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理論政策更新研修 
中小企業診断士 各位                             令和 4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 天満 正俊 

令和 4 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 4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 3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。 

（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 14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 6ページ以降の案内を必ずご覧下さい。 

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

期限までに振り込みください。 

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 4 年度 理論政策更新研修のご案内 

 

理論政策更新研修（4時間の研修）は、更新要件のひとつである「新しい知識の補充に関する要件」

として実施する研修です。登録有効期間 5年間で 5回修了することが必要ですので、原則として毎年受

講してください。 

本年度は 7月から翌年 2月までの期間中、計 12回（会場でのリアル研修 10回＋リモート研修 2回）

の研修開催を予定しておりますが、リアル研修、リモート研修の各々の諸注意事項を以下に示します。 

 

リアル研修における諸注意事項 

 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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リモート研修における諸注意事項 

 遅刻は一切、認められません。 

 受講 URL の第三者への転送及び外部への資料転載は禁止します。 

 接続は１台に限ります。 

 事務局では受講確認として常時在席確認をしております。休憩時間以外、常にカメラをオン

にしてください。カメラオフの状態が続いていると在席確認ができませんので個別にチャ

ットでご連絡いたします。 

 講義中に、居眠りや他の作業を行っている、講義妨害などの受講態度不良が見られる場合

は、事務局より個別チャットを通じて警告を行います。改善が見られない場合はご退席いた

だきます。 

 5 分以上、研修中の在席確認ができない場合は、受講時間が未達となるため修了と認められ

ません。この場合、修了証明書は発行できませんのでご注意ください。なお、納入いただい

た受講料は返金できません。 

 修了証明書発行には、アンケートの回答と講義中に講師が案内する「キーワード」および概

要を入力フォームへ記入することが必須です。 

 本研修中、グループに分かれてワークを行う場合があります。その際は、講師の指示に従っ

てください。 

 事務局では記録のために録画を行います。なお、受講者は研修の画面キャプチャ、録画、録

音は行わないでください。 

 

修了証明書の発行について 

 中小企業診断士理論政策更新研修をオンラインで受講するにあたり、修了証明書発行申請

及びアンケートの提出をもって受講の修了といたします。 

 受講修了が確認できた方には、郵送にてご登録いただきました住所宛に修了証明書を発送

いたします（到着までに 10 営業日ほどかかります）。 

 

その他 

 接続トラブルにより受講ができなかった場合の対応については後日事務局よりメールでご

案内をいたします。 

 研修 2 日前までに Zoom 接続 URL が到着しない場合は、必ず事務局までお問い合わせくだ

さい。 
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申込受付期間：令和 4年 6月 23日（木）～令和 4年 6月 30日（木）  

 

申込受付期間：令和 4年 7月 28日（木）～令和 4年 8月 4日（木）  

 

