
 

   
 

2022 年 9 月 5 日   News Release  

 

 

中小企業大学校サテライト・ゼミ「次世代トップリーダー講座」、松阪で初開催 

～中小機構、三重県信用保証協会、松阪商工会議所の 3 者連携～ 

 

 

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）中部本部と三重県信用保証協会、松阪商工会議

所は、松阪市及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、松阪市で中小企業

大学校サテライト・ゼミを共催いたします。 

 

松阪市における中小企業大学校サテライト・ゼミは今回が初めての開催であり、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機会を創出することを目的としています。 

今回開催する「次世代トップリーダー講座」では、後継者や経営幹部候補に求められる役割・心

構えについて演習を交えて学ぶことにより、自社の将来ビジョンや自身のトップリーダーへの行動

目標を検討していきます。 

 

 

 

■開催概要 

 研 修 名：次世代トップリーダー講座 ～後継者としての経営マインドと人間力の高め方～ 

研修期間：2022年 11月 17日（木曜）～11月 18 日（金曜）（2日間・14 時間） 

 対 象 者：中小企業の経営幹部、管理者 

・経営後継者の方 

・将来の経営幹部候補の方 

 定 員：15名（先着順） 

 受 講 料：22,000円（税込） 

※ 松阪商工会議所の会員事業所につきましては、本講座修了後に松阪商工会議所

から受講料の半額補助を受けることができます。 

 会 場：松阪商工会議所（三重県松阪市若葉町 161-2） 第一研修室 

■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。 

 ■申し込みサイト URL 

 https://www.smrj.go.jp/institute/seto/training/sme/2022/ki772s00000025qf.html 

https://www.smrj.go.jp/institute/seto/training/sme/2022/ki772s00000025qf.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

70万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。 

 

＜三重県信用保証協会＞ 

三重県信用保証協会は、信用保証協会法に基づいて設立された認可法人です。 

中小企業の皆さまが、事業資金を借り入れるとき、あるいは私募債を発行するとき、信用保証協会が公的

な保証人となることで、金融の円滑化を図る機関です。 

国および地方公共団体の支援のもとに、金融機関、商工会または商工会議所と協調して中小企業を応援し

ています。 

 

＜松阪商工会議所＞ 

松阪商工会議所は、「商工会議所法」に基づいて設立された公益性の強い法人で、地区内における商工業の

総合的な改善発達を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資することを目的とし、地域の商工業者の意見

を集約し、政策提言、経営支援、地域振興等、様々な活動を行っています。 

 

 

 ＜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） 

 

  三重県信用保証協会 企業支援部 経営支援課（担当者：山本、永井） 

   住所：三重県津市桜橋 3-399 

   電話：059-229-6012 

 

  松阪商工会議所 中小企業相談所 振興課（担当者：中尾） 

   住所：三重県松阪市若葉町 161-2 

   電話：0598-51-7811 



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

中小企業大学校 瀬戸校
独立行政法人　中小企業基盤整備機構

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

坂本　篤彦（さかもと　あつひこ）

人間力経営株式会社　代表取締役
ビジネス・コア・コンサルティング　代表

中小企業診断士。日本マクドナルド㈱を経て、平成3年、東京商工会議所入所。ベンチャー企業の経営支援等に携わる。平成14年独立し、
ビシネス・コア・コンサルティングを設立。中小企業の新規事業展開など実践型のコンサルティングを展開する。中小企業大学校東京校の
経営後継者研修ではゼミナール講師として、全国各地の経営後継者を育成。後継者の悩みを厳しくもあたたかく受け止める「メンター」として、
キラリと光る後継者を輩出する。令和３年に後継者の「人間力」の強化・充実を図るべく人間力経営(株)を設立、「To Doより、まずTo Be」を
合言葉に、後継者としての「在り方」の啓発にも注力している。

