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理論政策更新研修 
中小企業診断士 各位                           令和２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２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２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： 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または郵送での申し込み【受付期間中の平日 10～16 時のみ処理｜申込書は 11 ページを参照】 

申し込み受付期間になりましたら、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、2 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 

各回開催日の 3週間前から 7営業日前まで ※コロナウイルス感染症対応のため昨年と異なります 

 ※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。 

 ※県協会会員・非会員で申し込み期間が異なります（詳細は 5ページ以降の各回案内を参照ください）。 

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の午後３時までにお振り込みくだ

さい。お振り込みがない場合、申し込みが取り消しとなりますので充分ご注意ください。 

  ＊ 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。 

＊＊開催日から 2 週間前以降のお申し込みの場合、申し込み受付後、翌日までに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．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、受講日の 6 営業日前 15:00 までに電話、メール、

または FAX のいずれかにて事務局まで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：受講日の 5 営業日前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： 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 

■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） 

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 

 

■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） 

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 

■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。 

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（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。 

 

※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 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。 

ここをクリックして、申し込みが完

了です 

① 

② 
③ 

Step 4 

「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 

Step 6 
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令和２年度 理論政策更新研修のご案内 

 

今年度の理論政策更新研修は、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 4回 令和 2年 10月 07日（水）午前 ワークピア横浜 ファミリービジネス 

第 5回 令和 2年 10月 31日（土）午後 崎陽軒本店 コミュニケーション 

第 6回 令和 2年 11月 21日（土）午後 川崎市産業振興会館 IT化 

第 9回 令和 3年 02月 14日（日）午後 ワークピア横浜 SDGs 

 

諸注意事項 

 全ての研修の受付開始時間は 30 分前です。 

※遅刻を認めることは一切できません。 

 また、遅刻した場合の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、指定席（受講票記載の番号）になります。会場に掲載します案内図または係の案内

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いたします。 

 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 2年 6月 20日（土）～令和 2年 7月 2 日（木） 

 

申込受付期間：令和 2年 8月 7 日（金）～令和 2年 8月 20 日（木） 

 

 

