
経営改善普及事業を実施する際に必要な経営管理の基本及び税務・
財務等の基本的事項について、演習を取り入れながら習得することで、
経営助言能力の養成を図ります。

（１）企業経営の捉え方・経営指導員に求められる能力と心構え
（２）記帳・決算書作成支援のポイント
（３）所得税・消費税及び法人税の仕組み
（４）所得税・消費税机上実習
（５）財務諸表及び経営分析の基本
（６）経営分析机上実習

小規模事業者（小売業、飲食業、サービス業等）の支援を行う上での
全体像を把握し、基本的な知識とスキルを習得し、商業分野の経営支援
能力の向上を図ります。

（１）経営支援の全体像と指導員に求められるコミュニケーション
（２）商業における調査、分析手法
（３）マーチャンダイジング
（４）店舗施設の基礎知識
（５）販売促進とWebマーケティング
（６）事業計画の立て方
（７）総合机上実習

コース

No.

＜基礎研修＞

＜専門研修＞

税務・財務診断 経営診断基礎〔商業コース〕

国の人材育成機関
企業を動かす人づくりをサポート!!

〒868-0021 熊本県人吉市鬼木町梢山1769-1
ＴＥＬ：０９６６－２３－６８００ （平日9:00～17:30）
ＦＡＸ：０９６６－２２－１４５６

コース

No.

コース

No.

コース

No.

コース

No.

コース

No.

コース

No.

コース

No.

人吉校の最新情報を
お届けします。
今すぐチェック！

直方校と両校開催します！
２０２２年１０月１１日（火）～１１月１８日（金）

◆お問い合わせ先

中小企業大学校 人吉校
人吉校の最新情報を
お届けします。
今すぐチェック！

専門研修（６コース）は、認定支援機関の方も受講が可能です。

基礎研修

３５名

５8,０００円

コース

期 間

定 員

受講料

１２０時間２０日間

２０２２年６月１３日（月）～７月８日（金）

基礎研修

３５名

５8,０００円

コース

期 間

定 員

受講料

１２０時間２０日間

２０２２年８月２２日（月）～９月１６日（金）

直方校と両校開催します！
２０２２年５月３０日（月）～６月２４日（金）

（令和４年度）

◆お申し込み方法
申込書（別紙）にご記入の上、以下までご送信ください。

0966-22-1456

人吉校 検索

研修概要はホームページでもご確認いただけます。

コース

No.

コース

No.

インターバル開催



変化のスピードが、ますます早くなっている現在の経営環境下において、
中小・小規模事業者が迅速かつ正しい意思決定をしていくためには、自社の
販売や製造に関するデータを適切に収集していくとともに、自社を取り巻く
外部環境を的確に把握し、それらを有効に活用していくことが特に重要です。
この研修では、目的に適合するITツールの導入や活用法を理解し、説得力

のあるアドバイスの裏付けとなるデータ分析の手法を習得することで、経営
支援の質的向上を目指します。

～ ITを活用した分析手法を学び、事業活性化を支援する ～

人吉校で学ぼう！
国の人材育成機関
企業を動かす人材づくりをサポート!!

中小企業診断士更新研修の対象コース申請中（理論政策１回）

コースNo.
専門
研修

月 日 科 目 内 容

８月１日
（月）

ITツール、データ
の活用方法と導入
支援の進め方

中小・小規模事業者のIT化を促進するために
有効なツールを経営課題ごとに学ぶとともに、
それらを活用した支援プロセスについて考えます。
・DX（デジタルトランスフォーメーション）
とは何か？

・中小企業が導入すべき「ITを活用した
生産性の向上」への取り組み方とは？

・ケース演習

８月２日
（火） 分析ツール、データ

ベースの活用による
論理的な戦略立案
支援の進め方

「ITを活用して売上を伸ばすにはどうすれば
良いか？」について学びます。また、有益な
情報の入手方法や分析手法等について検討して
いきます。
・中小企業が導入すべき「ITを活用した
売上高の向上」への取り組み方とは？

・調査結果を組み合わせるクロス集計の
進め方と分析結果を活用した戦略の検討

・ケース演習

８月３日
（水）

小規模企業が持続的に発展していくためには、限られた経営資源を最大限に
活用し、経営力を向上していく必要があります。また、支援機関においては、
そのような企業にどのように関わっていくかを知っておく必要があります。
この研修では、経営発達支援計画の内容の確認と更新のポイント、伴走型
小規模事業者支援推進事業の効果的な実施、専門家等の活用策、評価の仕方等、
各種認定、特に事業継続力強化計画と、持続化補助金、ものづくり補助金
等の申請と合格のポイントを学びます。

