
 

 

2022 年 11 月 24 日   

独立行政法人 

中小企業基盤整備機構 

 

News Release 

 

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）近畿本部は、中小企業大学校関西校（兵庫県

福崎町）および御堂筋キャンパス（大阪府大阪市）で中小企業の皆さまや中小企業支援機関

（※）の人材育成のための研修を実施しております。 

社会的に SDGsに対する関心が高まっている現在、企業経営においても SDGsは企業価値を高め

るための重要なテーマの 1つですが、実際に取り組むにあたっては何から始めれば良いのか悩む

企業は少なくありません。こうした中小企業の相談に対応する中小企業支援機関の方が SDGsを活

用した経営支援を円滑に実施できるようになるための研修会を当機構近畿本部として初めて開催

いたします。 

本研修は、カードゲーム等を通して SDGsの基本知識や本質を学び、地域での課題を知った上で

SDGsに取り組むべき意義を検討します。また、実際の企業をケース教材として SDGs視点で経営課

題を整理し、SDGs宣言の作成を行います。さらに SDGsを活用した新事業展開や販路開拓支援など

の進め方についても学びます。 

※中小企業団体中央会、商工会議所、信用保証協会、商工会等の法に基づき設立された中小

企業支援を実施する機関 

 

【開催概要】 

1．日 時：令和 4年 12月 20日（火曜）～22日（木曜）9時 30分～17時 30分 

2．主 催：独立行政法人中小企業基盤整備機構 近畿本部 

3．開催形式：リアルで実施 

4．開催場所：御堂筋キャンパス 

（大阪市中央区安土町 2-3-13大阪国際ビルディング 27階セミナールーム） 

5．対 象 者：認定経営革新等支援機関、中小企業関係団体の役職員 

SDGsに関する相談業務ができるようになりたい方、 

経営支援スキル向上を図りたい方 

6．研修内容： 

       ①SDGsの基礎知識 

       ②SDGs de 地方創生 カードゲームで地域活性化を考える 

       ③SDGs支援の基本と流れ 

       ④事例研究 

       ⑤成果発表 

中小企業支援担当者向けに初開催！  

SDGsの視点を取り入れた経営支援の手法が学べる研修会を実施 

～研修テーマ「SDGsを活用した経営支援の進め方」～ 



 

 

       ※カリキュラムは、一部変更する可能性がございます 

7．参 加 費：23,000円（税込） 

8．申 込：以下受講申込書からお申し込みください 

https://www.smrj.go.jp/institute/kansai/training/supporter/supporter/frr94k00000068a8-

att/ka220019_1.pdf 

 

＜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。 

 
＜中小企業大学校関西校＞ 

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、全国に 9つある研修施

設のほかに、中小機構各地域本部にキャンパスを開設しています。 

 

 

＜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 近畿本部 人材支援部人材支援課（担当者：那知上） 

住所：大阪府大阪市中央区安土町 2-3-13 大阪国際ビルディング 27階  

電話：06-6264-8618（ダイヤルイン） 

 

https://www.smrj.go.jp/institute/kansai/training/supporter/supporter/frr94k00000068a8-att/ka220019_1.pdf
https://www.smrj.go.jp/institute/kansai/training/supporter/supporter/frr94k00000068a8-att/ka220019_1.pdf


※カリキュラムの詳細もご覧いただけます。

研修のねらい

※カリキュラムの詳細もご覧いただけます。※カリキュラムの詳細もご覧いただけます。

関西校 検索

中小企業大学校

御堂筋
キャンパス

コース№. 220019

SDGsを活用した経営支援の進め方

研修のポイント
SDGsというキーワードが浸透してきている中、企業

では何か取り組まなければいけないという認識が出て
きているものの、何から取り組んでいいのかわからな
いといった声が多くあります。SDGsにはこれをすれば
終わり、といったゴールがありません。
本研修では、カードゲームを通して基本知識や本質

を学び、地域での課題を知った上でSDGsに取り組むべ
き意義を検討します。また、実際の企業をケース教材
としてSDGs視点で経営課題を整理し、SDGs宣言の作成
を行います。さらにSDGsを活用した新事業展開や販路
開拓などの進め方についても学びます。

☑

☑

☑

研修期間

対象者

会場

2022年
12/20 ～ 12/22
（3日間、20時間）

30名

23,000円（税込）

御堂筋キャンパス
大阪市中央区安土町2-3-13
大阪国際ビルディング27階
セミナールーム

講師紹介（敬称略）

火

認定経営革新等支援機関、中小企業関係団体の役職員対象

木

SDGsの基本的な考え方や知識を習得できます

SDGsの視点を取り入れた経営支援の手法を学べます

事例研究を通して、より実践的な経営支援能力向上
が図れます

株式会社ともに経営研究所 代表取締役 山本利映（やまもととしえ）

関西大学社会学部卒業後、営業や貿易事務、建設現場監督など、ライフステージに合わせて多様な職種を経験し、2017年中小企業診断
士として登録、独立。ダイバーシティ経営や経営戦略としての働き方改革など、人や組織、社会に関わることを中心に、SDGsをベース
とした経営支援やコンサルティング、研修等を行っている。ダブルケアなど自身の経験を交えたわかりやすい言葉での講義が好評を得
ている。企業向け研修に加え支援者向けのSDGs研修も多数実施するほか、自治体の総合計画等審議会で専門家として提言も行っている。
2030 SDGsおよびSDGs de 地方創生カードゲーム公認ファシリテーター、中小企業診断士、キャリアコンサルタント。

