
・研修会場（基礎研修） ・研修会場（専門研修）

基礎研修（開催場所：直方校）

経営診断基礎〔商業コース〕
コース
No.

税務・財務診断コース
No.

専門研修（開催場所：博多キャンパス）

コース
No.

コース
No.

コース
No.

コース
No.

コース
No.

https://www.smrj.go.jp/institute/nogata/index.html
〒822-0005 福岡県直方市永満寺１４６３－２
ＴＥＬ：０９４９－２８－１１４４（平日９：００～１７：４５）

◆お申込み・お問い合せ先
裏面の申込書にご記入の上、直方校までお送り下さい。

ＦＡＸ ０９４９－２８－４３８５
中小企業大学校直方校

コースNo.

科目 内容

第1週

事業者とのかかわり方
◆経営支援に必要なコミュニケーション
◆支援者としてのかかわり方
◆経営指導員の事例紹介

経営支援の全体像 ◆経営支援で求められる支援知識

内部環境分析①
◆販売分析の進め方（売上・収益性・効率性分析）
◆販売計画の立て方

外部環境分析
◆外部環境分析の進め方

（商圏・競合店・業界・消費者動向分析）

商業調査手法
◆商業調査の進め方
◆各種商業調査手法（アンケート調査・通行量調査）

第2週

マーチャンダイジング
◆マーチャンダイジングの基礎知識
◆ストアコンセプトの立て方
◆仕入計画、商品計画、価格政策、商品構成の考え方

店舗施設管理
◆店舗施設、店舗レイアウトの基礎知識
◆客導線分析の進め方

IT活用
◆小売業の経営課題とシステム活用
◆販促、マーケティングへの活用

第3週

内部環境分析②
◆財務分析の進め方

（収益性・資金繰り・損益分岐点分析）

販売促進
◆販売促進の進め方
◆チラシ、ＰＯＰ作成のポイント

事業計画の立て方
◆事業計画策定の意義と目的
◆事業計画策定のポイントと進め方

効果測定
◆効果測定による習熟度の確認
◆効果測定の解説と全体の振り返り

支援計画の立て方
◆支援計画作成のポイントと進め方
◆予備調査の進め方
◆机上総合演習オリエンテーション

第4週 机上総合実習
ケース企業を用いて店舗経営の改善に向けた事業計画・
支援計画をグループ単位で作成・発表を行い、実践的な
支援力を身につけます。

経営支援に必要な基礎知識を理解した上で、小規模事業
者（主として小売業・サービス業）の経営課題の明確化ため
の情報収集や経営状況分析、ビジネスモデル再構築の考え
方を習得し、支援先の売上向上・持続的発展のための伴走型
支援能力の向上を図ります。

30名

58,000円（税・教材費込み）

2022年5月30日（月）～6月24日（金）
20日間（120時間）

期間

定員

受講料

研修ガイド
中小企業支援担当者等研修

2022年度 中小企業大学校直方校

会場 中小企業大学校直方校
（福岡県直方市）

創業・第二創業支援の進め方

ＩＴ利活用による生産性向上支援
の進め方

事業再構築支援の進め方

女性経営指導員養成講座

効果的な伴走型支援の進め方

専門研修（406を除く）は、中小企業経営強化法第26条に規定する
認定支援機関及び地域金融機関の役職員の受講が可能です。

「中小企業支援担当者等研修」は、都道府県、支援センター等の担当者、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、信用保証協会等
の支援機関の担当者等の方を対象として、中小企業支援に携わる者が業務の効率化・合理化に対応し、効果的な中小企業支援を推
進するための「共通認識の上に立った共通基盤を作る」ことを目的として実施しています。

中小企業大学校直方校
（福岡県直方市）

博多キャンパス
（中小機構九州本部）

人吉校では、以下の日程で「経営診断基礎

〔商業コース〕を開講します。

・2022年8月22日（月）～9月16日（金）（予定）



科 目 内 容

第
１
週

中小企業・小規模事業者施策
の概要

中小企業・小規模事業者施策の概要と本年度の重点施策

企業経営の捉え方 企業経営の捉え方に関する知識・手法

経営指導員に
求められる能力と心構え

地域振興や事業支援を行う際に求められる能力と心構え

記帳及び決算 記帳及び決算書の作成支援のポイント

所得税

所得税に関する基本的な知識と支援の実務
◆所得税の基本と計算
◆所得控除
◆税金の計算と税額控除
◆申告と納税

第
２
週

所得税机上実習 実際の申告書式を用いた、所得税額の計算や申告書類の作成演習

金融施策 中小企業金融施策

信用補完制度 信用補完制度

経営改善資金制度 経営改善資金制度（マル経）の概要と利用のポイント

経営支援を実施する際に必要な、経営管理、税務、
財務等の基本的な知識を習得します。

人吉校では、以下の日程で「税務・財務診断」

を開講します。

・2022年6月13日（月）～7月8日（金）（予定）

30名

58,000円（税・教材費込み）

① 2022年１０月１１日（火）～１０月２１日（金）
② 20２２年１１月７日（月）～１１月１８日（金）

延19日間（120時間）

期間

定員

受講料

コースNo.

