中小企業診断士の在るべき姿を世に示すこと。
一、神奈川県中小企業診断協会が戦う集団となるための礎を築くこと。
【活動の状況】

　社会の公器とも言われる企業には、その務めを永続的に果たさなければならないという使命がありま
す。そして、我々中小企業診断士には、これらの企業を支援することで、我が国経済の発展に寄与すると
いう責任があります。事業の継続を考えた際、一番のリスクとして想定されるのが、経営者の交代、つま
り事業承継です。
　経営破綻に陥った企業の窮境原因の多くが経営者の交代によるものだとも言われています。中小企業の
ゴーイングコンサーンを支援する我々中小企業診断士にとって、事業の再生と承継に関する正しい知識を
身に着け、実践していくことは、責務であると考えます。
　当会は、机上論に留まることなく、研究という名の自己満足に甘んじることなく、国家資格者としての
真価を互いに問いながら日々邁進する志士の集まりであることを目指します。
【活動の特色】

中小企業の再生承継支援に関する総合的な知識を基礎として、実践的な支援策の研究を主な活動としま
す。将来的には、他士業の同テーマの研究会との合同開催も視野に入れつつ、交流の機会を作りたいと考
えています。
【メッセージ】

■メンバーに求める人物像：
やる気・責任感のある人。知識や経験は不問ですが、入会後の自助努力は必要です。
独立・企業内も不問。将来的に独立を考えている人は勿論、企業内でも診断士活動を通して、世に貢献し
たいと考えている人。独立したものの、何をどうしたら良いか困っている人。己を見つめ直し、更なる精
進を図りたいと考えている人。
以上

第３４回定例会 日時：2022/1/8　14:00～17:00 かながわ労働プラザ 第１会議室

登録グループ名

定例会開催日時 毎月第３土曜日　14時～16時 主な活動場所 ZOOM、県民センター

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

担当者氏名・連絡先

年会費 2,000円 人数（企業内・独立比） 11人（企業内：独立＝3：8）

会の紹介

かながわサポートセントラルチーム　(サポセン）

2021年11月20日（土）14：00～16：00　ZOOM

 辻徹（e-mail：ksct1001@gmail.com）　

【活動の目的】中小企業支援施策等の研究

【活動の状況】毎月1回の定例会開催、今年度も輪番での研究発表を予定。

【活動の特色】研究活動主体の活動です。実践活動も求めに応じて行います。

【メッセージ】かながわサポートセントラルチームは、中小企業施策の研究を土台としつつ、様々な研究

テーマを持ち寄り、互いに切磋琢磨する研究グループとして活動しています。

　当チームでは、輪番でブログを書いており、月に1-2回新しい記事をグループのホームページに投稿し

ています。その記事内容をテーマにして、定例会では毎月1名が研究発表を行っています。発表内容は中

小企業施策にとらわれずに、経営管理、マーケティング、ものづくり、IT関係、法律など幅広く取り上げ

知識の共有をはかっております。 実践活動は、顧客からの要請があれば行いますが、積極的な受注活動は

行っていません。

　年に2回、夏と冬に和気あいあいとした懇親会も行っています。

　ご興味のあるかたは、一度定例会にオブザーバー参加ください。

尚、新型コロナウイルス感染防止のため、2021年６月までの定例会はZOOMで行います。定例会のオブ

ザーバー参加ご希望の方は、ご招待をお送りしますので、事前にご連絡くださいますようお願いいたしま

す。

2021年12月18日（土）14：00～16：00　ZOOM



 

 

 

 

登録グループ名

定例会開催日時  毎月第1日曜日　基本は　10−12時 主な活動場所 オンライン(リアルの時は川崎）

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

代表者名・担当者氏名・連絡先

年会費 0円（会場開催のときは会場費を人数割） 人数（企業内・独立比）  10数人（１：５）

会の紹介

神奈川実践IT研究会（PIT) 