第 1回 日 時 令和 2年 7月 11日（土）13：00～17：20 会場 ワークピア横浜 

１ 

テーマ ミラサポｐｌｕｓ等中小企業庁広報ツールを中小企業支援に活用する秘訣 

時間 13：00～14：00 講師 経済産業省 関東経済産業局 産業部 

産業部長 勝本 光久 

中小企業庁では施策利用ガイドブックや中企庁 HP、本年 4月にオープンしたミラサポｐｌｕｓ等各種広報ツールを提

供しています。この広報ツールの内容や中小企業が施策活用に至る経緯等調査結果、ミラサポｐｌｕｓの上手な活

用方法、広報ツールを活用した中小企業・小規模事業者支援ノウハウ等を事例も踏まえご紹介します。 

２ 

テーマ 人を大切にする「五方良しの経営」 

時間 14：10～15：40 講師 株式会社さくら住宅 

代表取締役 二宮 生憲 

（株）さくら住宅は、社員・取引業者・顧客・地域住民・株主、全ての人を幸せにする「五方良しの経営」を実践してお

り、その結果、22 期連続黒字を達成しています。会社にとって大切なのは「人」であり、魅力ある「人」を育てること

が重要であるとの方針のもと、地域に密着したリフォーム会社の取組の一端を紹介させていただきます。 

３ 

テーマ 企業内でも独立しても活躍できる、診断士のキャリア・デザインと活躍の場 

時間 15：50～17：20 講師 株式会社クオリティ・オブ・ライフ  

代表取締役 原 正紀 

代表取締役、社外取締役、理事、事務局長、大学客員教授、経産省委員、商工会議所委員、大学非常勤講師、コ

ンサルタント（診断士）、キャリアカウンセラー、研修講師、著者・・・ 現在１ダース以上の肩書を持つ講師が語る、

診断士活躍術。時代は診断士にとって追い風、その選択肢の解説と肩書の創り方を伝授するセミナー。 

第２回 日 時 令和 2年 8月 29日（土）08：30～12：50 会場 ワークピア横浜 

１ 

テーマ 企業再生の極意 ～社員の９９％が諦めた会社の復活劇～ 

時間 08：30～09：50 講師 株式会社 ISAO 

※2020年 6月 1日株式会社 Colorkrewに商号変更予定 

代表取締役社長 中村 圭志 

何百件もの企業を見てきた経営のプロから「この会社は死にかけています。」と見放された ISAO を短期間に立て

直すことができたのは何故か。若き IT 企業の社長が取り組んだ、長年の赤字企業で負け犬体質だった社員の意

識を変える方法、企業を黒字化する方法を、先駆的な組織形態である「バリフラット」も交え紹介いたします。 

２ 

テーマ HACCP制度化から 3か月、食品衛生からの経営革新の在り方 

時間 10：00～11：20 講師 合同会社はじまりビジネスパートナーズ 代表社員 

中小企業診断士 HACCP コーディネーター 白川 淳一 

厚生労働省による、食品衛生法の改正で本年 6 月からすべての食品に係る事業者は HACCP に準じた管理手法

をすることが義務付けられました。明確な基準のない中で「事業者の不安への対処」と「HACCP コンサル×中小企

業診断士」だからこそできる、食品衛生の分野からの経営革新支援の手法を皆様にわかりやすくお伝えします。 

３ 

テーマ 人手不足の時代、診断士経営者が実践する人財共育のすすめ 

時間 11：30～12：50 講師 株式会社はなまるフードサービス  

株式会社横浜マネジメントコンサルティング JPS  

       代表取締役 川名 勝経 

中食産業である惣菜・弁当の製造販売業を創業して 23年、駅ビル・駅ナカ・SC等を中心に、惣菜店 15店・飲食店

2 店を展開しております。その歩みを、中小企業診断士と経営者の両方の視点からお話しいたします。また、人手

不足時代にどのような人財共育を行っているか、当社の取り組みについてもご紹介いたします。 
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申込受付期間：令和 2年 8 月 20 日（木）～令和 2年 8月 31 日（月） 

 

申込受付期間：令和 2年 9 月 17 日（木）～令和 2年 9月 28 日（月） 

 

第３回 日 時 令和 2年 9月 9日（水）13：00～17：20 会場 川崎市産業振興会館 

１ 

テーマ 社員と組織の感情と向き合い、未来を切り拓くには 

時間 13：00～14：20 講師 株式会社ジェイフィール 代表取締役 

武蔵野大学経営学部 特任教授 高橋 克徳 

職場にも感情がある。そう思ったことはありませんか。社員の不安感も高まり、働く価値観も大きく変化してきてい

ます。こうした状況の中で、わたしたちはどう社員の感情と向き合い、対話し、未来に踏み出す組織をつくりだすの

か。関係革新、仕事革新、未来革新という 3つの視点で、組織変革のプロセスをお伝えします。 

２ 

テーマ 女性起業家が求める中小企業支援機関と中小企業診断士 

時間 14：30～15：50 講師 産後ヘルパー株式会社 

代表取締役 明 素延 

辛い出産経験から日本に必要なサービスだと確信し産後ケア事業を起業しましたが、外国人かつ女性であること

の壁がありました。そこからある中小企業支援機関の支援により成長へと突き進むことができました。女性起業家

が支援機関や中小企業診断士を活用しながら、どのように成長してきたかについて企業家としてお話しします。 

３ 

テーマ 世界一流のリーダーはなぜ経営に禅ＺＥＮを取り入れるのか? 

