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中小企業大学校広島校メルマガ担当の仁藤（にとう）です。
広島校だより 2 月号をお送りさせていただきます。どうぞご覧ください。
中小企業大学校広島校ホームページ
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■広島校中小企業者向け研修『研修ガイド 2016』発送のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今週より、広島校の平成 28 年度研修パンフレット『研修ガイド 2016』を受
講企業等のみなさまに順次お送りいたします。引き続き、みなさまの人材
育成の一環として当校をぜひご活用ください。
また、別途研修ガイドの送付をご希望される場合は、下記フォームから、
件名に「研修ガイド 2016 希望」
、内容欄に送付先住所や必要部数をご記入
の上、お申し込みください。
資料請求・お問合せフォーム
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/form/003995.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■「経営管理者養成コース」課題研究報告会を開催しました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
広島校では、今年度の「経営管理者養成コース」の受講者による課題研究
報告会を 1 月 22 日(金)に開催しました。
本コースは、企業経営に必要なマネジメント能力を総合的に養成すること
を目的として昨年 7 月から全 28 日の日程で開催され、その集大成として受
講者が自社課題解決の具体策を立案し、レポートにまとめます。
当日は、派遣元企業の方からも見守るなか全 24 名の受講者が報告を行い、
7 ヶ月間の研修の成果と、自社の将来への想いを語りました。
コース詳細
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/list/details2015/090419.html

報告テーマ（一例）
・「経営理念と中期経営計画の策定」
・
「海外事業におけるマーケティング戦略」
・
「社員満足度の向上による経営革新」
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■ ２．コラム
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「グローバル化とオープンイノベーション」
グローバル化が進む中で国内外を見据えた知的財産戦略の構築は、中小企業
が生き残るために重要な課題となっている。以前は取引先の大企業が何とか
してくれていたかもしれない。しかし、海外調達が進む中で中小企業は独自
の判断で海外の状況を踏まえて、経営判断を迫られ場面に応じて経営者も担
当者も最適と考えられる選択が必要となっている。
当方では現在までに中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアルや知財 WEB
セミナーもうけの花道など、中小企業向けの経営戦略と知的財産戦略、研究
開発戦略について、経営判断に役立ててほしいと考え、参考となる資料を制
作してきた。もちろん中小企業大学校でも中国経済産業局とともに啓蒙普及
のためのセミナーも開催してきている。しかしながら、海外戦略までカバー
する資料や研修はまだまだ少ない状況にある。
そこで、工業所有権情報・研修館、発明推進協会とともにグローバル知財人
材育成プログラム開発に取り組み、今年度から教材とカリキュラムの研修を
開始することとした。海外展開を進める企業を取材し、その経営戦略・知財
戦略をヒアリングしてストーリー仕立てした架空のトラブルケースをもとに
ディスカッションし、ケーススタディーを通して様々なリスク対応を図るも
のである。また実際の企業事例を掲載する事例集やいくつかの対処を読み取
れるリーフレットも編集していくものであり、28 年度末には取りまとめたプ
ログラムとして発行する予定である。ティーチングノートも合わせて作成し
ており、地域の支援機関や経営アドバイザーなどが企業向け経営セミナーを
行う際の教材として活用することを願っている。
一方で、動画を使った知財 WEB セミナーとして定評のあるもうけの花道でも、
リスク対応ごとのカリキュラムの編集を進めた。これにより、閲覧者が例え
ば、展示会に出るときの抑えるべきポイントや必要な準備などを関連するい
くつかの映像を体系立てて見られるようにしている。ぜひ商工会議所や知財
総合支援窓口などのある支援機関などで、中小企業向けにカリキュラムの活
用を図ってもらいたい。
知的財産に関する支援ばかりでは何も生まれないこともまたしかりである。
やはり具体的な商品開発を短期間に立ち上げ、自社商品として展開できるこ
とが望まれる。オープンイノベーション、技術移転による商品開発がそれを
解決する。しかし、中小企業では新しい技術開発、商品開発は自社だけで始
めようとすると、人材や情報、資機材などの不足からなかなか進められない
のが現状といえる。そこで、優れたアイデア、特に特許になっている技術の
実施権を得て活用することで、時間のかかる商品開発を一気に進めることが
できる。これがオープンイノベーションである。
ちょうど 2 月 23 日(火)に中国地域では中国電力と広島信用金庫が協力し、地
域の中小企業向けに特許を開放し、商品開発のマッチングを行う中国電力の
知財(特許)を活用したオープン・イノベーションセミナーが計画されている。