12/5(日）10時～12時＠オンライン

  村上知也　london333@gmail.com

ホームページ　ご確認ください　https://pit.bz/

基本はオンラインで活動しています。時期に応じて、たまにリアル開催します。

【活動の目的】中小企業診断士として個人としてのIT力を高めることと、中小企業に対しての実践的なIT

支援力を高めることの2つを目的としています。

【活動の状況】毎月1回活動しています。各人のITに関するニュースを共有したり、IT企業を訪問して情

報を共有したりしています。

【活動の特色】実践的にアウトプットを出すことを目指します。　Kindleで出版したり、セミナを企画し

たりしています。

【メッセージ】

このご時世もあって、中小企業支援にはITは必須となりました。一緒にIT支援力のアップをはかりましょ

う。

1/9(日)　10時～12時＠オンライン

登録グループ名

定例会開催日時 隔月第４土曜日 主な活動場所 横浜

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

代表者氏名

担当者氏名・連絡先

年会費 3,000円or4,000円 人数（企業内・独立比） 25名（15対10）

会の紹介

かながわ農食支援グループ

2021年12月25日（土）17時～　※場所未定（リアルとオンラインの同時開催を予定）

同上（a4rfmyex@gmail.com）

2022年2月26日（土）17時～　※場所未定（リアルとオンラインの同時開催を予定）

【活動の目的】県内の農食分野を支援し、地域活性化、農食分野の付加価値拡大に寄与することを目的に

活動しています。

【活動の状況】活動は大きく以下の３つになります。

①定例会（隔月：偶数月開催）、②月例会（隔月：奇数月開催）③特別勉強会（隔月：奇数月開催）

①定例会は、各メンバが持ち回りで各回２名30分ずつ農食に関するテーマで発表・ディスカッションを

行っています。②月例会は、月例幹事による自由な企画（例：実地見学、有識者講演、食を通した懇親

等）を行っています。③特別勉強会は、農業に対する正しい知識を深めることを狙いとした勉強会を開催

しています。

【活動の特色】農食分野に関わる多彩なメンバが所属しており、農食の知識・スキルアップ、人脈形成

が可能。

【メッセージ】農業の先には、食があり、食の先には、美味しさ・楽しさ・効用、さらには地域活性化等

に繋がっています。つまり、農業は、単に農作物を生産するだけではなく、人々の幸せの基盤となる、魅

力ある仕事・産業と言えます。ただ、日本の農業の置かれている現状は、就業者数の減少、高齢化、耕作

放棄地の拡大など、厳しい側面があります。一方で、耕作規模の拡大や農業法人・企業参入の増加など構

造変化が進んでいるのも事実です。これからの農業は、農業者が自ら農業所得を増やして、働く人が幸せ

で魅力的ある産業にしなくてはいけません。所得拡大には、「イノベーション（6次産業化他）」、

「マーケティング」が不可欠です。そのため、「マーケティング」、「６次産業化」をサポートできる人

材、つまり、農食に明るい中小企業診断士が潜在的に必要とされている分野と言えます。診断士としてこ

の分野に関わり、サポートしたい方のご参加を是非お待ちしております！（まずは、定例会へオブザーバ

参加ください）。

小林　祐介



 

 

 

 

 