時間 16：00～17：20 講師 株式会社シマーズ 

代表取締役社長 島津 清彦 

変化の激しい時代に心と体の健康を保ち、柔軟性を兼ね備えた集中力で、新たな発想やスピーディな判断を行う

ことが重要な課題となっています。自らも企業トップとして様々な苦難を乗り越えられた体験から得た「実践知」と自

らも曹洞宗高雲山観音寺にて得度され、禅と経営やマインドフルネスを通して、講演いただきます。 

第４回 日 時 令和 2年 10月 7日（水）08：30～12：50 会場 ワークピア横浜 

総合テーマ 実は強いファミリービジネス 

１ 

テーマ ファミリービジネスについて 

時間 08：30～09：30 講師 日本ファミリービジネスアドバイザー協会理事長 

ヨコハマコンサルティング(株）代表取締役会長 西川 盛朗 

日本の企業数の 97%、上場企業の 53%はファミリービジネスであり、この多くの企業が事業存続に課題を抱え、廃業

の危機に直面している。この根本原因は本質の理解不足にある。ファミリービジネスの特色を活かし、本当の事業

承継の秘訣について学び、クライアント企業へのコンサルテーションに役立てる機会にして頂きたい。 

２ 

テーマ 
小田原の梅干し屋「ちん里う」から世界の CHINRIUへ 

～日本が誇る「ほんもの」を世界に展開するビジネスモデル戦略～ 

時間 09：40～11：10 講師 株式会社ちん里う本店 

       常務取締役 ゾェルゲル・ニコラ 

2011 年に入社して以来、ブランディングの再構築、IT を活用した業務改革をし、グローバル企業へと成長させてい

ます。梅干し、桜を主たる商品分野としつつ、スイーツの販売も開始、日本の本当に良いものを、E コマース等を活

用して海外販売も手がけています。老舗企業の大転換の陣頭指揮をとられた経験をご紹介いたします。 

３ 

テーマ 
ファミリービジネスが地域の文化・伝統・歴史を次代につなぐ 

〜後継者の経営戦略と、事業承継がうまくいかない理由〜 

時間 11：20～12：50 講師 株式会社みやじ豚 代表取締役社長 

NPO法人農家のこせがれネットワーク  代表理事 宮治 勇輔 

「先代のビジネスモデルは賞味期限切れ」問題の解決方法について、及び事業承継がうまくいかない理由を実体

験に基づいてお話します。また、家業後継者のために設立したコミュニティ「家業イノベーション・ラボ」についてもお

話しさせて頂きます。 
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申込受付期間：令和 2年 10 月 9 日（金）～令和 2年 10月 22 日（木） 

 

申込受付期間：令和 2年 10月 31日（金）～令和 2年 11月 12 日（木） 

 

