
 

   
 

2022年 3月 22日   News Release  

 

 

中小企業大学校サテライト・ゼミ「リーダーシップ講座」を開催 

～中小機構と静岡県信用保証協会との連携～ 

 

 

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）中部本部と静岡県信用保証協会は、浜松市お

よび近隣地域の中小企業・小規模事業者の人材育成に資するため、浜松駅前で中小企業大学校サ

テライト・ゼミを共催いたします。 

 

中小機構と静岡県信用保証協会との中小企業大学校サテライト・ゼミは、今回が初めての取組

みで、中小企業・小規模事業者が、質の高い研修をより容易に受講できるように機会を創出する

ことを目的としています。今回の中小企業大学校サテライト・ゼミで開催する「リーダーシップ

講座」では、経営者・管理者に求められるリーダーシップの知識やスキルを理解し、効果的に発

揮する方法について、演習を交えて学びます。 

 

■開催概要 

 研 修 名：リーダーシップ講座 ～チーム力を引き出すリーダーシップを身に付ける～ 

研修期間：2022年 6月 16日（木曜）～6月 17日（金曜）（2日間・14時間） 

 対 象 者：中小企業の経営者、管理者、新任管理者層 

      ・チームを率いるリーダーの方 

・部下との接し方を学びたい方 

・チームを活性化させたい方 

 定 員：15名（先着順） 

 受 講 料：22,000円（税込） 

 会 場：アクトシティ浜松 研修交流センター（静岡県浜松市中区中央 3-9-1） 

 62研修交流室 

 後 援：公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 

■申込方法 

 別添の募集チラシ裏面の申込書に必要事項を記入の上、FAXにて申し込み。 

または下記 URLから web上で申し込み。 

 ■URL（中小企業大学校瀬戸校ホームページ） 

 https://www.smrj.go.jp/institute/seto/training/sme/2022/ucigs50000002og9.html 

https://www.smrj.go.jp/institute/seto/training/sme/2022/ucigs50000002og9.html


 

＜中小企業大学校＞ 

中小機構が運営する中小企業大学校（中小企業大学校総長：野中 郁次郎）は、昭和 37年開講以来

のべ約 69 万人の方々が受講しています。中小企業の経営課題を解決し、活力ある企業へリードして

いく人材を育成するため、全国に中小企業大学校を 9 校設置するとともに、平成 30 年 7 月からオン

ライン会議システムを活用した「WEBee Campus」を開講、併せて都市部での研修拠点として「地域本

部キャンパス」、身近な地域で受講可能な「サテライト・ゼミ」などを展開し、日本全国どこからでも

受講できるよう利用者のアクセス利便を向上させています。 

 

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞ 

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーシ

ョンや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。

経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支

援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、

関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。 

 

 ＜静岡県信用保証協会＞ 

静岡県信用保証協会は、「信用保証協会法」に基づき設立された認可法人で、中小企業の方々が金融

機関から事業資金の融資を受ける際、公的な保証人となって借入を容易にする機関です。平成 30年 4

月、信用保証協会の業務として同法上に経営支援が明記され、資金繰り支援と併せて、ライフステー

ジに応じた各種支援も行っています。 

経営にまじめに取り組む中小企業の方々のために、信用保証を通じて新たな信用を創造し、事業の

安定と発展に寄与することを目的としています。 

 

 