登録グループ名

定例会開催日時 毎月はなし（年4回程度随時開催） 主な活動場所 神奈川県内（横浜市内中心）

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

担当者氏名・連絡先 伊藤　由美子

年会費 なし（イベントの都度実費精算） 人数（企業内・独立比） 51名（5：5）

会の紹介

かながわ☆はとば会

随時・未定

【活動の目的】相互交流・相互研鑽

　●はとば　波止場：船着き場、船が集まるところ

　●はとば会とは：中小企業診断士が集まってくるところ

　●はとば会のコンセプト：診断士の波止場として、人とのご縁が診断士活動に活きる、良質人脈を築き

保つ場

【活動の状況】年に数回イベントを開催

　●昨年活動内容：4月花見、5月新入会員歓迎会（中華街）、9月バーベキュー、1月新年会（中華街）

　●今年活動内容：6月懇親会（zoom）、9月オンラインクイズ大会、10月バーベキュー、11月ハイキ

ング、

　　　　　　　　　1月新入会員歓迎会（zoom）、4月花見（検討中）

【活動の特色】ＳＮＳを利用したコミュニケーション

　●Ｌine・zoom・facebook等の活用　（イベント等の発案、企画・提案）

【メッセージ】はとば会は診断士の「4ｔｈ　Ｐｌａｃｅ」です

　●様々な業界に精通する診断士仲間と交流できること、情報が得られることは、資格取得のメリットで

す！

　●イベントによっては会員以外（診断士と同等以上の資格・知見を持つ方）を誘っての参加も可能で

す！

随時・未定

登録グループ名

定例会開催日時 毎月第三金曜日　19：00～（約2時間） 主な活動場所 かながわ県民センター

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

代表者氏名 染矢　裕

担当者氏名・連絡先

年会費 なし 人数（企業内・独立比）  12名（9：3）

会の紹介

かながわ補助金研究会

11月19日（金）19：00～21：00　WEB会議

担当：和田崇（ワダタカシ）　連絡先：　insight-partner@xqj.biglobe.ne.jp

12月17日（金）19：00～21：00　WEB会議

【活動の目的】

　・補助金のアレンジャーとして中小企業に対し、最適な補助金を推奨し、

　　補助金の活用を通して中小企業の発展に貢献する。

【活動の状況】

　・中小企業に対する補助金全般を対象とした適用研究、発表、情報発信などを行う。

　・グループ全体として自主勉強会を通じ、各個人の知識・情報を共有しスキルアップを図る。

　・補助金をテーマとした人的・組織的ネットワークづくりを推進する。

【活動の特色】

　・会員相互に情報を持ち合い、フラットな関係でスキルアップを図ります。

【メッセージ】

　・基本的に緩い組織ですので、お気軽にお声がけ下さい。



 

 

登録グループ名

定例会開催日時 毎月第2日曜日　10:00～12:00 主な活動場所 茅ヶ崎 高砂コミュニティーセンター

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

担当者氏名・連絡先

年会費 年会費：2000円、　入会金：2000円 人数（企業内・独立比） 30名（8:22）

会の紹介

神奈川ものづくり応援隊

11/14（日）10:00～12:00　高砂コミュニティーセンター（茅ヶ崎）または ZOOM会議

島崎浩一　メール：shimazaki@hta-consulting.com　携帯：090-5414-6519

【活動の目的】

・メンバーのものづくりに関する知識の拡大およびコンサルティング・スキルの向上。

・メンバー個人の目的・目標達成の支援。他のメンバーの協力を得て、各人の目的・目標を達成する。

【活動の状況】

・毎回メンバーが自身のコンサル活動内容や困りごとについてのテーマを持ち込み、それについての

　意見交換。

・年初に決めたグループ別活動テーマの進捗報告とそれに関する意見交換。

・メンバー全員が輪番で20～30分プレゼン（テーマは自由）を行い、それに関する意見交換。

・毎年2月に開催される展示会「テクニカルショウ・ヨコハマ」に登録グループとして参加し、

　ミニセミナー・経営相談を実施。

・メンバーによるプロコン塾・工場見学会の開催。

【活動の特色】

・和気あいあい、でも真剣。

・検討だけではなく、結果を形のあるアウトプットに纏めることを重視。

・会合後のランチでは、隠れ家レストランを探訪

【メッセージ】

・ものづくりが好きな方の参加をお待ちしております。

・お試し参加歓迎。相性が合えば入会ください。「来る者は拒まず、去る者は追わず」です。

・情報の専門家も多数参加しています。ものづくりのIT、IoT、AIに興味ある方は是非！

12/12（日）10:00～12:00　高砂コミュニティーセンター（茅ヶ崎）または ZOOM会議

登録グループ名

定例会開催日時 毎月第2木曜日　19:00～21:00 主な活動場所 川崎・横浜を中心に神奈川県内

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

担当者氏名・連絡先

年会費 3,000円 人数（企業内・独立比） 11名（企業内3名、独立8名）

会の紹介

川崎・横浜地域創成ネットワーク

11月11日（木）

代表者：吉井弘治、連絡担当者：森島佐登志　連絡先：080(1081)9717 jzu00057@nifty.ne.jp（森島）

【活動の目的】

　主に川崎・横浜を中心とした地域の中小企業の皆様の経営向上へ向けた支援

【活動の状況】

　月1度の月例会実施。通例は、田園都市線・横浜市営地下鉄あざみ野駅近くの「山内地区センター」で

実施していましたが、現在はコロナ禍の影響でZoomを利用して例会を実施しています。

　毎年（連続10年）、産業見本市「テクノトランスファー in かわさき」へ出展して、相談ブースを設け

て経営相談、補助金活用相談などを行っていましたたが、昨年は新型コロナウイルスの影響で開催されま

せんでした。

　本年は、今のところ先行き不透明ですが、開催されれば出展することになると思います。

　中小企業に対する実践的支援を、無償または有償で行っています。

【メッセージ】

　自ら主体的に活動してくれる方を求めています。

12月8日（木）



 

 