 SDGsに関する相談業務ができる
ようになりたい方

 経営支援スキル向上を図りたい方

月日 時間 科目 内容

12/20

9:20  – 9:30 事務連絡

9:30 – 11:00 SDGsの基礎知識
SDGsの概要を理解し、各地域での取組事例を学びます。
・SDGsとは？本質と目指すもの
・中小企業・自治体の取組事例

11:00 - 12:30 SDGs de 地方創生
カードゲームで

地域活性化を考える
【演習】

地方創生をテーマにしたカードゲームを通じて、SDGs
の本質を体感し、地域課題への取り組みを考えます。
・SDGs de 地方創生カードゲームをプレイし気づきや
課題を共有する

・実際に支援する地域や課題を掘り起こし、持続可能
な地域のあり方を考える

13:30 - 16:30

16:30 - 17:30 SDGs支援の
基本と流れ

SDGs支援の基本ステップをもとに全体像を掴みます。
・SDGコンパスとは
・SDGs支援の進め方

12/21

9:30 – 12:30

事例研究
【演習】

事例企業についてSDGs視点の具体的な実施策を検討し、
現場での実践的な支援能力を身につけます。
（グループワーク）

・企業情報の整理/内部環境と外部環境分析
・バリューチェーンマッピングの作成
・事例企業のSDGs宣言書の作成
・エシカル（倫理的）商品による新事業展開の検討

13:30 – 17:30

12/22

9:30 – 12:00

13:00 – 16:30 成果発表
事例研究で検討した支援内容の発表を行います。
・SDGs宣言および新規事業展開について発表
・振り返り講義

16:30 - 16:45 修了証書交付

火

水

（
木
）



中小企業大学校 関西校宛て

下記の研修に受講申込みをします。 申込日：2022 年 月 日

コース番号
研修名 KA220019 SDGsを活用した経営支援の進め方

開講日 2022 年 12 月 20 日
終講日 2022 年 12 月 22 日

受講者

フリガナ 生年月日
年齢
性別

（西暦） 年 月 日

氏名
年齢 歳

□男性 □女性

所属機関名

所属機関長
氏名

所属機関長
役職名

所属部課名 役職名

所属部課
所在地

〒 ー

連絡先

TEL: （ ）

FAX: （ ）

E-Mail

事務連絡
担当者

部課名
フリガナ

担当者名

所在地

＊受講者の所属部課所在地と異なる場合のみご記入ください。
〒 ー

連絡先

TEL: （ ）

FAX: （ ）

E-Mail

＊受入決定通知等の書類は、事務連絡担当者様宛に送付させていただきます。

取得資格
□中小企業診断士（商・工・情・新）［西暦］ 年 月取得
（中小企業大学校東京校・養成課程修了者の場合、第 期（商・工・情・新）コース修了
□日商簿記検定 級 □販売士 級 □その他（ ）

既受講コース
＊該当するものがあれば〇印をつけてください
［・旧）基礎研修Ⅰ「現)税務・財務診断」 ・旧）基礎研修Ⅱ｢現)経営診断基礎（商業・ものづくり）」］
［・旧）中央会指導員研修(基礎コース)「現）連携組織化の基礎」 ・旧）中央会指導員研修指導(実務コース)「現）連携組織化の実務」］

【認定支援機関（民間コンサルティング、個人事業主・等）の方へ】（申請中の方は認定されてからお申し込みください）
下記に「認定支援機関名・ID番号」をご記入ください。※商工会・商工会議所・中小企業団体中央会等、支援機関の方は記入不要です。

認定機関名 ID番号

～受講申込みにおける個人情報の保護について～
中小企業基盤整備機構では「個人情報保護法」に基づき、受講者の個人情報の適正な管理に努めてま
いります。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致しません。ただし、
皆様から頂戴しました受講申込みに記載される内容をもとに、今後皆様に有益と思われる研修のご案
内を郵便、電子メール、FAX等で所属支援機関等宛て、お送りさせていただくことがあります。

受 講 申 込 書
FAX 0790-22-5942

中小企業大学校 関西校
〒679-2282 兵庫県神崎郡福崎町高岡1929

TEL : 0790-22-5931   FAX : 0790-22-5942
URL : https://www.smrj.go.jp/institute/kansai/ E-mail : kenshu-kansaiko@smrj.go.jp

大学校使用欄

会場アクセス【御堂筋キャンパス】

中小機構 近畿本部
〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング27階

■Osaka Metro（大阪メトロ）
堺筋線・中央線「堺筋本町」駅から徒歩２分（17番出口）
御堂筋線・中央線「本町」駅から 徒歩５分（3番・7番出口）