第 1回 日 時 令和 4年 7月 9日（土）13：00～17：20 会場 川崎市産業振興会館 

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 

日本経済を取り巻く環境が予測困難なほど激しく変化する中で、地域の中小企業がデジタル化やＤＸ（デジタルト

ランスフォーメーション）に取り組む必要性を踏まえつつ、関東経済産業局のデジタル化支援に係る取組や事例

紹介、ＩＴ導入補助金、ものづくり補助金等、国のデジタル関連施策についてご説明します。 

２ 

テーマ 他社事例から学ぶ！オンラインコミュニケーション活性化のツボ 

時間 14：10～15：40 講師 カスタマーズ・ファースト株式会社 

代表取締役 片桐 あい 

2020年から急速に広まったオンラインコミュニケーション！企業コンサルでも「若手が育たない」「社員の本音が

見えない」などのお悩みに立ち向かうためには、オンラインコミュニケーションを活性化させる工夫が必要です。他

社事例を盛り込みながら、クライアントさんへのアドバイスのためのヒントをお伝えします。 

３ 

テーマ 商店街のソフト事業と今後の活性化策のあり方 

時間 15：50～17：20 講師 合同会社 環り愛  

代表 大場 保男 

商店街のソフト事業として、共同販促、共同イベント、ポイントカード、商店街ブランドづくり、飲食店をつなぐバル、

朝市・マルシェ、まちゼミなどが行われてきました。これらの事業を踏まえて、今後の商店街の活性化策のあり方

について考えていきます。 

第２回 日 時 令和 4年 8月 20日（土）08：30～12：50 会場 崎陽軒本店 

１ 

テーマ Govtech2.0：行政サービスを活用したビジネスの実現 

時間 08：30～09：30 講師 会計検査院 

デジタル統括アドバイザー 高橋 邦明 

「誰も取り残されない」デジタルガバメントは、ユーザビリティ等の向上を目指しています。また、規制緩和や申請

のデジタル化によってワンスオンリーやコネクテッドワンストップが進み、行政と国民との関わりは大きく変わりつ

つあります。これからのデジタルガバメントにおける士業の活躍の場につき、補助金申請を例として解説します。 

２ 

テーマ 
観光まちづくりの視点で事業をまち・地域に活かす 

～地域住民や関係人口との共創から学ぶ事業再構築～ 

時間 9：40～11：10 講師 学校法人 横浜商科大学 商学部観光マネジメント学科 

准教授 秋山 友志 

With コロナの中、観光分野でもまちづくり分野でもビジネスモデルの再構築が問われています。観光客よりもさら

に踏み込んだ"関係人口"を意識した事業やまちづくりについて、人が人を呼び・新たな人の交流を生み、まちや

地域に賑わいを出してきている事例を交えながら考えていきます。 

３ 

テーマ 中小企業のデジタル化支援 〜建設・製造の現場における AI活用〜 

時間 11：20～12：50 講師 株式会社 GAUSS 

代表取締役社長 宇都宮 綱紀 

取締役 副社長 長谷川 正平 

建設業や製造業は、深刻な働き手や後継者不足を補うためデジタル化が期待される一方で、人手による現場作

業が多くデジタル化が進んでいないのが現状です。そのような現場作業の抱える課題解決に繋がるデジタル化

について、AI 開発スタートアップ (株)GAUSS が、直ぐに現場導入できる AI ソリューションや活用事例をご紹介し

ます。 
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申込受付期間：令和 4年 8月 25日（木）～令和 4年 8月 29日（月）  

 