登録グループ名

定例会開催日時
不定期（新規案件受注時にその都度

決定）
主な活動場所

新規案件受注時

にその都度決定

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

担当者氏名・連絡先
久保田　弘

大堀　浩
h-kubota@myad.jp
hiroshi.oohori.2015@globis.ac.jp

年会費 なし 人数（企業内・独立比）  1人、12人

会の紹介

経営デザイン実践グループ(KDJ)

未定(新規案件受注時)

未定(新規案件受注時)

【活動の目的】当Gの構成員（プロコン、設立の発起人など）が有する各種法人の

新規受注案件に、新規会員（プロコン及び企業内）と共同で取り組む。

【活動の状況】①経営コンサルティング事業・・・経営全般の改善、事業承継、

M/Aなどの中・大型案件が対象で、旧プロコン塾を含む。②官公庁、大企業等から

の受託事業・・・ものづくり設備投資の企業現地調査（３０～50社/年）、クロス集

計などによるデータ解析事業（数件/年）など③官公庁、大企業等への講演・セミ

ナー・・・創業スクール・塾を長年実施、近年は健康（経営）セミナーが多く、こ

こ2年で官公庁に４８回、大企業に４回、ヨガの講演・修練を４回実施している。

【活動の特色】当Gは官公庁や企業から受注する機能を有さないので、入会するだ

けでは案件に取り組めない。当G構成員が有する法人からの委託により受注案件を

実施する。当Gは皆さんと構成員法人を橋渡しするマッチング組織である。

【メッセージ】当Gは昨年度に発足し、プロコン、企業内診断士に活躍の場を提供

するものである。新規入会者は現在6名である。入会申込書には希望業種・案件等を

記入して頂いている。

登録グループ名

定例会開催日時 毎月第3水曜日１９：００～２１：００ 主な活動場所 かながわ県民センター

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

担当者氏名・連絡先

年会費 3,000円 人数（企業内・独立比） ２対８

会の紹介

健康経営支援プロジェクト

11月17日（水）１９：００～２１：００ （ZOOMにて）

野村剛正　nomura.t.cotobank@gmail.com

【活動の目的】

私たちのグループでは、企業経営の本質的な根幹である『人』に焦点をあて、企業の組織 風土のあり方を見直し、人財育成を

主とし、従業員の幸福を考えた経営をサポートします。従業員のエン ゲージメントを高め、生産性や経営効率の向上による収

益性の向上など各種支援施策を提供・実践してまいりま す。

【活動の状況】

昨年度の実績として、横浜市より横浜市健康経営認証制度における委託業務を受託しました。今年度も横浜市との関係強化を

図り、国策である男女共同参画社会基本法を踏まえた男女共同参画社会の形成の促進に伴い、横浜市の施策テーマである”女性

活躍支援と働き方改革の一本化推進事業”にも深く関わっていきたいと思っています。

 １、メンバーの経験・能力・感性・志向等の相互理解を目的に、勉強会の充実を図っています。

　・個人別に自身の強味、知見の発表（健康経営への取り組み、関連するテーマの研究）

　・外部団体や外部講師を招聘した講義

２、支援メニュー作り（セミナーコンテンツ、コンサルメニュー、研修事業）を行っています。

   ・男女共同参画、ダイバーシティ、女性活躍支援 ・働き方改革事業支援

   ・健康経営を理解し支援するためのカードゲーム開発やITやAIを活用した支援メニュー開発

３、横浜市健康経営認証制度推進の支援（実践の場、実績作りを目的とします）を実践しています。

　・横浜市から紹介された認定企業の支援を通じた健康経営指標つくり。

　　認定企業のワークエン ゲージメント（社員の幸福度の測定）、企業価値、経営指標（労働生産性、離職率の測定）

【活動の特色】

私たちのグループには、社会保険労務士やキャリアコンサルタント、メンタルヘルスマネ ジメント、精神保健福祉士、労働安

全衛生コンサルタントなど、関連する資格保有者のほか、様々な立場で活躍されているメンバーがおります。

【メッセージ】

私たちのグループは、知見や情報の研鑽の場・自身の人間形成の場。そして相談し合える 関係性。ここで話し合った内容、マ

インドやノウハウをもって、各メンバーが企業支援や相談のエキスパートとして活躍していくための源泉になることを目指し

ます。

12月15日（水）１９：００～２１：００



 

 

 

 

 