～ きめ細やかな支援ができるように ～

中小企業診断士更新研修の対象コース申請中（理論政策１回）

コースNo.
専門
研修

※カリキュラム等は実施にあたり一部変更されることがあります。

月 日 科 目 内容

５月１８日
（水）

支援機関に期待
される小規模企業
支援
（講義・演習）

小規模企業支援に期待される支援機関の役割
と効果的な支援の実施に必要な相談対応力の
向上について学びます。
○支援機関に期待される役割
・ワンストップ相談対応と伴走型支援
・支援のプロセス
○相談対応力の向上
・コミュニケーションスキル向上の
ポイント

・コーチング

５月１９日
（木） 経営発達支援計画

の実践に役立つ
小規模企業支援
の進め方
（講義・演習）

経営発達支援計画の実践を念頭に置いた、
小規模企業支援のための計画策定及び実行
支援のポイントについて、事例やケース
演習を交えて学んでいただきます。
・小規模企業に対する支援のポイント
・伴走型支援の実践手法
・今後の支援計画（対応マニュアル）
の作成

５月２０日
（金）

◇◇◇ 講師紹介 ◇◇◇

前田 慎一郎（まえだ しんいちろう）
有限会社シーズコンサルティングオフィス 代表取締役
昭和55年長崎大学経済学部卒業後、レンゴー（株）営業を経て
家業を継ぐ。昭和62年コンサルタント業を始める。
専門は、新規事業開発、事業化指導、事業プロデュース、事業化
支援マッチング、アクションプランの作成。中小機構九州の経営支援
アドバイザー。九州農政局６次産業化プランナー、長崎県産業振興
財団 企業インストラクター。
現在は経営コンサルタントのほか、ＮＰＯ活動
（九州新公共支援ネットワーク 副理事長、
長崎ビジネスクラブ 副理事長、ＮＰＯ長崎創造
ネットワーク 理事）を務める。中小企業診断士。

◇◇◇ 講師紹介 ◇◇◇

稲田 裕司（いなだ ゆうじ）

株式会社マインズコンサルティング 代表取締役
大手企業に勤めた後、2005年に独立・会社設立。
以後、1000社以上の企業と苦楽を共にしてきた。
中小ベンチャー企業から大手企業まで、マーケティングを軸に経営革新、
営業活性化、事業計画策定、新事業進出と提携戦略、M＆A、
資本政策・資金調達等の支援により、
"日本の企業を元気にしたい！“
その想いを胸に活動を続けている。
抽象的ではない、現場を重視した指導
には定評がある。

独立行政法人中小企業基盤整備機構
アドバイザー、荒川区あらかわ経営塾講師。

研修情報はホームページ・Facebookへ 人吉校 検索

※カリキュラム等は実施にあたり一部変更されることがあります。

専門研修

３０名

２３,０００円

コース

期 間

定 員

受講料

２０時間３日間

２０２２年５月１８日（水）～５月２０日（金）

専門研修

３０名

２３,０００円

コース

期 間

定 員

受講料

２０時間３日間

２０２２年８月１日（月）～３日（水）



人吉校で学ぼう！
国の人材育成機関
企業を動かす人材づくりをサポート!!

～ 災害に負けない！事業復旧訓練と対策づくり ～ 中小企業診断士更新研修の対象コース申請中（理論政策１回）

企業を取り巻く環境は、様々なリスクが存在します。特に、経営基盤が
脆弱な中小企業においては、リスクによる緊急事態に有効な手を打つこと
ができなければ企業の存続の危機につながりかねません。
この研修では、様々なリスクによる損害を最小限にとどめ、かつ事業の

継続、早期復旧に有効な手段であるＢＣＰ（事業継続計画）の策定支援
能力の向上について学びます。

コースNo.
専門
研修

月 日 科 目 内 容

１０月５日
（水）

中小企業を
取り巻くリスクと
ＢＣＰの考え方

「リスク」および「リスクマネジメント」に
ついて、その概念を体系的に理解すると同時
に、社会環境の変化に伴うリスクマネジメント
の拡張や変化について学びます。
また、リスクマネジメントの手段として、
有効なＢＣＰ（事業継続計画）の意義と概要
について学びます。

ＢＣＰ策定支援
の進め方（演習）

ＢＣＰの策定支援に必要となる作成の手順と
勘所。防災対策とＢＣＰの違いについて、
「中小企業ＢＣＰ策定運用指針に則り、事例
を用いて、実際に作成することにより、実践
的に学びます。
・事業影響度分析・事業継続戦略
・対策の検討・初動対応体制の整備
・教育・訓練計画

