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中小企業大学校広島校のメルマガ担当有田です。 
まだまだ夏のような暑さが続いております。皆様夏のお疲れは出ていませんか。 
さて、広島校だより 9月号をお送りいたします。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はこちら 
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/ 
 
■ ＩＮＤＥＸ ■ 
 ◆１－ 広島校（リアル）とリモートを併用する研修のご案内 
 ◆２－ 広島校で開講する研修のご案内 
 ◆３－ 広島校以外で開講する研修のご案内 
 ◆４－ 中小企業大学校ｗｅｂ校からのお知らせ 
 ◆５－ 中小機構中国本部からのお知らせ 
 ◆６－ 中小機構人材支援部からのお知らせ 
 ◆７－ その他のお知らせ 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■ １．広島校（リアル）とリモート併用の研修（10 月開講分） 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■中小企業大学校広島校（リアル会場）とリモート（Zoom）を併用した 
┃ ハイブリット研修を開講します！！ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 [22-36] 心理学を活用した「やりがいをもって働ける」会社づくり 
     2022 年 10 月 20 日（木） 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000005htd.html 
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 【研修の概要】 
 社員同士の信頼関係を深めるビジネス心理学の基本や組織全体の活性化に 
 つながる心理のメカニズムを理解し、職場での実践について事例や演習を 
 通じて具体的に学ぶことで、社員がやりがいをもって働ける会社をつくる 
 ポイントを掴みます。 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■ ２．広島校で開講する研修（10 月開講分） 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■中小企業大学広島校で開講する研修をご紹介！！ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 [22-34] 実践で学ぶ！提案営業の進め方 
     2022 年 10 月 13 日（木）～11月 11 日（金）＜全 4日間＞ 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000005xra.html 
 
 【研修の概要】 
 企業が営業活動を行う際に、顧客のニーズや問題に対する解決策を 
 提示しながらモノ・サービスを提供していく提案営業の手法を学びます。 
 さらに、営業パーソン個人の力だけでなく、チーム営業として成果が 
 出せる仕組みの構築とマネジメントの手法についても学びます。 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 [22-35] 労務管理講座 
     2022 年 10 月 18 日（火）～20 日（木）＜3日間＞ 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000005m7e.html 
 
 【研修の概要】 
 労務管理担当者が押さえておくべき労務管理の基本知識、法律改正や 
 労務管理のポイント、トラブル事例への対応策について演習を交えて学び、 
 自社の労務管理の課題抽出と改善に取り組みます。 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 [22-38] 実践で学ぶ！利益・資金計画策定講座 
     2022 年 10 月 24 日（月）～11月 18 日（金）＜全 4日間＞ 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000005x7n.html 
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 【研修の概要】 
 経営管理の基本である利益・資金計画を PDCAを回しながら継続的に 
 改善する重要性を理解した上で、キャッシュ・フローを重視した利益計画や、 
 根拠となる資金計画のつくり方を学びます。さらに、講師による個別 
 アドバイスを受けながら自社の計数データを用いて利益・資金計画の 
 立案に取り組みます。 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 [22-39] 直ぐに実践できる！原価管理とコストダウン 
     2022 年 10 月 25 日（火）～27 日（木）＜3日間＞ 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup00000061v3.html 
 
 【研修の概要】 
 製造部門の管理者に必要な財務のポイントや製造原価についての理解を 
 深め、IE 手法を中心に現場におけるコストダウンの考え方と進め方に 
 ついて、自社課題の解決を目標とした演習を交えながら実践的に学んで 
 いただきます。 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■ ３．広島校外で開講する研修（10月開講分） 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■広島校以外でも研修を開講します！！ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 [22-73] デジタル活用の考え方・進め方（サテライト・ゼミ in宇部） 
     2022 年 10 月 17 日（月）～18 日（火）＜2日間＞ 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/ki772s0000006d5k.html 
 
 【研修の概要】 
 製造業における IoT や AI などのデジタルツールの活用と今後の技術動向を 
 理解した上で、生産現場への導入の仕方とその効果について学びます。 
 また、先進的に取り組む中小企業の事例を通して、自社でのデジタル 
 ツール活用の今後を検討します。 
 
 【会場】ボスティビルド（山口県宇部市新天町二丁目 3-3） 
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 [22-70] 新任管理者研修（サテライト・ゼミ in倉敷） 
     2022 年 10 月 19 日（水）～21 日（金）＜3日間＞ 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/ki772s0000004kz0.html 
 