登録グループ名

定例会開催日時 毎月　第２金曜日　19時～ 主な活動場所 Zoom(県民センター/Lプラザ）

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

代表者名・担当者氏名・連絡先

年会費 2,000円 人数（企業内・独立比）  12名（1：11）

会の紹介

現場改善研究会

11／12（金）19時～　Zoomオンライン

枇榔（ビロウ）竜二　　bass44bass44@gmail.com

【活動の目的】

現場改善は、診断士が指導して終わりというものではありません。自社内で改善活動が継続できるよう支援するの

が、本来の我々、診断士の役割だと考えています。そのためには、実行と知識のバランスをとる必要があります。

本研究会では、実行支援はもちろん、知識の充実に使えるコンテンツも作成していきます。

【活動の状況】

数年間、ものづくりＰＪのグループとして活動し、ＩＥ基礎、品質管理基礎、原価管理基礎、在庫管理の基礎等の

コンテンツを作ってきました。また、会員が関与する企業に対して改善相談も行った実績があります。これらを更

に充実したものにしていきたいと考えています。

【活動の特色】

堅苦しい集まりではありません。いろいろな意見を出し合いながら進めています。

【メッセージ】

プロとして多方面で活動している方も多く参加しています。将来の独立の参考にしたい方、生産管理等をもう一度

整理し直したい方等、動機は違っても積極的に活動に関わっていこうとする意欲のある方、ぜひ、一緒に活動しま

しょう！

12／10（金）19時～　Zoomオンライン

登録グループ名

定例会開催日時 毎月１回　日曜日 主な活動場所 かながわ労働プラザ

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

代表者名・担当者氏名・連絡先

年会費  3,000円 人数（企業内・独立比） ５0名　（３：１）

会の紹介

湘南診断士ネット 

11月14日（日）17:00～20：00　かながわ労働プラザ　第11会議室

 代表：南部 裕史，入会/見学連絡先：kanji@shonan-shindanshi.net

【活動の目的】

中小企業診断士の研鑽の場を創出し、会員同士が切磋琢磨することでスキルアップを図る。

【活動の状況】

①毎月定例会を開催し、会員相互の研鑽を行う（現在はZoomも併用して開催しています）。

②希望者を募り、分科会としての自主研究活動、展示会への出展など、現場での実践を行う。

 また当会の関連事業として補助金申請支援業務，講師業務を請け負う機会もある。

【活動の特色】理論と実践の両立を目指して活動している。

【メッセージ】

実務経験を積みたい方、診断士活動の幅を広げたい方、向上心と積極性のある方には、

うってつけの会です。１回目のオブザーバー参加は無料ですので、お気軽に上記連絡先まで

お問合せください。会員は湘南地区に限定しておりませんので、ぜひお越しください。

活動内容は当会の公式HPでも公開しています。

（https://shonan-shindanshi.net/　または　右記QRコード参照）

1月16日（日）17:00～20：00　かながわ労働プラザ　第4会議室

おといあわせくだいおといあわせくだい 



 

 

 

 

 

登録グループ名

定例会開催日時 不定期 主な活動場所 Zoom、葉山

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

代表者名・担当者氏名・連絡先

年会費 不要 人数（企業内・独立比） 企業内５人：独立1人

会の紹介

診断士プロボノネットワーク

未定

宮原　崇　　continentallion@gmail.com

【活動の目的】

●社会貢献のため

コロナ禍に、企業内診断士とて何もしないわけにはいきません。

自分の専門性では支援できない案件でも、ネットワークを介して、専門家を紹介することで社会に貢献す

る機会を得ます。

●スキルアップのため

企業内診断士にプロボノを通じて、スキルアップをする機会を得ます。

●県協会会員協働

プロボノで協働した「神奈川県協会に所属していない診断士」の横のつながりを構築します。

【活動の状況】

・最近はメンバーの多くが有償案件をかかえていて、登録グループとしてプロボノ活動を出来ていませ

ん。　メンバー個人単位で、海岸のごみ拾いや、地域の課題解決に取組しています。

　

【活動の特色】

企業内診断士ならではの悩みは共通です。わざわざ悩みを共有するまでもなく、集まるだけで自然と課題

を解決できていくような雰囲気があります。

【メッセージ】

共有できるほどの案件件数がないため、新規の会員は募集していません。

未定

登録グループ名

定例会開催日時 奇数月の第2日曜日（原則）15:00～17:00 主な活動場所 武蔵小杉及びJR南武線沿線周辺

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

担当者氏名・連絡先

年会費 0円（会場費は出席者で均等に分担） 人数（企業内・独立比） 23名（9:14)