経営の全体像や自社の経営理念を再確認
します。

自社の将来ビジョンや自身の将来への
行動目標を策定します。

後継者や経営幹部、経営幹部候補として　
経営に対する参画意識が高まります。

　次世代トップリーダーが信頼される経営者・経営幹部へ
と成長するためには、会社の歴史や理念を再確認し、経営
の全体像を掴み、引き継ぐことと変えていくことを理解する
ことが重要です。
　本研修では、後継者や経営幹部候補が環境変化に適応
するための経営のあり方や求められる役割・心構えについ
て学ぶことで、自社の将来のビジョンを明確にし、今後の
自身の成長へのシナリオや行動目標を検討していきます。

後継者としての経営マインドと人間力の高め方

次世代トップリーダー講座
中小企業大学校サテライト・ゼミ
　　　　　　with 三重県信用保証協会、松阪商工会議所

※受講対象の詳細については
　当校HPをご確認ください。▶▶▶

302コースNo.

15 名定　員

22,000円（税込）受講料

2022 年

11  17 木 ～11  18 金

中小企業の経営幹部、管理者
• 経営後継者の方
•  将来の経営幹部候補の方
• 「経営管理者養成コース」や「経営後継者

研修」の受講を考えている方

（2日間・14時間）

※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。 ▶▶▶

三重県松阪市若葉町１６１－２
松阪商工会議所 第一研修室

中 小 企 業 大 学 校
サテライト・ゼミwith

三重県
信用保証協会

松阪商工会議所

【松阪商工会議所の会員事業所の皆様へ】
本講座は松阪商工会議所から受講料の半額補助を　
受けることができます。
詳しくは下記まで直接お問い合わせください。
　（Tel：0598-51-7811　松阪商工会議所　振興課）

月 日 時 間 科 目 内 容

11 17
木

9:50-10:00 開講式・オリエンテーション

10:00-18:00
次世代
トップリーダーの
使命と心構え

経営に携わるために知っておくべき、次世代トップリー
ダーとしての自身の思考・行動特性を経営者・経営幹
部の視点で捉えます。 

• 次世代トップリーダーの使命
• 新型コロナ禍での企業経営の在り方
• リーダーの人間力の重要性（To Do より、まず To Be）
• 自身の思考・行動特性を知る

事業を引き継ぐ・経営に参画する決意と覚悟を醸成する
ために、次世代トップリーダーとしての心構えを学びます。 

• 次世代トップリーダーに共通する悩み
• 引き継ぐものと変えていくもの
• 次世代トップリーダーが知っておきたい心構え

11 18
金

9:30-14:30 経営者の役割と
企業経営の基本

経営環境の変化に適応する経営のあり方や経営者に求
められる役割について学び、企業経営の基本である経
営理念やビジョンについて再確認します。 

• 経営への想いと理念の重要性
• 経営環境変化の読み取り方
• 変化を捉えた経営戦略の策定ポイント
• 将来の成長発展に向けた “第二創業” の検討

14:30-17:30
次世代
トップリーダーの
ステップアップ策

次世代トップリーダーが成長するためには社内外の関
係者から認められることが重要であり、そのために必要
なリーダーシップやコミュニケーションの手法を事例や
演習を交えて学びます。 

• 問題解決への取り組み方
• 信頼関係を深めるリーダーシップ
• 感謝の気持ちとコミュニケーション
• ビジネスゲームで学ぶ、経営とマネジメントの勘どころ

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。　　

※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



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

302 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。

2022-302

次世代トップリーダー
講座【松阪】

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

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

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

担当者名

受 講 申 込 書
所在地
(住所)

〒　　　　－
代表者役職

年　　　月　　　日

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

◇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、中小機構及び三重県信用保証協会、

松阪商工会議所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。

松阪商工会議所 第一研修室 （三重県松阪市若葉町１６１－２）

〈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60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！ 瀬戸校 検索

【公共交通機関でお越しの方】
・ＪＲ松阪駅より徒歩２０分

【お車でお越しの方】
・松阪ＩＣより約２０分

※９０台の無料駐車場がございます。
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