 ＜本件に関するお問い合わせ先＞  

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中部本部 人材支援課（担当者：熊崎） 

住所：愛知県名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センタービル 4階 

電話：052-205-6853（ダイヤルイン） 

 
  静岡県信用保証協会 経営支援部 経営支援統括課（担当者：米山） 

   住所：静岡県静岡市葵区追手町 5-4 アーバンネット静岡追手町ビル 5階 

   電話：054-252-2133 



研修期間

対象者

会場

講師紹介（敬称略）

研修のポイント研修のねらい

後援
公益財団法人
浜松地域イノベーション推進機構

飯山　晄朗 （いいやま　じろう ）
人財教育家・メンタルコーチ

1969年富山県高岡市生まれ。家電流通部門に勤務しトップセールスを記録。商工団体の経営指導員に転じ、11年間で5,000件以上の経営相談をこなす。
2006年、経営コンサルタント・リーダー専門コーチとして起業し、講演・研修講師として延べ4,000時間、受講者15,000名を超え、「コーチング手法で教える」
研修スタイルが好評を得ている。またメンタルコーチとして高校野球の古豪を復活させたり、オリンピックで金メダルを獲得する選手も育成。
中小企業診断士、金沢大学法学部非常勤講師、中小企業庁ビジネス創造等支援事業専門家、商工会議所エキスパート、シニアアドバイザー。
代表的な著書は「いまどきの子のやる気に火をつけるメンタルトレーニング」 (秀和システム)「勝者のゴールデンメンタル」 (大和書房)

経営者、管理者に求められるリーダーシップ
を学びます。

チームのパフォーマンスを高めるリーダー
シップを身につけます。

理想とするリーダー像の実現に向けた
行動計画を作成して、実践につなげます。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、経営環境が
不確実性を増す中で、自社の経営理念を浸透させ組織
目標を達成するためには、経営者はもちろん、管理者は、
自身と部下・部下同士の信頼関係を構築し、指示・支援
によりチーム・部下を育成しながら高い成果を上げていく
ことが求められています。
　本研修では、経営者、管理者に求められるリーダー
シップの知識・スキルを理解し、効果的に発揮する方法
について、演習を交えて学びます。

チーム力を引き出すリーダーシップを身に付ける

リーダーシップ講座

静岡県浜松市中区中央3-9-1

アクトシティ浜松
研修交流センター ６２研修交流室

※新型コロナウイルス感染症対策のため
    受入人数を制限する場合があります

※受講対象の詳細については
　当校HPをご確認ください。▶▶▶

中小企業大学校サテライト・ゼミwith 静岡県信用保証協会

※中小企業大学校では、受講者の皆様の健康と安全を最優先とし、
　新型コロナウイルス感染予防対策を実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。 ▶▶▶

306コースNo.

組織マネジメント

15 名定　員

22,000円（税込）受講料

2022 年

6 16 木 ～ 6  17 金

独立行政法人　中小企業基盤整備機構

中小企業の経営者、管理者、
新任管理者

• チームを率いるリーダーの方
• 部下との接し方を学びたい方
• チームを活性化させたい方

検 索

裏面の「受講申込書」にご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。
Web からもお申込みいただけます。

〔お問合せ〕　瀬戸校　研修担当
　　　　　　ＴＥＬ：0561-48-3401瀬戸校中小企業大学校 瀬戸校

中 小 企 業 大 学 校
サテライト・ゼミwith

静 岡 県
信 用保 証 協会

月 日 時 間 科 目 内 容

6 16
木

9:30-9:40 開講式・オリエンテーション

9:40-15:40 リーダーの役割と
リーダーシップ

メンバーの自発性を引き出すために求められる　　　
管理者の役割や能力、心構えを学ぶとともに、　　　
業務への取り組み方や他者との接し方の点検を　　
行います。 

• 管理者と非管理者の役割の違い
• メンバーの自発性を引き出す管理者の能力と心構え
• リーダーとしての業務への取り組み方（演習）
• 他者との接し方の点検（演習）

15:40-17:40

チームの力を
引き出す
リーダーシップ

リーダーシップを効果的に発揮していくための　　　
コミュニケーションの取り方や、部下を動機付ける　
ための効果的なアプローチ手法を、演習を通じて　
学び、スキルの定着を図ります。