会の紹介

たまがわ経営研究会

11/14（日）15:00～17:00

金谷　浩司 t15est4ogitka@icloud.com

【活動の目的】

年齢、性別、学歴、職歴等関係なく、同じ土俵で多様な企業内・独立診断士が相互の交流を図ることによ

り、お互いの能力の向上を図り、グループの総合経営支援力をもって社会に貢献する活動を目指します。

【活動の状況】

定例会にて、各メンバーの関心のあるテーマや実務経験の発表を行い、新たな情報の収集やディスカッ

ションを行います。

【活動の特色】

企業内・独立という垣根を超えた交流ができます。少数精鋭であり、より懇親が図れるのも特徴です。

また、ゲストスピーカー（特定分野の専門家等）による発表を行うことも不定期ですがあります。

【メッセージ】企業内・独立を問わず自ら学びたい方、診断士仲間と懇親を図りたい方、是非ご連絡下さ

い。

1/9（日）15:00～17:00



 

 

 

 

 

 

登録グループ名

定例会開催日時 毎月第３土曜日　原則16:00~18:00 主な活動場所 県民センター、Lプラザなど

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

代表者名・担当者氏名・連絡先

年会費 なし 人数（企業内・独立比） 14名（５：５）

会の紹介

「強み」経営研究会

令和３年１１月２０日（土）　場所：未定（コロナの感染状況による（ZOOM会議も可能性あり））

 代表者　寺野　仁　　担当者　小林　幸文 (yukifu-ko0300@ar.wakwak.com)