第５回 日 時 令和 2年 10月 31日（土）13：00～17：20 会場 崎陽軒本店 6階 

総合テーマ 働き方改革時代の現代コミュニケーション論 

１ 

テーマ コミュニケーション力強化研修 ～分かりやすく伝える力と信頼関係を築く聴く力～ 

時間 13：00～14：20 講師 合同会社石亀美夜子オフィス 

代表社員 石亀 美夜子 

中小企業診断士として活動する上で、企業側（経営者）に各種の診断、報告を行う際のコミュニケーション能力が

信頼関係を構築するための重要なファクターになります。この研修では、「話す」ことにフォーカスし、「分かりやすく

伝える力」だけでなく、クライアントと信頼関係を築く上で必要な「聴く力」の習得を目指します。 

２ 

テーマ シニア社員増加時代の社内コミュニケーション勘所 

時間 14：30～15：50 講師 有限会社アリア代表取締役 

NPO法人「シニアわーくす Ryoma21」理事長 松本 すみ子 

世代間ギャップや役職の違いにより、コミュニケーションが希薄な時代になっています。また、雇用延長や再就職な

どでシニア社員は増加傾向にあり、現役社員との交流や情報・スキル伝達の難しさも表面化しています。これらの

現象を把握し、現場を円滑に動かすためには、どのような心構えや対策が必要かを考えます。 

３ 

テーマ ～全社員リモートワーク～ 自由に働く企業のマネジメント実践 

時間 16：00～17：20 講師 株式会社ソニックガーデン 働き方改革コンサルタント 

「仮想オフィス Remotty」事業責任者 八角 嘉紘 

「社員全員リモートワーク」「オフィスなし」「評価なし」「オープン経営」「休暇取り放題」等、ソニックガーデンで行って

いる様々な取り組みとその本質をお話します。全員リモートワークでどのように成果を上げるコミュニケーションを

取っているのか、「リモート × チームワーク」という視点でお伝えします。 

第６回 日 時 令和 2年 11月 21日（土）13：00～17：20 会場 川崎市産業振興会館 

総合テーマ 中小企業のデジタルトランスフォーメーション 

１ 

テーマ 経済産業省における中小企業のデジタル化支援 

時間 13：00～14：00 講師 経済産業省 関東経済産業局 

 未定 

第 4次産業革命の進展により、デジタル技術を活用した新ビジネスが世界規模で進む中、我が国は競争に遅れて

いる状況。デジタル活用による「効率化」の推進に加え、ものづくりで培った強みをいかした新サービスを開発する

等「高付加価値」な事業への転換が重要となっている。これに向けた弊局の施策や先進事例等をご説明する。 

２ 

テーマ 中小製造企業のデジタルトランスフォーメーション ～エンジニアリングチェーンを強化しよう！～ 

時間 14：10～15：40 講師 株式会社今野製作所 

代表取締役 今野 浩好   

事業を支えてきた熟練技能者が引退時期を迎える個別生産型の板金工場。顧客価値を高めるため「研究開発支

援ものづくりサービス」へと業態転換を模索する。一方、ロボット化に向かう量産工場とは異なり、職人中心の製造

現場においては、技能継承と高度化を目指しデジタル化、IoT化による溶接技能を解析する挑戦が始まった。 

３ 

テーマ 商店街のキャッシュレス化と IT活用と DXへの今後の課題 

時間 15：50～17：20 講師 オフィス・メイプル 

代表 上原 正 

何故商店街なのか、商店の気づきへ DX の「初めの一歩」キャッシュレスへの誘い！2018 年 PayPay 参入と 2019

年複数消費税率、キャッシュレス・消費者還元事業によるキャッシュレスのメリットを推進した間違いと軽減税率対

応事業の失速により、インボイス、デジタル金融、EDI、DX への道筋は確実に小規模事業商店に大きな危機の影

を差しています。 
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申込受付期間：令和 2年 11 月 27 日（金）～令和 2年 12月 7 日（月） 

 

会員申込受付期間：令和 2年 12 月 17日（木）～令和 2年 12月 24 日（木） 

 

 