創業・新規開業を目指す方、創業間もない小規模事業者に対する支援の現状と動向、創業に関する支援施策を理解
するとともに、小規模事業者への効果的な支援方法について、事例と演習を通じて実践的に習得し、支援能力の向上
を図ります。

24名

23,000円（税・教材費込み）

2022年5月17日（火）～5月19日（木）

3日間（21時間）
期間

定員

受講料

講
師

髙濵 有志
株式会社経営支援センター
代表取締役

日 程 科 目 内 容

5/17
（火）

創業の現状と中小機構の支援施策
・創業に関する現状と動向
・創業支援施策、創業支援事例

ビジネスプラン作成の手順
・ビジネスプランの意義・内容・構成
・ビジネスプラン作成の手順及び留意点

【事例研究】創業の実際と支援
・創業者による体験談（創業の動機、創業前後の問題・課題等）
・質疑応答（創業前後の課題、事業計画策定に係るブラッシュアップ等）

5/18
（水）

ビジネスプラン作成と
評価のポイント 【演習】

・事業のコンセプトの重要性
・環境分析（外部環境・内部環境の分析）
・事業内容の明確化
・事業計画の策定（資金計画、損益計画）
・ビジネスプランの目利きと評価のポイント

5/19
（木）

企業が時代・環境に適応する必要性
～第二創業支援のポイント～【演習】

・第二創業の意義と動向（第二創業の定義、類型）
・中小企業が第二創業に至る背景
・第二創業の実践支援（業種別ケース演習）

～創業者・新規開業者、後継者に寄り添って支援するために ～

科 目 内 容

第
３
週

消費税 消費税に関する基本的な知識と支援の実務

消費税机上実習 実際の申告書式を用いた、所得税額の計算や申告書類の作成演習

効果測定① 所得税、消費税

税務諸論 効果測定の解説と税務のまとめ

経営分析

経営分析に関する基本的な知識と支援の実務
◆財務諸表の基本
◆経営比率の算出方法
◆損益分岐点の計算
◆資金計画と利益計画

第
４
週

経営分析机上実習

ケース教材を用いて、経営分析の演習
◆経営比率の算出
◆レーダーチャートの作成と分析
◆目標利益、売上高の算出と分析
◆中長期目標の設定

効果測定② 経営分析

財務緒論 効果測定の解説と経営分析のまとめ

第１週～第２週〔2022年10月11日（火）～10月21日（金）〕

第３週～第４週〔2022年11月7日（月）～11月18日（金）〕

会場 中小企業大学校直方校
（福岡県直方市）

２０２２年度の『税務・財務診断（旧 基礎Ⅰ）コース』は
インターバル期間を設定していますので、ご留意ください。

コースNo.

創業・第二創業支援の進め方（博多） 専門
研修

インターバル期間



国が推進する中小企業等事業再構築促進事業について知識を得るとともに、中小企業の事業再構築に向けた支援の
ノウハウについて、事例と演習を交えて習得し、支援能力の向上を図ります。

支援機関で働く女性職員を対象に、経営指導員になる上で必要となる視点や具体的な支援スキルを理解した上で、
自らの行動で支援機関の発展にどのような形で貢献していくべきかについて検討します。

日 程 科 目 内 容

８／２３
（火）

支援機関で働く女性職員と
しての心構え

・これからの支援機関のあり方
・支援機関で働く女性職員の課題
・活かすべき個性と伸ばすべき能力
・支援業務における心構えと役割
・支援機関の組織活性化策

８／２４
（水）

新しい価値を生む経営支援
への取り組み方

・経営支援でめざすべき成果とは
・事例から学ぶ女性職員ならではの支援活動
・自らの成長課題とその打開策の検討
・今後の行動目標の検討
・担当講師からのアドバイス

８／２５
（木）

経営発達支援計画を念頭に置いた、小規模企業の経営力向上に資する支援に係る様々な課題について、事業者に寄り添った伴走型支援の進め方を理解するとともに、
伴走型支援計画に記載している事業を効率的かつ効果的に推進するための手法（ノウハウ）及び支援体制について、事例ならびに演習等を通して実践的に習得します。