【活動の目的】「知的資産経営」という企業の強みに着目した、中小企業に適した経営手法を学び、また

実際に企業支援を行うことで、診断士としてのスキル向上を図っています。またこの経営手法を活用し

て、企業の個別問題解決に寄与する様々な支援活動を行っていきます。

【活動の状況】毎月の定例会とともに、有志メンバーによる個別企業支援活動を行ってきました。また、

支援先企業の獲得等を目的としたセミナー開催なども順次行うことを計画しています。

【活動の特色】過去の支援先企業からは好評を得、感謝の言葉をいただいています。独立・企業内の診断

士と半々であり、各々制約の中で、メンバー間で協力しながら活動を進めています。また比較的真面目な

メンバーが和気あいあいと活動しています。

【メッセージ】他府県の知的資産経営の研究や実践支援を行っている診断士会とも交流を図っています。

また、企業内の方は実務支援を通してポイントの取得も行えます。研究会活動を通じてスキルアップを目

指すフレッシュな診断士をはじめ、やる気のある方の参加をお待ちします。

令和３年１２月１８日（土）　場所：未定（コロナの感染状況による（ZOOM会議も可能性あり））

登録グループ名

定例会開催日時 毎月第2日曜日午前9時から12時 主な活動場所
ZOOM、またはミューザ川崎シンフォニー

ホールなどリアルでも実施

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

代表者名・担当者氏名・連絡先

年会費 月額1,078（税込） 人数（企業内・独立比） 7名（4名・3名）

会の紹介

パラレルキャリア研究会（データサイエンス）

2021年11月14日（日）午前9時から12時・ZOOM

 長島三氣生（mikio.nagashima@bizinsights.biz）

【活動の目的】すでに何かしらの専門性をもった30代から50代のビジネスパーソンのパラレルキャリア開発をテーマ

に、データサイエンスの勉強会を開催しています。ホームページ：https://lp.parallelcareerlab.com/

【活動の状況】毎月１回の定例会（進捗報告会）と毎週水曜日夜に「もくもく会（同じ場所に集まり、各自が勉強や

作業を黙々と進める会の総称）」をオンラインで開催しています。また、タスク管理アプリのTrello

（https://trello.com/ja）を用いて、毎月メンバー全員に目標を立ててもらい、「To do」「Work in progress」

「Done」の学習状況を管理して、メンバーの自学自習を支援しています。入会を検討されている方には、無料で能力

開発のキャリアカウンセリングも提供しています。

【活動の特色】当研究会は、講師役が発表するといった講師と受講生というスタイルではなく、メンバー全員が勉強

仲間という関係性の中で、自学自習の習慣付けを支援します。データサイエンスを中心に毎月の定例会は進めていま

すが、もくもく会などは「デジタルマーケティング」「ビジネス英語」「ファイナンシャルリテラシー」など各位が

自学自習する分野は自由です。また、当研究会ではビジネスパーソンのナレッジを記録＆公開するナレッジ共有メ

ディア「CrossKnowledge」を運営していますので、「https://parallelcareerlab.com/」をご覧ください。

【メッセージ】中小企業診断士試験では学べない次世代ビジネスパーソンの必須スキルである「データサイエンス」

を学びたい勉強仲間を募集しています。基本は自学自習ですが、初学者の人でも安心な3つを支援します。①データサ

イエンスを学ぶための学習ルート、②継続するための、（1）進捗管理（メンバー全員のタスクの見える化）、（2）

もくもく会（毎週開催）、（3）毎月の進捗管理（定例会）の仕組み、③わからない内容の質問対応、があります。ご

興味のあるかたは、初回は無料参加できますのでご連絡ください。

2021年12月12日（日）午前9時から12時・ミューザ川崎シンフォニーホール（予定）



 

 

 

 

 

登録グループ名

定例会開催日時 毎月第3金曜日 19:00～21:00 主な活動場所 県民センター/オンライン

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

代表者名・担当者氏名・連絡先

年会費 3,000円 人数（企業内・独立比） 20名（5:5）

会の紹介

ビジネスIT研究会

11/19(金) 19:00～21:00 Web会議

後藤昌治  sho@sun.qee.jp

【活動の目的】

生産性向上、売上拡大や新サービスにつながるIT活用により、中小企業の事業成長への貢献を目的に活動

しています。さまざまな利用状況に対応した、顧客視点のITシステムを短期間・低コストで活用するため

の研究・調査、経営支援に取り組みます。

【活動の状況】

設立3年目の研究会です。活動の柱は2つあります。ひとつは「中小企業のビジネスとITの相談・支援」も

うひとつは「ICTベンダーとの交流」です。昨年度（2020年）は、3社のIT活用の相談・支援（実務ポイ

ント取得対象）、具体的な案件ベースでのICTベンダーとの情報交換など、中小企業・診断士・ITベン

ダーすべてがハッピーとなることを目指して活動しています。

【活動の特色】

システム開発、製品開発、IT研修講師、コンサルティングなどの様々な経験を持ったメンバーで構成され

ています。また、ITコーディネータ、情報処理安全確保支援士として活動しているメンバーもいて、多く

の視点からビジネスの実態に即した議論や情報交換、そして実務経験ができるのが特長です。

【メッセージ】

企業にとってITは成長するためのひとつの手段です。でも、とてもパワフルな手段です。私たちは、ITの

ビジネスでなく、ビジネスをITでサポートすることを大切なミッションと考えています。それが「ビジネ

スIT研究会」の名前に込めた思いです。意欲のある方の参加をお待ちしています。

12/17(金) 19:00～21:00 かながわ労働プラザ会議室1・2

登録グループ名

定例会開催日時 偶数月第３土曜日又は第３日曜日17:00～19:00 主な活動場所 かながわ県民センター

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

代表者名・担当者氏名・連絡先

年会費 無し 人数（企業内・独立比） 17名（8:9） 

会の紹介

平29会

2021年12月19日（日）17:00～19:00　リアルとZOOMのハイブリッド（場所は未定）

和泉田 宏　izumita.164@gmail.com

【活動の目的】メンバー間の相互交流、相互研鑽

【活動の状況】偶数月に開催している定例会では、毎回メンバー1～２名が知見を発表しています。ま

た、メンバーが持ち寄る案件について、必要に応じて取り組んでいます。直近の発表テーマは以下の通り

です。①AIについて、②事業再構築補助金について、③神奈川県協会の研修体系について、④アフターコ

ロナについて

【活動の特色】様々なバックグラウンドを持っているメンバーが多く、活動を通じて知見を深め、スキル

アップ向上に努めています。

【メッセージ】平成29年に神奈川県中小企業診断協会に入会したメンバーの相互研鑽の場として活動して

います。多士済々の同期との情報交換に参加してみませんか？

2022年2月19日（土）17:00～19:00　場所は未定



 

 

 

 

登録グループ名

定例会開催日時
原則　毎月第4土曜 14:00～17:00

主な活動場所
かながわ県民センター

かながわ労働プラザ、Zoomなど

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

代表者名・連絡担当者名・連絡先

年会費 3,000円（会場費やデジタル運営などに使用） 人数（企業内・独立比） 40名 (3:2)