申込受付期間：令和 4年 9月 8日（木）～令和 4年 9月 21日（水）  

第３回 日 時 令和 4年 9月 7日（水）13：00～17：20 会場 川崎市産業振興会館 

１ 

テーマ 中小企業向け海外展開支援施策について 

時間 13：00～14：00 講師 経済産業省 関東経済産業局 総務企画部 国際課 

課長 高見沢 慶子 

中小企業の海外展開に対する関心が高まる中、経済産業省をはじめ様々な機関が海外展開支援を行っていま

す。こうした施策の効果的な活用により、企業の海外展開の取組が一層促進されることが期待できます。今回の

講演では、国や支援機関の提供する支援メニューを、企業の海外展開ステップごとに紹介します。 

２ 

テーマ 人を動かすコミュニケーション 

時間 14：10～15：40 講師 ＮＬＰアドバンス 代表 

米国 NLP協会認定トレーナー 西澤 秀樹 

コロナ禍により人と人との繋がりが希薄になる中、NLP が注目されています。NLP とは、1970 年代アメリカで開発

されたコミュニケーション心理学で、別名自分の取扱説明書ともいわれています。本セミナーでは、人間の脳のメ

カニズムの解説とコミュニケーション力アップのポイントについて解説し、組織における改革のヒントを提供します。 

３ 

テーマ 中小規模製造業者の製造分野における DX推進のためのガイド 

時間 15：50～17：20 講師 独立行政法人情報処理推進機構 社会基盤センター 

産業プラットフォーム部 コネクテッドインダストリーズグループ 

岩津 勝彦 

パネラー 独立行政法人情報処理推進機構 社会基盤センター 

産業プラットフォーム部 コネクテッドインダストリーズグループ 

五味 弘、 宮本 博司 

製造分野 DX とは、顧客価値を高めるため、製造装置や製造工程の監視・制御等のデジタル化を軸に、IT との連

携により、製品やサービス、ビジネス モデルの変革を実現することです。本講演は、DXやデジタル化が進んでい

ない中小製造業における DX推進の支援者を対象とし、中小製造業における DXの進め方について説明します。 

第４回 日 時 令和 4年 10月 1日（土）08：30～12：50 会場 崎陽軒本店 

１ 

テーマ 小規模事業者の IT導入支援について（公的機関の各種支援） 

時間 08：30～09：30 講師 一般社団法人中小企業 IT経営センター 

坂本 ゆみか 

小規模事業者において、IT 利活用は経営課題解決の手段として有効ですが、適切な意思決定ができない、経営

資源がない等の理由で IT 導入が進まないケースが多いのが実情です。本講演では、公的機関が提供している

IT導入支援ツール等を活用することも含め、小規模事業者における IT導入支援の進め方について説明します。 

２ 

テーマ 小規模事業者のデジタル化支援のノウハウ（事例を中心として） 

時間 9：40～11：10 講師 岸本ビジネスサポート株式会社 

代表取締役 岸本 圭史 

中小企業のデジタル化やデジタルトランスフォーメーション（DX）が重要となってきていますが、日本の企業の

85％以上を占める小規模事業者への IT 化支援の方法は、大企業・中堅企業・小規模ではない中小企業へのそ

れとは異なります。小規模事業者への IT化支援に焦点を絞り、その支援ノウハウを事例中心にご紹介します。 

３ 

テーマ ファミリービジネスの立ち上げと事業継承 

時間 11：20～12：50 講師 株式会社 POMPON&COMPANY 

代表取締役 立道 嶺央 

地域コミュニティを意識したケーキの自転車販売を始めたいきさつと、家族の一人一人が得意なことを生かしたフ

ァミリービジネスの作り方とその事業継承、そして、これからの飲食業のサステナビリティーについてお伝えいたし

ます。 
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申込受付期間：令和 4年 10月 13日（木）～令和 4年 10月 20日（木）  

 

申込受付期間：令和 4年 10月 27日（木）～令和 4年 11月 2日（水） 

 

