
 

     
 

 

2022 年 10月 6日 
News Release  

 

 

岐阜市で中小企業大学校サテライト・ゼミを開催します 

～中小機構と岐阜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）中部本部と岐阜県信用保証協会は、岐阜県の中

小企業・小規模事業者の人材育成に資するため、岐阜市内で中小企業大学校サテライト・ゼミを共

催します。 

 

中小機構と岐阜県信用保証協会との中小企業大学校サテライト・ゼミは、今回が初めての取り組

みとなり、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「デジタルを活用した新事業展開の取り組み方」では、デジタ

ル技術を活用した有効なビジネスモデルを学んだうえで、自社の強みを生かす企業経営のあり方に

ついて考えます。 

 

■開催概要 

 研 修 名：デジタルを活用した新事業展開の取り組み方  

研修期間：2023年 1月 27日（金曜）（1日間・6時間） 

 対 象 者：中小企業の経営者、経営幹部 

      ・ITを活用した新事業展開を検討している方 

      ・DXの推進方法を詳しく知りたい方 

 定 員：15名（先着順） 

 受 講 料：16,000円（税込） 

 会 場：OKBふれあい会館 （岐阜県岐阜市薮田南 5-14-53） 

 14階 展望レセプションルーム 

■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/p9o4mb0000002a7c.html 

 

 

 

https://www.smrj.go.jp/institute/seto/training/sme/2022/p9o4mb0000002a7c.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。 

 

＜岐阜県信用保証協会＞ 

岐阜県信用保証協会は、事業の維持・創造・発展に努める中小企業・小規模事業者に対して「信用保

証」を行い、金融の円滑化を図り、その健全な発展を助成することを目的として設立された公的機関で

す。中小企業者が金融機関から事業に必要な資金の調達を行う際に、金融機関に対して負担する債務の

保証及びこれに付随する業務を行っています。また、保証業務のほかに中小企業者の経営相談、金融相

談等の業務も行っています。 

 

 

 

 ＜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：松原） 

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） 

 

  岐阜県信用保証協会 企業支援部 経営支援課（担当者：小林） 

   住所：岐阜県岐阜市薮田南 5-14-53 県民ふれあい会館（OKBふれあい会館）11階 

   電話：058-276-6998 



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

※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。 ▶▶▶

中小企業大学校サテライト・ゼミ with 岐阜県信用保証協会

坂田　淳一（さかた　じゅんいち）
桜美林大学　教授

　早稲田大学大学院情報通信研究博士課程卒業、博士（情報通信学）　 中小企業総合事業団（現：中小機構）、アーサー・アンダーセン（株）、東京工業
大学准教授を経て現職。専門は、情報通信工学、情報科学、データマイニング、デジタルビジネス。 また現在は、中小企業のデジタルトランスフォーメー
ション（DX）による経営革新についての研究に取り組んでいる。
著作に、地域とイノベーション 中央経済社、新ベンチャービジネス論 税務経理協会 、グラフィック経営財務 新世社 （いずれも共著）など。

サービス化が企業にもたらす変化と利点
や、注意点について確認します。

サービス化によるビジネス推進のための課題
やビジネスモデルの組み立て方を整理します。

　顧客の購買動向・消費動向が大きく変化するなか、製品や部
品を製造販売するだけではなく、サービス事業により新たな価
値を生み出す「サービス化」、「コトづくり・コト売り」が注目さ
れています。これらを実現するためには、デジタル技術の活用
が鍵になります。
　本研修では、新たにサービス化に取り組むための留意点や、
デジタル技術を活用した有効なビジネスモデルを学んだうえで、
自社の強みを活かす企業経営のあり方を考えます。

DXの推進でモノづくりからコトづくりへ新たな価値を生み出す

デジタルを活用した
新事業展開の取り組み方

ITを用いて自社のビジネスでどのように
サービス化ができるかを検討します。

311コースNo.

企業経営・経営戦略

15 名定　員

16,000円（税込）受講料

2023 年

1  27 金

経営者、経営幹部
• ITを活用した新事業展開を検討している方
• DXの推進方法を詳しく知りたい方

（6時間）

※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

岐阜市薮田南５丁目１４番５３号

OKB ふれあい会館 　　　
展望レセプションルーム

中 小 企 業 大 学 校
サテライト・ゼミwith

岐 阜県
信 用保 証 協会

※受講対象の詳細については
　当校HPをご確認ください。▶▶▶

月 日 時 間 科 目 内 容

1 27
金

9:50-10:00 開講式・オリエンテーション

10:00-12:30
コトづくり・コト売り、
サービス化の現状と
ビジネスモデル

新たなコトづくり・コト売り、サービス化の現状と問題・
課題を整理し、成功に導くビジネスモデルの構築方法を
考えます。 

• これまでの製造業と新たなコトづくり・コト売り、サービス業
の違いと特徴

• 中小企業で実行可能な新たなコトづくり・コト売り、サービス業
とは

• 新たなコトづくり・コト売り、サービス化のビジネスモデル

13:30-15:30
IoT、AI を用いた
サービス化の構築と
仕組み

IoT、AI等のツールを活かした新たなコトづくり・コト売り、
サービス化への仕組みを学びます。 

• 新たなコトづくり・コト売り、サービス化とITとのつながり
• デジタル技術、IT活用の利点
• 顧客との情報共有の仕組みづくり

15:30-16:30
自社における新たな
コトづくり・コト売り、
サービス化の
展開の検討（演習）

自社においてどのようなサービス展開が可能になるか、
また、どのような新たなコトづくり・コト売り、サービスが
ビジネスチャンスの拡大につながるのかを検討します。

16:30-17:00
新たなコトづくり・　
コト売り、サービス化
の今後の課題

全体の講義を通じた総括とサービス化の今後のあり方・
課題を解説します。

17:00-17:10 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。　　



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

311 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。

2022-311

デジタルを活用した
新事業展開の取り組み方

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、中小機構及び岐阜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。

ＯＫＢふれあい会館 展望レセプションルーム （岐阜市薮田南５－１４－５３）

〈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岐阜駅（北口）より「岐阜バス」で約２０分
・名鉄岐阜駅より「岐阜バス」で約２５分
・ＪＲ西岐阜駅（南口）より「西ぎふ・くるくるバス」で約１２分

【お車でお越しの方】
・岐阜羽島ＩＣより約２０分

※無料駐車場完備しております。
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