１０月６日
（木）

１０月７日
（金）

災害図上訓練
（※1）(演習）

これまでに策定したBCPに実効性があるか、
災害図上訓練を通じて確認します。それに
よりＢＣＰ策定の必要性を体感します。

BCP導入支援の
振り返りとまとめ

研修のまとめとして、ＢＣＰ導入支援の
ポイントや支援機関として、支援のあり方や
支援担当者の果たす役割について確認します。

◇◇◇ 講師紹介 ◇◇◇

五十嵐 雅祥（いがらし まさよし）
株式会社フォーサイツコンサルティング 執行役員
1968年生まれ。チーフコンサルタント。
外資系投資銀行、外資系保険会社勤務を経て投資ファンド運営会社
に参画。
国内中堅中小製造業に特化したM&A案件発掘、
投資戦略立案業務を中心に、案件の特性に応じた
定型先とのプロジェクトチーム組成の際のプロジェクト
マネージャーとして業務を遂行。
2009年より現職。「企業価値を高めるためのリスク
マネジメント」のアプローチでコンプライアンス、BCP、
内部統制等のコンサルティングに従事。

地域における開業率が低迷している中、地域経済の新たな担い手となる
新規創業者のチャレンジをサポートすることは、地域活性化に携わる支援
機関等の大きな役割として、よりいっそう期待されています。
この研修では、新規創業・開業の現状や創業希望者との関わり方を学ぶ

とともに、創業者の想いを形にするために見るべき視点やアイデアを
ブラッシュアップする方法等について学びます。

～ 創業者の想いを形にするために ～
中小企業診断士更新研修の対象コース申請中（理論政策１回）

コースNo.
専門
研修

※カリキュラム等は実施にあたり一部変更されることがあります。

月 日 科 目 内 容

１０月１９日
（水）

新規創業・開業
の現状と支援の
あり方

新規創業・開業に関する現状や動向について
理解した上で、創業希望者との関わり方に
関する知識やスキルを学びます。
・新規創業・開業の現状
・創業支援にかかる基本知識とスキル

新規創業の
アイデアを形にする

ビジネスアイデアやプランをについて、
多角的な視点からブラッシュアップして
いく具体的な手法と創業計画づくりの
策定支援手法について学びます。
・ビジネスアイデアの目利き・評価
・ビジネスアイデアのブラシュアップ
・創業計画（事業計画）の策定支援

１０月２０日
（木）

１０月２１日
（金） 経営改善計画策定

の進め方（演習）

ケース演習を通じて、研修で学んだ知識や
支援手法を実際の創業支援に活かすための
ポイントについて学びます。
・創業支援において考えるべきポイント
・相談内容に応じた適切なアドバイス
・創業後のフォローアップの方法

◇◇◇ 講師紹介 ◇◇◇

岩岡 博徳（いわおか ひろのり）
株式会社カレッジフェイス 代表取締役
1973年生まれ。横浜市立大学商学部経営学科卒業、東京都立
大学大学院経営学修士（MBA)。
中小企業診断士、ITコーディネータ、東洋大学大学院特任教授。
総合電機メーカー系商社で経営企画などに従事し、2004年に経営
コンサルタントとして独立開業。2008年に法人化し、代表取締役に
就任した。
自社のマネジメント改革を通し、ITによる業務効率化
や事業計画策定、PDCA型マネジメント導入を得意
とする。
現在は事業承継し、省庁や都県等の公的機関、
金融機関を通じて、数多くの中小企業支援を行って
いる。

※ カリキュラム等は実施にあたり一部変更されることがあります。

研修情報はホームページ・Facebookへ

※1 災害図上訓練とは、実際の緊急事態発生と似た状況を作り
出し、シミュレーションのプレーヤーとして、それぞれの役割を演じて
もらうことにより、災害時の役割を理解し、その役割を的確に実施
するためのノウハウを取得することを目的とした訓練です。

人吉校 検索

専門研修

３０名

２３,０００円

コース

期 間

定 員

受講料

２０時間３日間

２０２２年１０月５日（水）～７日（金）

専門研修

３０名

２３,０００円

コース

期 間

定 員

受講料

２０時間３日間

２０２２年１０月１９日（水）～２１日（金）



月 日 科 目 内 容

１０月３１日
（月）

財務体質の評価と
経営課題の整理

経営改善を支援する上で必要となる考え方
を理解し、現状把握と経営課題の整理を行う
ための手法とポイントについて学びます。
・経営課題を読み取る思考法
（仮説力の向上）