第５回 日 時 令和 4年 10月 29日（土）13：00～17：20 会場 かながわ労働プラザ 

１ 

テーマ カーボンニュートラルと地域企業の対応～事業環境の変化と取組の方向性～ 

時間 13：00～14：00 講師 関東経済産業局 資源エネルギー環境部 

カーボンニュートラル推進課 

課長 吉田 誠 

カーボンニュートラルへの挑戦は、投資を促し、企業の生産性を向上させ、産業構造の大転換と力強い成長を生

み出すチャンスです。この大きな潮流の中で、中小企業はコストの増加やルールチェンジによるリスクの側面を意

識しつつも、カーボンニュートラルへの挑戦を成長の機会と捉えて自らの稼ぐ力の強化につなげていくことが重要

です。 

２ 

テーマ 中小製造業の「経営者コミュニティ」の意義と活動 ～さむかわ次世代経営者研究会の取り組み～ 

時間 14：10～15：40 講師 株式会社ムラタ 

代表取締役 村田 洋介 

寒川町は、歴史と田園風景、そして中小製造業が集積する町です。ここ寒川でも製造業の地盤沈下が進む中、

次代を担う、９人の経営者は、５年前、「さむかわ次世代経営者研究会」を結成、互いに意見を交換し、刺激を受

けながら新たな気づきで経営を磨く活動を続けています。中小製造業の「経営者コミュニティ」の意義とこの活動を

支えてきた中小企業診断士の伴走型支援をトークセッションも交え紹介いたします。 

３ 

テーマ 清掃事業を永遠に、ミッションビジョンそしてフィロソフィ 

時間 15：50～17：20 講師 横浜環境保全株式会社 

代表取締役 髙橋 義和 

「清掃事業を永遠に」という先代の意思を引き継ぎ、当社が担っている環境保全事業は地球を救う立派な仕事だ

という事、社会から必要とされ続ける会社である事、会社を支えてくれる全ての人達の豊かな幸せを実現していく

という思いを込めて打ち出した企業ミッション・ビジョンからこれまでの経過をお話しさせていただきます。 

第６回 日 時 令和 4年 11月 12日（土）13：00～17：20 会場 リモート研修 

１ 

テーマ DX とデジタル化による生産性向上の取り組み ～食と農の分野を中心に～ 

時間 13：00～14：00 講師 公益財団法人流通経済研究所 

主席研究員 折笠 俊輔 

この講義では、食と農の分野を中心に、デジタル化、デジタルトランスフォーメーションによる生産性向上の考え方

や、経営におけるメリット、デメリットについて説明します。また、各種業務のデジタル化を進めていくうえでの注意

点やデジタルとアナログを融合していくことの重要性についても言及します。 

２ 

テーマ オンライン会議システムの有効活用 

時間 14：10～15：40 講師 大手損害保険会社 研修専門グループ会社 

部長 松尾 匡 

Zoom や Webex によるオンライン会議や研修、プレゼンテーションが増える中、オンラインならでのトラブルや悩み

も生まれています。それらは、オンラインの機能を有効活用して効果的なコミュニケーションをとることで対処が可

能です。今回の研修は昨年度実施の「オンライン研修のコツ」をブラッシュアップした内容です。 

３ 

テーマ 非対面・対面を組み合わせたハイブリッド営業による中小企業の営業力強化支援 

時間 15：50～17：20 講師 中小企業診断士 

小川 直樹 

Web マーケティングを活用して新規顧客を開拓したい、でもノウハウがないというお悩みはありませんか？本セミ

ナーでは、法人向け営業を対象に、Web マーケティングによって非対面で効率よく見込み客を獲得し、それと対面

営業を上手に組み合わせて営業成果を出して行くハイブリッド営業手法を紹介いたします。 
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申込受付期間：令和 4年 11月 10日（木）～令和 4年 11月 15日（火）  

 

 

申込受付期間：令和 4年 11月 17日（木）～令和 4年 11月 30日（水）  

 

 

第７回 日 時 令和 4年 11月 26日（土）13：00～17：20 会場 川崎市産業振興会館 

１ 

テーマ 政府情報システムの現場から見た DXの取り組み方 

時間 13:00～14：00 講師 会計検査院 

デジタル統括アドバイザー 高橋 邦明 

「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」では、新しいシステム開発手法が散見されます。各府省ではク

ラウド、ローコード等によるシステム内製化も浸透しつつあります。デジタル敗戦からの復興政策としての DX に係

る政府の取組みについて、政府のシステム開発事例から教訓を示します。士業による DX 推進支援の参考として

下さい。 

２ 

テーマ 中小企業 M&Aを支援するために理解しておくべきポイント 

時間 14：10～15：40 講師 名南M&A株式会社 事業開発部 副部長 

中小企業診断士 小玉 智之 

後継者のいないオーナー社長が第三者による承継を求める手段として、或いは経営資源の獲得・成長機会の獲

得手段として、「中小企業 M&A」が近年注目されています。本研修では、現役Ｍ＆Ａアドバイザーが「中小企業 M

＆A」を支援するために理解しておくべきポイントを、「中小Ｍ＆Ａガイドライン」を踏まえて説明いたします。 

３ 

テーマ 補助金申請ノウハウについて 

時間 15：50～17：20 講師 若杉公認会計士事務所／株式会社アカウティングプロ 

代表 若杉 拓弥 

公認会計士、認定支援機関として補助金等の支援の豊富な実績を有する講師が、中小企業診断士にとって重要

な業務領域の１つである補助金申請について、ノウハウを説明します。「ものづくり補助金」について全国約 2万の

会計事務所の中でナンバー１の支援実績を誇る講師が、補助金申請支援における成功の鍵を示します。 

第８回 日 時 令和 4年 12月 14日（水）08：30～12：50 会場 崎陽軒本店 

１ 

テーマ 事業計画と知財支援のあり方に関する調査実証研究について 

時間 08：30～09：30 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 

昨年度特許庁の実証研究において、企業の事業指針である事業計画について、計画内容の実効性を高める知

財の視点をヒアリングや実証事例により抽出しました。中小企業への知財支援に活用可能な、事業成長を促す

新たな支援アプローチのあり方の検証及びその手法についてご説明いたします。 

２ 

テーマ 地域に根差したプロチーム経営 ～デジタルを活用したマーケティング戦略～ 

時間 09：40～11：10 講師 株式会社横浜エクセレンス 

代表取締役 向井 昇 

バスケットのプロリーグ「B リーグ」に所属する「横浜エクセレンス」は、2021 年から神奈川県横浜市に本拠地を移

転し、「スポーツを通じてたくさんの人を笑顔に」をクラブ理念に活動しています。スポーツによる地域貢献、ファン

を笑顔にするためのデジタル戦略等について、ご紹介します。 

３ 

テーマ 老舗まぐろ問屋の変化と進化 ～地域産業の継続の為にできること～ 

時間 11：20～12：50 講師 株式会社西松 

代表取締役社長 相原 宏介 

弊社は、まぐろの一大漁港として栄えた三浦三崎港で創業より 128 年を迎えた老舗まぐろ問屋です。弊社の生き

残りをかけた独自戦略と地域産業が全国各地に向けて発信をしてきたお話しをさせていただきます。 
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申込受付期間：令和 4年 12月 15日（木）～令和 4年 12月 26日（月） 