 【研修の概要】 
 管理者に求められる役割について理解した上で、管理者として必要となる 
 マネジメントの知識・スキルを学び、自身のリーダーシップ（目標）を 
 設定し、その実現に向けたアクションプランの策定に取り組みます。 
 
 【会場】倉敷商工会館（岡山県倉敷市白楽町 249-5） 
 http://www.kura-cci.or.jp/about/about_access/ 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 [22-37] 採用・定着のための考え方・進め方（島根県開催） 
     2022 年 10 月 20 日（木）～21 日（金）＜2日間＞ 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/ki772s0000001b4b.html 
 
 【研修の概要】 
 中小企業を取り巻く雇用環境の変化を踏まえ、自社が求める人材を 
 確保するための採用活動の考え方や、人材確保を行う際に重要となる自社の 
 アピール方法を学びます。また、採用した人材を自社に定着させ、戦力と 
 して成長させるための職場環境づくりについて学び、人材定着プランを 
 検討します。 
 
 【会場】テクノアークしまね（島根県松江市北陵町 1番地） 
 https://www.techno-arc-shimane.jp/access/index.html 
 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■ ４．中小企業大学校ｗｅｂ校からのお知らせ 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■中小企業大学校のオンライン研修「WEBee Campus（ウェビーキャンパス）」 
┃                 https://webeecampus.smrj.go.jp/ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 中小企業大学校 web校では、中小企業のための少人数制オンライン研修 
 【WEBee Campus】を運営しております！ 
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 研修は 1 回 3時間。講師と対話しながらの実践的な演習を自宅や職場から 
 受講できます。広島校の研修と合わせて、オンラインでの研修もぜひ 
 ご活用ください！ 
 
■■■おすすめコース━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
［コースNo.62］SDGsで考えるこれからの企業経営 
☆内容☆ 
 SDGs（持続可能な開発目標）や ESG という考え方を学びながら、地域社会 
 のなかで、これから先の 100 年、企業が持続するための企業経営のあり方 
 について、演習を通じて考えていただきます。 
☆こんな方にオススメ☆ 
 ・SDGs 研究・普及の第一人者から直接指導を受けてみたい方 
☆開催期間☆ 
 ▽2022年 12 月 6 日（火）～20 日（火）9:30～12:30［3時間×3回］ 
 https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220062/ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
※先着順となりますので、お早めにお申込みください 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■ ５．中小機構中国本部からのお知らせ 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■KSP『支援力向上＆顔の見えるネットワークづくりセミナー』 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
KSP では中小企業支援や産学連携に携わる方を対象に、セミナーを開催します。 
前半は、どのように企業訪問をするかといった企業支援の心構え、企業との 
信頼関係の作り方、地域で顔の見える支援者のネットワークをどう作るかを 
学びます。後半は、コロナ以降の販路開拓支援の課題と、オンラインの活動 
から具体的な商談を創り出すための支援プロセスと方法論をご説明します。 
 
中小機構の 3つの地域本部にて開催されますので、ぜひご参加ください。 
 
☆日程 
 2022 年 9月 12日（月）14:00-17:00 名刺交換会 17:00-18:00 
  岡山大インキュベータ会議室 + オンライン 
 
☆申込URL：https://pro.form-mailer.jp/lp/f2d7b6a7262583 
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■岡山大インキュベータ（中小機構の中四国唯一のインキュベータ） 
┃ 入居企業の募集！（岡山大学・津島キャンパス内に、貸研究室を持ちませんか！） 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
岡山大インキュベータ（岡山市北区）では、新技術・新製品の開発に取り組 
むベンチャー企業等に、賃貸でラボ仕様の居室を提供しています。 
当施設には、インキュベーションマネージャーが常駐し、入居企業と岡山大 
学や地元企業とのマッチングなど、様々な支援を行っています。 
現在、入居企業の募集を行っていますので、お気軽にお問合せ下さい。 
 
☆詳細はこちら！ 
 https://www.smrj.go.jp/incubation/od-plus/room/index.html 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■中小機構中国本部 経営アドバイス 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
「中小機構中国本部」では、経営上の課題を相談出来るアドバイスコーナー 
を設け、経験豊富な専門家が相談に応じています。 
中小機構中国本部(広島)と岡山大インキュベータ（岡山）に開設している他、 
オンラインでのご相談も可能な場合がございますので、お気軽にご連絡下さい。 
 