・経営改善計画書作成のポイント
・事例演習：財務破綻を招く意思決定

の誤り
・事例演習：経営改善のポイント

１１月 １日
（火）

経営改善計画策定
の進め方（演習）

ケースを用いた机上演習により、財務分析
から経営課題の整理、経営改善のための
方向性等を実践的に検討します。
・経営課題の整理
・経営改善のための方向性・施策の提案
・経営改善計画書の策定１１月 ２日

（水）

◇◇◇ 講師紹介 ◇◇◇

横山 悟一（よこやま ごいち）
財務リスク研究所株式会社 代表取締役
会計事務所、コンサルティング会社等の勤務を経て、2002年アーネスト
コンサルティングを開業。2008年6月、名称を「財務リスク研究所」に
変更。
約10年にわたる研究を重ね、指標を使わない世界初の分析手法
「ビジュアル分析」を開発。難解なバランスシートをわかりやすくするだけ
でなく、独自に開発した「財務与信格付けシステム」
により、決算書の格付け、決算書に潜むリスクや粉飾
を読み解くノウハウを確立。分析した決算書はすでに
5,000社を超えている。
著書に「3分間で決算書が読める！」（Ｈ＆Ｉ）、
「売上をあげる手段としての決算書の使い方」（総合
法令出版） 、「新リーダーへ!「これが会社の数字の
読み方です」」（実務教育出版）ほか多数。

人吉校で学ぼう！
国の人材育成機関
企業を動かす人材づくりをサポート!!

～ 基礎Ⅰ･基礎Ⅱを受講した方にオススメです！ ～
中小企業診断士更新研修の対象コース申請中（理論政策１回）

厳しい経営環境にある中小企業においては、経営(業績)の改善を経営資源
の選択と集中、経費節減、効率化等により行っていく必要があります。
この研修では、経営改善支援に必要な財務面からの経営課題の整理手法

及び経営改善計画策定の進め方を学びます。

コースNo.
専門
研修

中小企業等の経営者の平均年齢が上昇する一方、事業承継への適切な対策
がとられていないケースも多く、利益が出ているにもかかわらず後継者不在
等の事情により、廃業せざるを得ない企業も出てきています。
この研修では、事業承継に関する専門知識を押さえた上で、円滑な事業

承継支援に必要な知識・手法を習得するとともに、事業承継が困難な事業者
等に対する廃業支援に必要な知識・手法について学びます。

～ “事業承継” or ”廃業”を見極めるポイントを考える ～
中小企業診断士更新研修の対象コース申請中（理論政策１回）

コースNo.
専門
研修

※カリキュラム等は実施にあたり一部変更されることがあります。

月 日 科 目 内 容

１２月７日
（水）

事業承継・廃業
の現状と支援の
あり方

事業承継・廃業等の現状と支援担当者に
求められる役割について学びます。
・事業承継・廃業等の現状
・支援担当者に求められる役割

事業承継支援の
理論・支援手法

事業承継支援を行うために押さえておく
べき専門知識について学びます。
・事業承継支援の体系/プロセス
・支援に必要な知識・手法
・事業承継と廃業を見極めるポイント

１２月８日
（木）

１２月９日
（金）

廃業支援の
理論・支援手法

廃業支援を行うために押さえておくべき
専門知識について学びます。
・廃業支援の体系/プロセス
・支援に必要な知識・手法

経営改善計画策定
の進め方（演習）

ケース演習を通じて、研修で学んだ知識
や支援手法を実際の事業承継支援に活かす
ためのポイントについて学びます。
・事業承継支援において考えるべきポイント
・相談内容に応じた適切なアドバイス

◇◇◇ 講師紹介 ◇◇◇

佐々木 一誠（ささき かずせい）
合同会社つなぐ 代表社員
公認会計士、税理士、中小企業診断士、橘有限責任監査法人
パートナー。
中央監査法人（みすず監査法人）、あずさ監査法人勤務を経て、
2012年に会計事務所を開設し独立。
監査法人勤務時は、上場企業・会社法監査などの会計監査の他、
株式公開準備支援、内部統制構築・評価支援、
財務調査等のコンサルティング業務に携わる。
独立後は、会計監査の他、中小企業への会計・
税務支援、経営改善計画策定・実行支援、
事業承継支援を手掛ける。
また、中小企業大学校では経営改善計画策定
支援研修及び財務分析研修等の講師を務める。

※ カリキュラム等は実施にあたり一部変更されることがあります。

研修情報はホームページ・Facebookへ 人吉校 検索

専門研修

３０名

２３,０００円

コース

期 間

定 員

受講料

２０時間３日間

２０２２年１０月３１日（月）～11月２日（水）

専門研修

３０名

２３,０００円

コース

期 間

定 員

受講料

２０時間３日間

２０２２年１２月７日（水）～９日（金）


