
事業を承継する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ます。

経営幹部・管理者・後継者

講義、ゼミナール講師紹介

お申し込みは、裏面をＦＡＸ！中小機構北陸本部、高岡市のHPでもご確認いただけます。

中小機構 北陸 検索

高岡市創業者支援センター
研修管理棟２階会議室

（富山県高岡市下伏間江102-1)

講義日程およびカリキュラム

受講対象者

開催場所

受講料・定員

開催期間

全3回 令和２年
２月２８日（金）・２９日（土）

・３月６日（金）

29,000円（税込み）
１５名（先着順）

サテライト・ゼミ in 高岡

回 実施日 科 目 （予 定）

第
１
回

２/２８
（金）
13:30～
19:30

次世代トップリーダーの使命と心構え
・次世代トップリーダーの使命と果たすべき役割
・次世代トップリーダーに共通する悩みと突破口
・ビジョンとミッションの重要性

第
２
回

２/２９
（土）

9:30～
16:30

経営者の役割と企業経営の基本
・経営環境変化の読み取り方と最適な対応策
・経営の視点で見る財務の基本

次世代トップリーダーのステップアップ策
・実効性を重視した問題解決への取り組み方

第
３
回

３/６
（金）
13:30～
19:30

次世代トップリーダーが目指すべき
ビジョンとアクションプラン【演習】

・効果的なリーダーシップとコミュニケーション
・自社の置かれる環境分析と強みの明確化
・より強い自社を目指すアクションの立案
・さらに自社を伸ばすために必要なこと

主催：(独)中小機構北陸本部中小企業大学校金沢キャンパス、高岡市
共催：高岡商工会議所、高岡市商工会

中小機構・中小企業大学校とは
独立行政法人中小企業基盤整備機構（略

称：中小機構）は、国の中小企業政策の実施機
関です。中小機構の運営する研修機関である
中小企業大学校は、中小企業の経営者や後継
者などの方々を対象に多彩な研修メニューを
提供し、中小企業の人材育成をサポートしてい
ます。

◇坂本 篤彦（さかもと あつひこ） ビジネス・コア・コンサルティング 代表
日本マクドナルド株式会社を経て、平成３年、東京商工会議所入所。ベンチャー企業の事業展開支援等に携わる。平成１４年１

０月独立し、ビジネス・コア・コンサルティングを設立。創業・ベンチャーの事業展開支援など実践型のコンサルティングを展開
し、現在に至る。中小企業大学校東京校の「経営後継者研修」のゼミナール講師として、全国各地の経営後継者の育成にも注力す
る。後継者の悩みを厳しくも温かく受けとる「メンター」として、キラリと光る後継者の輩出に寄与している。

高岡市産業企画課 検索



〒920-0031 石川県金沢市広岡3-1-1金沢パークビル10F
TEL : 076-223-5573   FAX : 076-223-5762

URL : http://www.smrj.go.jp/regional_hq/hokuriku/index.html
E-mail : kenshu-hokuriku@smrj.go.jp

■受講者について

■貴社の概要について（必ずご記入ください）

サテライト・ゼミ in 高岡
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令和 年 月 日

中小機構北陸本部 中小企業大学校金沢キャンパス 研修担当 行
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【申込コースおよび受講希望者情報】

アンケートにご協力ください

今回の研修を知ったきっかけについて、該当するものに○をご記入ください。
１．ホームページ ２．ダイレクトメール ３．知人からの紹介 ４．新聞・雑誌・広報誌（誌名： ）
５．公的機関等（機関名： ） ６．その他（ ）

●受講申込みにおける個人情報の保護について
中小機構北陸本部 中小企業大学校金沢キャンパスでは「個人情報保護法」に基づき、個人情報の適

切な管理に努めてまいります。皆様から頂戴しました受講申込書に記載されている内容をもとに、今
後お客様に有益と思われる研修など当機構内で実施する事業のご案内を郵便、電子メール、ＦＡＸ等
でお送りさせていただくことがあります。
また、研修実施にあたり、講師に個人情報を通知する場合がありますが、より効果的な研修にする

ことを目的に行うものです。「個人情報」につきましてご質問がありましたら中小機構北陸本部 中小
企業大学校金沢キャンパスまでお寄せいただくようお願いいたします。
●研修会場には、宿泊施設は併設していませんので、宿泊が必要な方は、各自でご手配をお願いいた
します。
●その他、事前アンケート等がございますのでご承知おきください。

●お申込み方法
・こちらの申込書に必要事項をご記入の上、ファックスにてお申込みください。
・受講申込後、開校日の約１か月前より受講決定のご案内書を順次郵送いたします。
案内書に記載された所定期日までに受講料をお振込みください。

・応募多数の場合はキャンセル待ちをいただくか、もしくは受講をお断りすることがございますので、
お早目のお申込みをおすすめします。

●業種（該当する番号に○をおつけください） 06 総合工事
D 建設業 建設業の内訳 07 識別工事
E 製造業 製造業の内訳 08 設備工事
G 情報通信業
H 運輸業 (2) 資本金
I 卸売業 万円
I 小売業 09 食料品 19 ゴム製品 (3) 従業員数
N サービス業 10 飲料・飼料 20 革製品 人

11 繊維工業 21 窯業・土石製品 (4) 創業年月
12 木材・木製品 22 鉄鋼 　　　年 月
13 家具・建具 23 非鉄金属 (5) 主要取扱品目
14 パルプ・紙 24 金属製品

繊維品・化学製品 15 出版・印刷 25 汎用機械器具

機械器具・ 16 化学 29 電機機械器具

建築材料等 17 石油製品・ 31 輸送機械器具

衣服・食料・医薬 石炭製品 32 その他

品・家具・什器等 18 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品

  (            )
  その他

卸売・小売業の内訳

次世代トップリーダー養成講座

受講申込書

◆自動車でお越しの場合
・能越自動車道 高岡ICから約15分
・北陸自動車道 小杉ICから約15分
・北陸自動車道 高岡砺波スマートICから約10分
※研修会場の敷地内に無料駐車場を用意しております。

◆電車でお越しの場合
・北陸新幹線・城端線 新高岡駅からタクシーで約7分
・あいの風とやま鉄道線 高岡駅からタクシーで約10分

会場 高岡市創業者支援センター

【会場案内】

〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
TEL : 0766-20-1395   FAX : 0766-20-1287
URL : https://www.city.takaoka.toyama.jp/

E-mail :sangyo@city.takaoka.lg.jp

中小機構北陸本部 中小企業大学校金沢キャンパス 高岡市 産業振興部 産業企画課

高岡砺波
スマートＩＣ

コース
NO.
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（役職を記入の上、該当区分に○）
年齢 性別

部署 役職

NO. HR
190113

歳
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・
女E-mail： ＠

1.代表者 2.役員
3.管理者 4.管理者候補等

ふりがな
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http://www.smrj.go.jp/regional_hq/hokuriku/index.html
https://www.city.takaoka.toyama.jp/joho/shise/gaiyo/soshiki/sangyo/index.html