詳しくは→ http://www.hiroshin.co.jp/news/2016/160112.html
電力会社の特許は幅広く、土木技術から樹木伐採用の道具、ボルトのような
機械要素部品、高所作業や危険作業のための道具、食品から家具、セキュリ
ティ、ソフトウェアに至るまでいろいろとある。これを中小企業が商品化で
きる特許に選定して情報提供するそうである。地域基盤である電力技術を金
融機関が取り持って、中小企業の商品開発を支援することの意義は大きい。
金融機関は企業の状況に合わせて事業計画から販路開拓、さらには金融支援
によりその企業の成長に資することができる。興味のある企業は広島信用金
庫に問い合わせてみるとよいのでは。商品開発のきっかけとなれば幸いであ
る。
グローバル化とオープンイノベーション。世界的規模でのビジネスの広がり
と他社との共同・連携による新事業新商品開発。それはすべて軸に知的財産
権、知的資産の確保と活用が必要とされる。
ビジネスは知財と共に。
中小機構中国本部

チーフアドバイザー（知財担当）桑原良弘
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■ ３．その他のご案内
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■中小機構中国本部からのお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【「第 1 回 SWBS 懇談会 in 中国地域」開催のご案内】
中小機構では「海外進出を志す中小企業」と「海外進出支援を行っている
企業（パートナー）
」とのビジネスマッチングイベント（SWBS）を開催し
ています。今回は岡山県よろず支援拠点（公益財団法人岡山県産業振興財
団）と共催し、岡山県で初開催となります。
海外進出のパートナー27 社と 1 日で出会うことができるイベントです。皆
様のご参加お待ちしております。
◆日時：平成 28 年 2 月 24 日(水) 14:00～19:15（交流会 18:00～）
◆会場：TKP 岡山会議室（岡山県岡山市北区磨屋町 1-6）
◆対象：海外進出を志す中小・ベンチャー企業等 100 名
◆参加費：無料（交流会参加の場合は 1 人 1,000 円）
申込・詳細ページ
https://swbs.smrj.go.jp/event-information/
-----------------------------------------------------------------【「経営者・後継者のための事業承継セミナー」開催のご案内】
企業経営者にとって大きな経営課題である「事業承継」をテーマにしたセ
ミナーを全国で開催しています。本セミナーでは、事業承継対策の必要性、
ポイント等を、経営者ならびに後継者の方に理解していただきます。

◆会場・日時
鳥取県(とりぎん文化会館)
平成 28 年 2 月 9 日(火) 13:00～17:00
島根県(島根県労働者福祉協議会) 平成 28 年 2 月 10 日(水) 13:00～17:00
◆対象：中小企業・小規模事業者の経営者ならびに後継者等
※現経営者と後継者の方が一緒にご参加されるとより理解が深まります
◆参加費：無料
申込・詳細ページ
https://27jss.smrj.go.jp/
-----------------------------------------------------------------【海外ビジネス定期相談会】
中小企業の皆様の海外ビジネスに関するお悩みについて相談できる相談会
を開催します。2 月の相談会は次のとおりです。
◆広島会場(中小機構中国本部) 5 日(金)、10 日(水)、19 日(金)、25 日(木)、
26 日(金)
◆岡山会場(岡山大インキュベータ) 18 日(木)
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/034215.html
-----------------------------------------------------------------【事業承継に関する相談窓口】
事業承継にお悩みの中小企業の皆様のための相談窓口を開設します。2 月
の相談会は次のとおりです。
◆5 日(金)、8 日(月)、9 日(火)、15 日(月)、16 日(火)、18 日(木)、
23 日(火)、25 日(木)
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/059988.html
-----------------------------------------------------------------【エンジェル税制に関する相談窓口】
エンジェル税制による資金調達を検討中のベンチャー企業の皆様への支援
として、税理士、公認会計士がキャッシュフロー計算書作成のアドバイス
を行う相談窓口を開設します。2 月の相談会は次のとおりです。
◆8 日(月)、9 日(火)、15 日(月)、18 日(木)
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/035583.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■海外ビジネス支援セミナー
┃ ～進出から子会社管理、戦略的組織再編の勘所！～ 開催のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「新政権の誕生・OFAC 規制緩和」で注目を集めるミャンマー、
「TPP 参加国」
として企業の進出・貿易取引の拡大が見込まれるベトナム、また海外進出
後の子会社管理・戦略的組織再編のポイントを、中国と ASEAN 諸国の事例に
あてはめながら、それぞれにご講演いただきます。この機会にぜひご参加