• リーダーとしてのコミュニケーション
• 調整・交渉・折衝の進め方
• 部下をやる気にさせる教え方

6 17
金

9:30-15:30

15:30-17:30
今後のアクション
プランの作成

（演習）

ここまでの学習内容を振り返り、自身がめざすリーダー
シップ像の実現に向けて、今後どのように取り組んで
いくのか、目標設定、行動計画を作成します。

• 職場を活性化させるリーダーのあり方
• 自己行動計画の作成と発表（演習）

17:30-17:40 閉講式
※カリキュラムは都合により変更する場合がありますので予めご了承ください。　　

（2日間・14時間）



ＦＡＸ：０５６１－４８－２２２４

中小企業大学校瀬戸校　研修担当　行

【事務連絡先】(住所は上記と異なる場合のみご記入下さい。)

【企業概要】

【申込コースおよび受講者情報】 ※応募状況により人数を調整させていただく事がありますので、ご了承下さい。
コース

No.
フリガナ 性別 年齢

306 氏名 男
女 歳

※申込書が不足する場合は、コピーしてご利用いただきますようお願いいたします。

2022-306

ふりがな ふりがな

企業名 代表者名

代表番号 ＴＥＬ(　　　　　)　　　　　－　　　　　　　　　ＦＡＸ：(　　　　　)　　　　－　　　　

担当部課 役職
ふりがな

受 講 申 込 書
所在地
(住所)

〒　　　　－
代表者役職

年　　　月　　　日

連絡先ＴＥＬ (　　　　)　　　　－　　　　 連絡先ＦＡＸ (　　　　)　　　　　－　　　　

担当者名

連絡先住所 〒　　　　－

Ｅ－ｍａｉｌ
※アドレスは、Ｏ(オー)、０(ゼロ)、ー(ハイフン)、＿(アンダーバー)区別がつくように記入してください。

資本金 千円 創業 西暦　　　　　年　　　　　月従業員数（ﾊﾟｰﾄは含まず） 名

リーダーシップ講座
【浜松】

役職(役職を記入の上、該当部に○)

(代表者・役員・管理者・管理者候補等)

業　種
D 建設業　E 製造業　G 情報通信業　H 運輸業　I-1 卸売業
I-2 小売業　J 金融･保険業　K 不動産業　M-1 飲食店･宿泊業
R サービス業　T その他（　　　　　　　　　）

主な取扱品

コース名

【公共交通機関でお越しの方】
・ＪＲ浜松駅 徒歩６分

◇反社会勢力でないことの確約について◇
当社（当機関）は、暴力団等の反社会的な勢力に該当せず、今後においても反社会勢力との関係を持つ意思がないことを確約します。また、反社会勢力に該当し、もしくは暴力的な要求行為等に該当する

行為をしたことが判明した場合には研修の受講を中止されても異議申し立てを行いません。

会場のご案内

◇個人情報の保護について

個人情報保護法に定義されます個人情報に該当する情報については、中小機構及び静岡県信用保証協会

で実施する事業で使用いたします。当該個人情報の第三者（業務委託先を除く）への提供または開示はいた

しません。ただし、お客様の同意がある場合および、法令に基づき要請された場合については、当該個人情

報を提供できるものといたします。

アクトシティ浜松 研修交流センター ６２研修交流室 （静岡県浜松市中区中央３－９－１）

〈中小企業大学校瀬戸校のご案内〉
中小企業大学校は、国の中小企業政策全般の実施機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構（略称：中小

機構）が設置・運営する専門の研修機関です。全国に９校が整備され、中部地域では、平成元年、愛知県瀬戸市
に中小企業大学校瀬戸校が開校しています。

中小企業の経営者から管理者に向け、様々な経営課題に対応した専門性の高い、実践的な研修を年間40コース
以上取り揃えるなど、『人材育成』をサポートしています。

皆様のご利用をお待ちしています！

【お車でお越しの方】
名古屋方面から・・・東名高速浜松西ＩＣから車で３０～４０分

瀬戸校 検索

東京方面から・・・・東名高速浜松ＩＣから車で３０～４０分

アクトシティ浜松
研修交流センター

アクトシティ浜松

研修会場
(研修交流センター)

浜松科学館

※無料駐車場のご用意がありません。
　アクトシティ浜松もしくは近隣の有料駐車場をご利用ください。