 

申込受付期間：令和 5年 1月 12日（木）～令和 5年 1月 23日（月）  

 

第９回 日 時 令和 5年 1月 14日（土）13：00～17：20 会場 かながわ労働プラザ 

１ 

テーマ 事業承継の現場で必要な５つの重要ノウハウ ～会社法がわかる中小企業診断士は引っ張だこ～ 

時間 13：00～14：20 講師 事業承継センター株式会社 

代表取締役 金子 一徳 

事業承継の分野では経営権の移転・代表権の変更といった極めて複雑で難解な事象にぶつかりますが、会社法

を知っていれば怖くありません。事業承継の現場で即座に使える、これだけはという会社法のノウハウ・知識を学

び、事業承継支援の神髄に迫ります。事業承継コンサルティングを一生の仕事にしたい人、必見の講座です！ 

２ 

テーマ 事業承継計画のポイント 

時間 14：30～15：50 講師 事業承継センター株式会社 

取締役 石井 照之 

事業承継計画は、経営者と後継者のコミュニケーションツールであると同時に、支援者として強力な武器になりま

す。経営者の心を動かす・目に見えない会社の価値を明らかにする・具体的な行動計画を立てることで、次のコ

ンサルティング契約にもつながります。作成のコツとポイントを事例を交えてわかりやすくお伝えします！ 

３ 

テーマ 
事業承継コンサルティングの第一歩は後継者教育から 

～集団教育と個別教育のそれぞれの重要性～ 

時間 16：00～17：20 講師 事業承継センター株式会社 

常務取締役 東條 裕一 

後継者は権限が与えられない中、周囲からは社長の器を疑われ、成果を挙げても親の庇護と言われることが多

い存在です。事業承継支援の場面で、こうした後継者に経営の知識やセオリーをどう学んでもらうか、経営者とし

てどう決断できるようにするか、を学んでもらいます。さらに後継者教育を集団と個別の両面から解説します。 

第１０回 日 時 令和 5年 2月 1日（水）13：00～17：20 会場 川崎市産業振興会館 

１ 

テーマ サイバー攻撃の脅威と中小企業のセキュリティ対策のポイント 

時間 13：00～14：00 講師 独立行政法人 情報処理推進機構 セキュリティセンター 企画部 

中小企業支援グループ 

芳賀 政伸 

昨今、サイバー攻撃が激化しています。大企業だけではなく、中小企業のネットワーク環境や管理体制の不備を

狙った攻撃が増えていて、取引先への攻撃の踏み台にされる懸念があります。せっかく築き上げた信用を失わな

いために、今すぐ実践できる中小企業のセキュリティ対策として、IPA の対策支援ツールを活用した指導方法を紹

介します。 

２ 

テーマ 新たな局面に入った中小企業の事業再生支援 

時間 14：10～15：40 講師 株式会社３Rマネジメント 代表 

中小企業診断士 渡邊 賢司 

中小企業の事業再生等に関するガイドラインが令和 4 年 3 月に策定、公表され、それに伴い経営改善計画策定

支援事業も新しくなりました。コロナ禍により、借入が増加してしまった中小企業の再生支援を今後どのように行

なっていくべきか、また、国としてどのような再生支援を行なっていこうとしているのかについてお話をします。 

３ 

テーマ とことん向き合う、中小企業におけるＳＤＧ’ｓ 

時間 15：50～17：20 講師 株式会社エーゼットファクトリー 代表取締役社長 

一般社団法人日本福祉車輛協会理事 小野田 直 

自分が行きたいところへ自由に行くことのできる移動のアクセシビリティだけでなく、自立や平等な機会の獲得と

いう広い意味でのアクセシビリティは、その人の尊厳や基本的人権にも関わることです。障がい者雇用や福祉車

輛の展開、障がい者スポーツへの支援など中小企業における具体的な取り組みをご紹介します。 
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申込受付期間：令和 5年 2月 2日（木）～令和 5年 2月 8日（水） 

 

申込受付期間：令和 5年 2月 9日（木）～令和 5年 2月 15日（水）  

 