第７回 日 時 令和 2年 12月 16日（水）08：30～12：50 会場 崎陽軒本店 6階 

１ 

テーマ トラック輸送産業の構造と経営課題 

時間 08：30～09：30 講師 神奈川大学 経済学部 経済学科/現代ビジネス学科  

教授 齊藤 実 

トラック運送業はわが国の物流を支える重要な役割を担っているが、中小企業が多くを占めており物流業における

特有の経営課題を抱えている。トラック輸送産業の構造的な特徴を明らかにしたうえで、最近の政府による規制政

策の変化を踏まえてトラック運送業が直面する経営課題を解明する。 

２ 

テーマ 食農分野を通じた地域経済の活性化や街づくりをめざして 

時間 09：40～11：10 講師 株式会社NTTアグリテクノロジー  

取締役 前原 慎吾 

様々な自治体・JA・農業法人・農家の皆様と、農業および関連産業の課題解決や、一層の成長に向けたプロジェ

クトを多数ご一緒させていただいております。周辺産業の裾野が非常に広い農業分野において、「食農」から始ま

る“街づくり”を目指し、多様なパートナーと進めている IoTを活用した事例や NTTアグリテクノロジーの戦略をご紹

介します。 

３ 

テーマ 「日本の旅館と観光を もっと元気に」 ～老舗旅館 V字回復の軌跡と未来へのメッセージ～ 

時間 11：20～12：50 講師 株式会社陣屋・株式会社陣屋コネクト 

代表取締役女将  宮﨑 知子 

創業 100 年の歴史を誇る陣屋。1 万坪の庭園と明治天皇をお迎えした貴賓室松風で有名な老舗旅館は、過去借

金 10 億円の危機を経験し 3 年で見事 V 字回復。最先端 IT 陣屋コネクトでの業務改革・「旅館をあこがれの職業

に」のコンセプト・週休 3 日の働き方改革など、画期的な取組みと業界への展開・描きたい未来についてお話しい

たします。 

第８回 日 時 令和 3年 1月 9日（土）13：00～17：20 会場 ワークピア横浜 

１ 

テーマ 事例に学ぶ中小企業における知的財産活用について 

時間 13：00～14：00 講師 有限会社オフィス富岡 

代表取締役 富岡 康充 

身の回りにあるだれもが知っているものを通して、知的財産権の認識を深め、主婦や小学生等の特許の紹介を通

じてどの企業にも知的財産権が存在しうることを確認し、中小企業における目利き力（強味の発見）の向上を図り

ます。具体例を中心とした内容のため、中小企業支援に直ぐに活用出来る内容となっております。 

２ 

テーマ 超高齢社会へ！ 輝くプラチナ世代のための美容ボランティア活動 

時間 14：10～15：40 講師 認定 NPO法人 プラチナ美容塾  

理事長 伊藤 文子 

2025 年、日本は世界に先駆け、4 人に 1 人が 75 歳以上という超高齢社会を迎えます。そうした社会に向け、高齢

者が人生を素敵に楽しみ、キラキラ輝くプラチナ世代としての生きがいづくりを目的として、美容ボランティア活動を

行っています。開始から 6年が経ち、さまざまな経営環境の変化もある中で、NPO活動の最前線をお伝えします。 

３ 

テーマ 事業承継を契機に「会社を一から作り直す大改革」 

時間 15：50～17：20 講師 芝園開発株式会社 

取締役 管理部長 市川 桐多 

社会課題である放置自転車対策を行うなど「社会的企業」を自任する当社は、2021 年初夏に現社長の退任を控

え、後継者にバトンタッチします。そのために、経営理念の刷新、人事評価制度を構築、ブランディング、IT 技術の

活用などを通じ、まったく違う会社を一から作り直すほどの大改革を進めています。その取り組みの一端を紹介し

ます。 
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申込受付期間：令和 3年 1 月 25 日（月）～令和 3年 2月 4 日（木） 

 

申込受付期間：令和 3年 1月 29日（金）～令和 3年 2月 10 日（水） 

 