会の紹介

令和の時代を「勝ち残る」ための取組みをはじめませんか？
【活動の目的】

　マーケティング実践研究会では、マーケティングを理論、実践の両面から学ぶとともに各メンバーの持

つ経験や情報を共有し、議論を深めることにより自己研鑽を行っています。

【活動の状況】

　研究会HPを窓口として顧客を獲得し、企業様のマーケティング支援を行っていくことを目標に活動を

行っています。月に１度定例会を開催し、メンバーが持ち回りでマーケティングに関する発表を行うとと

もに、４つのグループに分かれて実践的なコンテンツを開発しています。今年度は、昨年度に着手した取

組みをさらに発展させ、中小企業のニーズが高い『営業力強化』、『売上拡大』、『販路開拓』、『情報

発信』の４本柱で活動してゆく予定です。

【活動の特色】

　ベテランの独立診断士が多いこと、海外勤務経験のあるメンバーが多いのが特徴ですが、診断士の経験

年数や独立・企業内に関わりなく、活発な議論や情報交換が交わされます。

【メッセージ】

　マーケティングを理論・実践の両面から学び経験したい方、将来の独立や海外での活躍を視野に入れて

いる方にはとても学ぶことの多い研究会です。マーケティングという共通の話題を通じて、メンバーたち

のそれぞれの考え方や経験を感じていただくことができます。少しでも興味を持たれた方は、オブザー

バーとして遊びにいらしてください。お待ちしています。

マーケティング実践研究会

11月27日(土）14:00～17:00　場所：Zoom

小泉 昌紀　　連絡先：https://mktlabo.com/meeting		

12月25日(土）14:00～17:00　場所：Zoom

登録グループ名

定例会開催日時 原則毎月第4木曜日　19:00～21:00 主な活動場所 当面はオンライン

次回の定例会の日時・場所

次々回の定例会の日時・場所

担当者氏名・連絡先

年会費 8000円 人数（企業内・独立比） 13名。順次増員中

会の紹介

神奈川医療介護経営研究会（Medi Cam）

11/25（木）19:00～21:00 オンライン（zoomミーティング）

折笠　勉　orikasa@consul-soar.com

【活動の目的】令和元年7月、常時使用する従業員数300人以下の医療法人等が中小企業診断士の実務従

事の対象に加えられ、今般、医業経営支援における中小企業診断士への期待が高まっています。しかしな

がら、医療や介護の経営は、診療報酬や介護報酬といった保険制度を初めとした様々な法規制のもと運営

がなされているという特徴があり、コンサルティングを実施する上では様々な背景知識が必要となってき

ます。そこで、本研究会では、プロとして医療介護経営の支援を行っていくことを目指す中小企業診断士

と、医療業界で活躍する一般の方々が互いに情報交換、研鑽を行う場として令和3年4月より発足いたしま

した。中小企業診断士の医療介護業界に関する知見を高めるとともに、医療機関や医療関連企業の方々の

経営に関する知見を高め、業界全体の底上げを図ることを目的とします。

【活動の状況】研究会発足より１年間は、医療関連業界より講師をお迎えし、講義と質疑応答、ディス

カッションを行う予定です。講師からの講義を聴くだけではなく、参加者各自がもつ知見から意見を述べ

ることで、相互の研鑽を図るスタイルで研究会活動を行っていきます。

【活動の特色】すでに医療介護業界でコンサルタントとして活動しているメンバーや、医療関連業界から

参画しているメンバーもいますので、医療介護経営支援に関するリアルな情報交換が可能です。

【メッセージ】医療介護業界は他業種に比較して参入障壁が高い業界だと言われています。このため、こ

の分野で真に活躍している中小企業診断士はまだまだ少なく、独自の得意領域のみもつ民間企業が経営コ

ンサルティングを実施しているケースが多く、時には経営者にとって回り道となってしまっている場合も

見受けられるのが現状です。経営に関する幅広い知見を持つ中小企業診断士がコンサルティングを担うこ

とで、こうした経営者の皆様にとって効果的な支援が行えると考えています。一緒に研究し、知見を深め

合い、プロとして医療介護経営の支援を行っていくことを目指す仲間をお待ちしています。

12/23（木）19:00～21:00 オンライン（zoomミーティング）予定



■登録グループとは 

(一社)神奈川県中小企業診断協会において、中小企業診断士としての実践、特定のテーマの追求、会員

の技術・スキル向上、相互の人的ネットワーク形成等を目的として、協会会員の皆様がその自由な意思

の下に集まったグループであり、協会に届け出をしたものを指しています。新規の設立も可能です。 

https://sindan-k.com/support/group/                      会員支援１部 

■未掲載のグループの情報は HP をご参照ください。 

 

 

 


