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中小企業大学校広島校メルマガ担当の渡邊（わたなべ）です。 

今回は広島校だより 5 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 

https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/ 

 

■ ＩＮＤＥＸ ■ 

 ◆１－ 新規開講！『健康経営の考え方・進め方（広島市内開催）』の 

     詳細を掲載しました！（2022 年 8 月開講） 

 ◆２－ 広島校研修のご案内（2022 年 5 月～6 月開講） 

 ◆３－ 中小企業大学校ｗｅｂ校からのお知らせ 

 ◆４－ 中小機構中国本部からのお知らせ 

 ◆５－ その他 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

■ １．新規開講！『健康経営の考え方・進め方（広島市内開催）』 

    の詳細を掲載しました！（2022 年 8 月開講） 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

 今年度、新規開講を予定している講座、 

 「健康経営の考え方・進め方（広島市内開催）」について、 

 研修の詳細が決まりましたので、広島校ホームページに掲載しました。 

 

 従業員の健康を経営的視点から考え、戦略的に実践する「健康経営」を 

 テーマにした研修です。 

 「健康経営」を通して、企業の収益・イメージアップにつながる社員の 

 メンタルヘルスケアや働きやすい職場環境づくりについて学びます。 

 

 今年度、広島校で初めて実施するテーマの研修です。 

 ぜひ受講をご検討ください。 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  2022 年 8 月 24 日（水）～25 日（木）＜2 日間＞ 

 [22-28] 健康経営の考え方・進め方（広島市内開催） 

 

https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/


https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000005m4f.html 

 

 【研修の概要】 

 雇用を取り巻く最新事情と働き方の変化を理解した上で、働きやすい職場 

 環境づくりや健康増進、メンタルヘルスケアの重要性について事例を通し 

 て学びます。また、メンタルヘルスケア実践に必要なコミュニケーション 

 や社員自らが行うストレスへの対処法を体得し、自社での今後の取り組み 

 を検討します。 

  ※「健康経営」は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。 

 【会場】ＲＣＣ文化センター ７－１２会議室 

     広島市中区橋本町 5-11（広島駅南口から徒歩 10 分） 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

■ ２．広島校研修のご案内（2022 年 5 月～6 月開講） 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

 広島校で実施を予定している講座をご紹介いたします。 

 研修の実施にあたっては、ご来校される方々に安心して研修を受講してい 

 だけるよう、感染症対策を実施してまいります。 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  2022 年 5 月 25 日（水）～27 日（金）＜3 日間＞ 

 [22-10] 財務分析実践講座 

 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000005wkf.html 

 

 【研修の概要】 

 財務の観点から自社の現状を定性的・定量的に読み取るための分析力を 

 身につけるとともに、分析結果を活用した自社の特徴や問題点の把握から、 

 業務の実施状況等に応じた改善策の検討までを見据えたマネジメント力を 

 養成します。 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  2022 年 5 月 26 日（木）～27 日（金）、6 月 27 日（月）～28 日（火）＜全 4 日間＞ 

 [22-11] 実践で学ぶ！経営戦略策定講座 

 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000004y6s.html 

 

 【研修の概要】 

 経営戦略の意義や策定プロセスを理解した上で、現状分析の手法や戦略立 

 案の進め方、論理的な思考展開について、演習を交えて学びます。また、 

 インターバルを活用して実際に自社の経営環境分析と戦略立案に取り組み、 

https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000005m4f.html
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000005wkf.html
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000004y6s.html


 実行性のある経営戦略策定の進め方を理解します。 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  2022 年 6 月 1 日（水）～3 日（金）＜3 日間＞ 

 [22-12] ＢＣＰ策定講座 

https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000004yem.html 

 

 【研修の概要】 

 緊急事態時の判断基準や行動フローなどを定める「事業継続計画（BCP）」 

 の基礎知識や具体的な策定手順について、事例や演習等を交えながら実践 

 的に学び、自社の BCP の検討・立案を行います。 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  2022 年 6 月 6 日（月）～8 日（水）＜3 日間＞ 

 [22-14] 新規顧客開拓の進め方 

 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000005xf1.html 

 

 【研修の概要】 

 これまで見えていなかった顧客へのアプローチや商品の新たな用途を見出 

 すことで、新規取引に繋げる方法等を理解するとともに、自社に合った 

 実効性の高い新規顧客開拓への取組方法を学びます。 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  2022 年 6 月 9 日（木）～10 日（金）＜2 日間＞ 

 [22-16] ゲームで学ぶ！IT 活用の進め方 

 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000008fuz.html 

 

 【研修の概要】 

 自社に IT の導入を検討していきたい方、もしくは既に導入しているものの、 

 IT 活用に課題を抱えている方におすすめの研修です。  

 IT 導入プロジェクトを模したビジネスゲーム演習を通して、自社での IT の 

 導入や活用について考えます。 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

■その他の広島校研修情報はこちらをご覧ください。 

 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/index.html 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

■ ３．中小企業大学校ｗｅｂ校からのお知らせ 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000004yem.html
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000005xf1.html
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000008fuz.html
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/index.html


┃■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！ 

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！ 

今回は 6、7 月に開講するオススメのコースをご紹介します！ 

 

■□□おすすめコース【１】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

［コース No.84］黒字体質に変える損益分岐点分析の活用法【午後】 

 

☆内容☆ 

 収益力の改善に有効な損益分岐点分析の基本を学び、具体的な数値を 

 使った損益分岐点分析のシミュレーションを行います。その後、収益力の 

 改善方法について、特に効果の高い適切な価格設定(値決め)を中心に学び 

 ます。 

☆こんな方にオススメ☆ 

 ・適切な価格設定で利益改善を図りたい方 

☆開催期間☆ 

 6/16(木曜)～6/30(木曜) ［計 3 回、9 時間コース］ 

 

 https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220084/ 

 