☆お申込み・詳細はこちら！ 
 https://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/sme/consulting/index.html 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■ビジネスマッチングシステム『J-GoodTech』登録企業の募集 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
J-GoodTech(ジェグテック)は、国(経済産業省)の機関である中小機構が運営 
する日本の中小企業と国内大手企業、海外企業、中小企業同士をつなぐ、 
ＢtoＢ(企業間取引)向けのマッチングシステムです。[登録無料] 
会員登録いただきますと、全国の大手企業や中小企業、海外企業からニーズ 
情報を受けることができ、また、自社のニーズを発信することもできます。 
 
貴社の販路開拓のため、是非ご利用ください！ 
 
☆ジェグテックの詳細や会員登録の申込手続きはこちら！ 
 https://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/sme/jgoodtech/index.html 
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■ ６．中小機構人材支援部からのお知らせ 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■VUCA時代を乗り越えていく経営陣に向けた研修シリーズ 
┃ 第 2回 トップレーサーから学ぶ！ビジネスに不可欠な挑戦とリスクヘッジ 
┃ 2022年 9 月 28 日（水）15：00～18：00［3時間］ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【研修の概要】 
 二輪全日本選手権・全米選手権で優勝し、世界記録保持者でもある宮城 光氏 
 を講師にお招きし、「予測・判断」「適切な距離感でのコミュニケーション」 
 をヒントに、トップレーサーから“挑戦とリスクヘッジ”の秘訣を学びます。 
 
【受講方法】 
 オンライン受講・見逃し動画受講・リアル会場受講のハイブリッド開催。 
☆詳細・お申込みはこちら 
 https://www.smrj.go.jp/institute/vuca/ki772s000000365x.html 
 
☆VUCA 時代を乗り越えていく経営陣に向けた研修シリーズについてはこちら 
 https://www.smrj.go.jp/institute/vuca/index.html 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■ ７．その他のお知らせ 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■令和４年度「いい店ひろしま顕彰事業」市民等投票の実施について 
┃ <いい店ひろしま顕彰事業実行委員会> 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
令和４年度「いい店ひろしま顕彰事業」の審査対象店舗を令和 4 年 6月 15日から 
8 月 12 日の期間で募集した結果、34店舗の応募がありました。 
この 34 店舗について、インターネットによる市民等投票を実施します。 
また、市民等投票に加えて、実行委員会構成団体職員及び専門審査員等による 
訪問調査を実施し、令和 5 年 1月頃（予定）に 10店舗程度を表彰します。 
 
☆投票期間 
 令和 4年 9 月 1 日（木）～令和 4 年 9月 30 日（金） 
 
 

https://www.smrj.go.jp/institute/vuca/ki772s000000365x.html
https://www.smrj.go.jp/institute/vuca/index.html


☆投票方法 
 応募店舗 34 店舗の中から「いい店ひろしま」に相応しいと思う店舗を 
 1人 1 票、広島市中小企業支援センターホームページの投票フォームから投票 
 https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/iimise/form.html 
 （応募店舗の所在地、取扱商品、PR ポイントは、同投票フォームをご覧ください。） 
 
☆実施主体 
 いい店ひろしま顕彰事業実行委員会 
 （公益財団法人広島市産業振興センター、広島商工会議所、広島市、広島市商工会連絡協議会） 
 
☆問い合わせ先 
 〒733-0834 広島市西区草津新町一丁目２１番３５号 
 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 
 （いい店ひろしま顕彰事業実行委員会事務局） 
 TEL 082-278-8032 FAX 082-278-8570 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■令和４年度 見本市等出展助成金（第３回）募集のご案内 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
公益財団法人広島市産業振興センターでは、広島市内中小企業者等が新技術 
・新製品の研究開発及び創意工夫により実用化又は商品化したものを見本市 
等に出展する事業に対して、必要経費の一部を助成します。 
 
☆公募期間：令和 4 年 10月 3日(月)～10 月 31 日(月)必着 
☆問合せ先：(公財)広島市産業振興センター中小企業支援センター 
 
▼お申し込みなど詳細はこちら 
https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/joseikin/mihonichi.html 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■「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。 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/contact.html 
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