第９回 日 時 令和 3年 2月 14日（日）13：00～17：20 会場 ワークピア横浜 

総合テーマ SDGｓを理解する 

１ 

テーマ つながりが「コト」を生む。持続可能な社会を目指して 

時間 13：00～14：20 講師 株式会社太陽住建 

 代表取締役 河原 勇輝 

中小企業が継続的に事業展開していくためには、人と人との繋がりが重要と考え、本業を通した社会貢献に取り

組んでいる。横浜市住宅供給公社との共同プロジェクトにより開設した「井土ヶ谷アーバンデザインセンター」では

、多様な人々が集まり、持続可能な社会作りについて協議し、地域での SDGs推進に繋がっている。 

２ 

テーマ 中小企業経営における SDGsの取り組み 

時間 14：30～15：50 講師 株式会社大川印刷 

代表取締役 大川 哲郎 

2015年の国連の採択から 6年目に突入した SDGs。企業での実践はどのようになっているのか。中小企業経営に

おける SDGs の実装方法とその実践事例を紹介しつつ、2020 年に大きな問題となった新型コロナウイルスと 

SDGs、そして企業経営はどのように関係してきているのかについても考えます。 

３ 

テーマ 
全国の「ビジネス」につながる活用事例の紹介 

～中小企業でも気軽に取り組める森林支援と SDGsの取組～ 

時間 16：00～17：20 講師 カルネコ株式会社 代表取締役社長 

内閣府 地域活性化伝道師 加藤 孝一  

気候変動に起因する CO2 削減が叫ばれる中、ESG 投資にも関わる SDGs、環境、地方創生への積極的な取組が

求められています。カルネコ（EVI 推進協議会）がこれまで取り組んできた事例を中心に、今すぐ実践可能な

SDGs、森林クレジットを活用した環境貢献等、地域活性化のアプローチをご紹介します。  

第１０回 日 時 令和 3年 2月 20日（土）13：00～17：20 会場 川崎市産業振興会館 

１ 

テーマ 令和 3年度の経済産業省・中小企業庁の中小企業施策の重点ポイント 

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 

総務課長 小澤 元樹 

中小企業の皆様の置かれている現状や課題について、白書や各種中小企業施策の具体的取り組み事例を紹介

しつつ、最近の経済情勢や社会経済環境の変化など中小企業を取り巻く環境変化などを踏まえた、経済産業省・

中小企業庁の令和 3年度中小企業等施策の策定方針や重点ポイントについて解説いたします。 

２ 

テーマ －組織と社員の健康を実現し、働き手の集まる会社へ－ 健康経営実現のために必要なこととは 

時間 14：10～15：40 講師 ヒューマシー人事労務研究所代表 

社会保険労務士 健康経営アドバイザー 正木 秀幸 

企業経営における人手不足やメンタル不調者の増加、働き方改革による生産性の追求といった雇用や労働に関

する課題の増加によって注目されているのが健康経営です。本講義では、単なる健康管理ではなく、本当の意味

で経営に良い効果を生み出す健康経営はどうすれば実現できるのかについてわかりやすく解説していきます。 

３ 

テーマ 超スマート社会の事業戦略 〜SDGsを絡めた新事業創造〜 

時間 15：50～17：20 講師 一般社団法人 Society 5.0振興協会 評議員 

SDGs推進委員長 福井 啓介 

これまで幾多の新規事業の立上げをしてきました。その経験を基に、SDGs をニーズと捉えることにより、

Society5.0 を支える先端技術を用いて様々なビジネス化ができると確信しています。SDGs を CSR としか捉えてい

ないと、そこからの「儲けのロジック」が見えてきません。本研修では、「SDGs を絡めた新事業創造」について解説

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。 

 

【ワークピア横浜 会場】 ※コロナウイルス対応 http://workpia.or.jp/news/2020/06/02/778/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【崎陽軒本店 6 階 会場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【川崎市産業振興会館 会場】※コロナウイルス対応 

https://kawasaki-sanshinkaikan.jp/gyoumu/kaikan/hall-guide/20200601reopen.html 

 

 

 

 

 

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： 

・横浜高速鉄道みなとみらい線 

日本大通り駅 3番出口より徒歩 5分 

・JR京浜東北・根岸線 

関内駅南口より徒歩 15分 

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

専用エレベーターがあります。 

川崎市産業振興会館 1階ホール 

所在地：川崎市幸区堀川町 66-20 

 

交通アクセス： 

JR線川崎駅から徒歩 8分 

京浜急行線京急川崎駅から徒歩 7分 

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 京浜東北線 関内駅南口 徒歩 15 分 

JR 京浜東北線 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 

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 

 

http://workpia.or.jp/news/2020/06/02/778/
https://kawasaki-sanshinkaikan.jp/gyoumu/kaikan/hall-guide/20200601reopen.html
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        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、お送りください。 
 

２０２０年 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） 

協会員・非協会員の別 □協会員（     協会     支部）    □非協会員 

ご住所 
〒   － 

 

ご連絡先 
電話番号 

※日中、ご連絡のとれる電話 

            （      ）          

□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】 ご希望する回の欄に〇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 2年 07月 11日（土） 午後 ワークピア横浜 満席です 

第 2回 令和 2年 08月 29日（土） 午前 ワークピア横浜  

第 3回 令和 2年 09月 09日（水） 午後 川崎市産業振興会館  

第 4回 令和 2年 10月 07日（水） 午前 ワークピア横浜  

第 5回 令和 2年 10月 31日（土） 午後 崎陽軒本店 ６階  

第 6回 令和 2年 11月 21日（土） 午後 川崎市産業振興会館  

第 7回 令和 2年 12月 16日（水） 午前 崎陽軒本店 ６階  

第 8回 令和 3年 01月 09日（土） 午後 ワークピア横浜  

第 9回 令和 3年 02月 14日（日） 午後 ワークピア横浜  

第 10回 令和 3年 02月 20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 