■■□おすすめコース【２】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

［コース No.28］仕事に活かすデザイン思考【午前】 

［コース No.29］仕事に活かすデザイン思考【午後】 

 

☆内容☆ 

 デザイン思考とは何か、というマインドやプロセスなどの基本を押さえ 

 たあと、演習を繰り返しながら、デザイン思考のスキルを習得します。 

☆こんな方にオススメ☆ 

 ・商品開発や新事業開発で、既存のやり方に限界を感じている方 

 ・アイデア発想に新たな手法を取得したい方 

☆開催期間☆ 

  7/6（水曜）～7/27（水曜）［計 4 回、12 時間コース］ 

［No.28］https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220028/ 

https://webeecampus.smrj.go.jp/
https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220084/
https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220028/


［No.29］https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220029/ 

 ※No.28 と No.29 は、同様の研修内容です。 

  午前または午後のご都合が良い時間帯のコースにお申し込みください。 

 

■■□おすすめコース【３】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

［コース No.70］非正規雇用者が活躍する組織づくりの進め方 

 

☆内容☆ 

 非正規雇用者を中心とした多様な人材が能力を発揮して、活躍し、やりがいを 

 感じる働き方を実現するための「雇用管理の考え方」と「仕組みづくりの進め方」 

 について、実際の事例等を交えて実践的に学びます。 

☆こんな方にオススメ☆ 

 ・多様な人材や非正規雇用者の積極的な活用を考えている経営幹部及び人事担当者の方 

☆開催期間☆ 

 7/8(金曜)～7/29(金曜) ［計 4 回、12 時間コース］ 

 https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220070/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

※いずれのコースも先着順となりますので、お早めにお申込みくださいい 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

■ ４．中小機構中国本部からのお知らせ 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃■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。 

 

詳細はこちらから 

https://www.smrj.go.jp/incubation/od-plus/room/index.html 

 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃■中小機構中国本部 5 月の経営アドバイス 

https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220029/
https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220070/
https://www.smrj.go.jp/incubation/od-plus/room/index.html


┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「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・詳細はこちらから 

 https://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/sme/consulting/index.html 

 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃■【SDGs 関連のオンライン商談会開催】サステナブル・オンライン商談会 

┃   貴社の既存製品・技術をご提案ください！ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 大手企業の SDGs 推進に関連した技術開発ニーズに対して、中小企業が 

 得意とする既存製品や技術等とのマッチングをアレンジする商談会、 

 「サステナブル・オンライン商談会～より環境にやさしいビジネスへ～」 

 を 5 月 9 日～6 月 3 日に開催します！（主催：中小機構関東本部および近畿本部） 

 

 大手企業 31 社から発信される技術開発ニーズは実に 88 件に上り、幅広い分野 

 での製品・技術を中小企業の皆様から募集します。 

 SDGs への貢献とビジネスチャンスの獲得を無理ない形で同時に可能とする 

 本商談会へのご参加をお待ちしております。 

 

〇名  称：サステナブル・オンライン商談会 

        ～もっと環境にやさしいビジネスへ～ 

〇開催期間：2022 年 5 月 9 日正午（月曜）～6 月 3 日（金曜） 

      ※上記期間で技術開発ニーズに対する提案が可能です。 

〇対  象：中小企業および小規模事業者 

      ※ジェグテック未登録者は事前に登録（無料）が必要になります。 

〇参 加 料：無料 

〇参加方法：1.特設サイトにて、技術開発ニーズをご確認ください。 

      2.ご対応可能なニーズに対して、ジェグテックよりご提案ください。 

      3.ご提案に対して、マッチングが成立された場合のみ、商談日時 

       の設定をさせていただきます。 

 （ご参考 URL）https://kanto-bizmatch.smrj.go.jp/ 

   

〇お問合せ：中小企業基盤整備機構（中小機構）関東本部 ジェグテック担当 

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/sme/consulting/index.html
https://kanto-bizmatch.smrj.go.jp/


      TEL 03-5470-1638 

            Mail kanto-hanro@smrj.go.jp 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

■ ５．その他 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃■公益財団法人広島市産業振興センターからのお知らせ 

┃ 経営セミナー「スターバックスで学んだ人材マネジメント術 

┃          ～自ら動くチームの作り方～」の開催について 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

スターバックスの人材マネジメントを基に、単に指示されたことをするだけ 

ではなく自ら主体的に考え行動できる社員を育成するにはどうすべきか、 

何を意識すればよいのかについてそのポイントを学びます。 

 

◆対  象 中小企業の経営者・管理者、創業予定者など 

◆日 時 令和４年６月２８日（火）１３：３０～１６：３０ 

◆会 場 合人社ウェンディひと・まちプラザ 

      北棟６階マルチメディアスタジオ 

     広島市中区袋町６番３６号 

        ※新型コロナウイルス拡大状況によっては、開催を中止とする場合 

     があります。最新情報は、ホームページをご確認ください。 

 

◆講 師 目黒 勝道 氏（トリプル・ウイン・パートナーズ合同会社 代表社員） 

◆定 員  ２５名（先着順） 

◆受講料 １，０００円 

◆申込・詳細ページ 

 https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/seminar/post-112.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 

******************************************************************** 

 編集・発行：中小企業大学校 広島校 

 〒733-0834 広島県広島市西区草津新町 1-21-5 

 TEL 082-278-4955 FAX 082-278-7201 

******************************************************************** 

mailto:kanto-hanro@smrj.go.jp
https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/seminar/post-112.html
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/contact.html