第１１回 日 時 令和 5年 2月 18日（土）13：00～17：20 会場 かながわ労働プラザ 

１ 

テーマ DX とデジタル化による生産性向上の取り組み ～食と農の分野を中心に～ 

時間 13：00～14：00 講師 公益財団法人流通経済研究所 

主席研究員 折笠 俊輔 

この講義では、食と農の分野を中心に、デジタル化、デジタルトランスフォーメーションによる生産性向上の考え方

や、経営におけるメリット、デメリットについて説明します。また、各種業務のデジタル化を進めていくうえでの注意

点やデジタルとアナログを融合していくことの重要性についても言及します。 

２ 

テーマ 事業再構築支援のあり方 

時間 14：10～15：40 講師 株式会社 RMCオフィス 代表取締役 

中小企業診断士 松本 圭介 

企業の存続要件の１つに「環境変化への適応」があります。新型コロナで企業や消費者の行動様式が激変しまし

た。政府は「事業再構築指針」によって再構築のあり方を示し、「事業再構築補助金」という補助金で中小企業の

事業再構築を後押ししています。本テーマでは講師が携わってきた中小企業の事業再構築について解説してい

きます。 

３ 

テーマ アンガーマネジメント基礎編（怒りの感情との上手な付き合い方） 

時間 15：50～17：20 講師 大手損害保険会社 研修専門グループ会社 

部長 道願 淳一郎 

近年、パワハラ、あおり運転、家庭内暴力など「怒り」が原因のトラブルが社会問題になっています。アンガーマネ

ジメントとは「怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニング」です。人間関係を円滑に進めるために怒りの

メカニズムとトレーニング法をご紹介します。 

第１２回 日 時 令和 5年 2月 25日（土）13：00～17：20 会場 リモート研修 

１ 

テーマ M&A・ＰＭＩ支援含めた最新の中小企業の事業承継支援 

時間 13：00～14：20 講師 中小企業診断士 

岸田 康雄 

中小企業庁は、「事業承継ガイドライン」「中小 M&A ガイドライン」「中小 PMI ガイドライン」を公表しました。また、

中小企業診断協会は、「事業承継テキスト」「事業承継支援業務と知識体系」を提供しました。これから事業承継

支援に従事される方が身に付けておくべき基本知識をわかりやすく説明します。 

２ 

テーマ 
観光まちづくりの視点で事業をまち・地域に活かす 

～地域住民や関係人口との共創から学ぶ事業再構築～ 

時間 14：30～15：50 講師 学校法人 横浜商科大学 商学部観光マネジメント学科 

准教授 秋山 友志 

With コロナの中、観光分野でもまちづくり分野でもビジネスモデルの再構築が問われています。観光客よりもさら

に踏み込んだ"関係人口"を意識した事業やまちづくりについて、人が人を呼び・新たな人の交流を生み、まちや

地域に賑わいを出してきている事例を交えながら考えていきます。 

３ 

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（その 2） 

時間 16：00～17：20 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 

大手 IT 企業での事業経験、その実績を活かした学術的知見および自身の中小企業診断士としての立場も踏ま

え、IT利活用に対して中小企業診断士としての役割を考察します。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に関して、皆様と深耕したいと思います。 
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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 

 

かながわ労働プラザ 

https://kawasaki-sanshinkaikan.jp/gyoumu/kaikan/koronatorikumi.html
https://www.zai-roudoufukushi-kanagawa.or.jp/l-plaza/
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【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。 

http://kiyoken-enkai.com/honten_info/572
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        FAX 用申込書   送信先 045（228）7871 

 

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 4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 4年 07月 09日（土） 午後 川崎市産業振興会館  

第 2回 令和 4年 08月 20日（土） 午前 崎陽軒本店  

第 3回 令和 4年 09月 07日（水） 午後 川崎市産業振興会館  

第 4回 令和 4年 10月 01日（土） 午前 崎陽軒本店  

第 5回 令和 4年 10月 29日（土） 午後 かながわ労働プラザ  

第 6回 令和 4年 11月 12日（土） 午後 リモート研修  

第 7回 令和 4年 11月 26日（土） 午後 川崎市産業振興会館  

第 8回 令和 4年 12月 14日（水） 午前 崎陽軒本店  

第 9回 令和 5年 01月 14日（土） 午後 かながわ労働プラザ  

第 10回 令和 5年 02月 01日（水） 午後 川崎市産業振興会館  

第 11回 令和 5年 02月 18日（土） 午後 かながわ労働プラザ  

第 12回 令和 5年 02月 25日（土） 午後 リモート研修  

※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 