～ 「思い切った事業再編」に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援 ～

～支援機関の新しい価値を生み出す経営支援の心構えとノウハウ～

～地元企業から必要とされる支援活動の実践ノウハウ ～

コースNo.
専門
研修

日 程 科 目 内 容

7/5
（火）

事業再構築支援の意義
・法制定のねらい
・経営革新支援との相違点
・事業計画作成のポイント

事業再構築事例 ・支援機関による支援の実際

7/6
（水）

事業再構築支援の進め方
【演習】

・支援先企業の構想をまとめる事業計画書の作成演習
①現在の事業の状況、強み・弱み、機会・脅威、事業環境
②事業再構築の必要性、具体的内容
③競争力を強める方法や仕組み、実施体制
④将来の展望（事業化に向けて想定している市場及び期待される効果）
⑤収益計画（実施体制、スケジュール、付加価値額の算出など）

7/7
（木）

日 程 科 目 内 容

１１／８
（火）

支援機関に期待される小規模
企業支援

・小規模企業を取り巻く環境と経営課題
・小規模企業支援に関する施策の動向
・経営発達支援計画の概要
・支援機関における支援体制づくりと課題

効果的な伴走型支援の進め方
・効果的な伴走型支援に取組むためのポイント
・支援案件の発掘から個者支援に至るまでの取組み方法
・事例研究

１１／９
（水）

伴走型支援の手法と仕組みづ
くり【演習】

・企業概要のまとめ方
・経営状況の分析の進め方
・顧客ニーズと市場動向の把握
・事業計画策定の根拠となる強みと経営課題の見つけ方
・効果的なフォローアップ支援の手法
・支援先データベースの構築

１１／１０
（木）

講
師

渡邊 綾子（わたなべ あやこ）
渡邊[綾]中小企業診断士事務所
代表

講
師

川上 正人（かわかみ まさと）
株式会社流通プランニング研究所
代表取締役

ＡＩ・ＩｏＴを含むデジタル化の動向を理解したうえで、社内の業務効率化・コスト削減を中心とした「守り」のＩＴ利活用に
加えて、企業の製品・サービス開発強化やビジネスモデル変革による新たな価値の創出や競争力の強化を目指す、い
わゆる「攻め」のＩＴ利活用による生産性向上を支援するためのノウハウについて、事例と演習を交えて習得することに
より、ＩＴ分野における経営相談対応力の強化を図ります。

～中小企業・小規模事業者のデジタル化・ＩＴ化のための支援ノウハウ～

阿部 満（あべ みつる）
ブリッジソリューションズ株式会社
代表取締役

日 程 科 目 内 容

6/7
（火）

デジタル化の動向とＩＴ利活用による
生産性向上支援のポイント

・企業を変えるＤＸの動向（ＡＩ・ＩｏＴトレンド）
・小さな会社の身の丈に合ったＩＴ利活用（ＡＩ・ＩｏＴ含む）事例
・自社に合ったＩＴ利活用（ＡＩ・ＩｏＴ含む）と実践

情報セキュリティ対策

・企業の情報漏えいはこうして起こる
・最近の不正アクセスの手口と傾向
・情報セキュリティ対策の取り組みのポイント
・プライバシーマーク、ＩＳＭＳについて
・ＳＮＳ（フェイスブック、ツイッター等）運用の留意点

中小機構による生産性向上支援施策 ・中小機構による生産性向上支援施策について解説します。

6/8
（水）

ＩＴ利活用支援の進め方（演習）

・経営戦略策定（グループ演習）
・ＡＩ・ＩｏＴ活用ビジネスモデル企画（グループ演習）
・ＩＴ戦略策定（グループ演習）
・ＩＴ資源調達（グループ演習）
・ＩＴ導入（解説）
・ＩＴサービス活用（解説）

6/9
（木）

講
師

専門
研修

専門
研修

専門
研修

コースNo.

コースNo.

24名

23,000円（税・教材費込み）

20２２年１１月８日（火）～１１月１０日（木）

3日間（21時間）
期間

定員

受講料

24名

23,000円（税・教材費込み）

2022年８月２３日（火）～８月２５日（木）

3日間（21時間）
期間

定員

受講料

24名

23,000円（税・教材費込み）

20２２年７月５日（火）～７月７日（木））

3日間（21時間）
期間

定員

受講料

24名

23,000円（税・教材費込み）

202２年６月7日（火）～ ６月9日（木）
3日間（21時間）

期間

定員

受講料

ＩＴ利活用による生産性向上支援の進め方（博多）

事業再構築支援の進め方（博多）

女性経営指導員養成講座（博多）

効果的な伴走型支援の進め方（博多）

コースNo.

講
師

川上 正人（かわかみ まさと）
株式会社流通プランニング研究所
代表取締役