いただきますようお願い申し上げます。
◆日時：①平成 28 年 2 月 23 日(火) 13:30～16:50
②平成 28 年 2 月 24 日(水) 13:30～16:50
◆会場：①福山商工会議所 1 階 102 会議室 (福山市西町 2-10-1)
②ひろしまハイビル 21 17 階 会議室 (広島市中区銀山町 3-1)
◆定員：各会場 100 名

◆参加費：無料

◆主催：株式会社広島銀行、公益財団法人ひろしま産業振興機構、
広島商工会議所、福山商工会議所、中小機構中国本部
申込・詳細ページ
http://www.hirogin.co.jp/corporation/information/kaigai_seminar.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■「ハイテク分野国際ビジネスマッチング 2016」開催のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本企業と海外企業との連携を通じた製品力・販売力の向上を目指し、シ
リコンバレーを中心に Iot、ロボティクス、電池、医療、モバイルアプ
リ等の海外企業をお呼びし、プレゼン・商談会を開催します。
海外企業との連携による製品・サービスの共創・イノベーションを目指さ
れる企業の皆様、是非ご参加ください。
◆日時：平成 28 年 2 月 16 日(火) 10:00～17:40
◆会場：リーガロイヤルホテル広島 (広島県広島市中区基町 6-78)
◆内容：参加海外企業・外資系企業によるプレゼンテーション
商談会、レセプション
◆定員：招聘企業によるプレゼンテーション各 30 名 (要申込・先着順)
個別商談会は海外企業 1 社あたり 5 件程度
◆参加費：無料（レセプションのみ別途参加費が必要）
申込・詳細・参加海外企業紹介はこちら
https://www.jetro.go.jp/events/hir/246df13746cd37e8.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■広島市産業振興センターからのお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【平成 27 年度「いい店ひろしま顕彰事業」受賞店舗決定 のご案内】
「いい店ひろしま」とは、店舗演出や接客、ユニバーサルデザイン対応な
どが優秀と認められ、地域に根づき親しまれている店舗を表彰する事業で
す。平成 27 年度は、7 店舗が「いい店ひろしま」に選ばれました。ぜひ、
お店を訪れてみてください。
＜平成 27 年度「いい店ひろしま」受賞店舗紹介＞
http://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/iimise/h27_shoplist.htm
＜お問い合わせ先＞

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公益財団法人広島市産業振興センター（中小企業支援センター）
TEL： 082-278-8032 FAX： 082-278-8570
E-mail： assist@ipc.city.hiroshima.jp
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■よろず支援拠点出張相談会のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆鳥取県よろず支援拠点 ビジネス情報相談会
http://www.library.pref.tottori.jp/hp/menu000002300/hpg000002285.htm
◆岡山県よろず支援拠点 出前よろず支援拠点
http://www.optic.or.jp/yorozu/?page_id=385
◆広島県よろず支援拠点 出張相談会
https://www.hiwave.or.jp/event/7504/
広島県よろず支援拠点 福山サテライト
https://www.hiwave.or.jp/purpose1/conference/yorozu/
◆山口県よろず支援拠点 出張相談会
http://yg-yorozu.jp/index.php
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■当メールを、お知り合いの方などに転送し広めていただけると幸いです。
皆様のご受講を心よりお待ちしております。
■「広島校だより」の 配信解除・お問い合わせはこちらからお願いします。
http://www.smrj.go.jp/enq/inst/hiroshima/007731.html
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