
講師紹介（敬称略）

検 索

研修のねらい 研修のポイント

～�組織に安心感を作り出し、
　　　　　環境変化に適応できるマネジメント能力を身につける～

お申し込み方法、 お問い合わせ先等は裏面をご覧ください。

Web からもお申し込みいただけます。

溝井�伸彰 （みぞい�のぶあき）

溝井＆パートナー経営コンサルティング事務所�代表

明治大学政治経済学部卒業後、 （株） 国連社、 （株） ODS、 （株） ミツウロコを経て （株） ティビーシーでコンサルティング事業部長就任。 ベンチャー支

援のため専門家を組織しベンチャー企業、 中小企業に対するコンサルテーションを実施。 その後、 独立。 起業家の育成、 創業支援及び経営コンサルティ

ングを行う。 コンサルティング実績は、 試作業、 広告業、 美容業、 美容ディーラー業、 専門商社、 整体業、 樹脂製品問屋業等多岐にわたる。 中小企業

基盤整備機構などでアドバイザーを務めるなど、 各方面で活躍中。 中小企業診断士。

著書に 「となりの 「美容院」 が儲かっている本当の理由―誰でも今日からやれる5つのアクション」 ぱる出版、 「なぜか上手くいく社長の、 「失敗しない」

しくみ―大振りで狙う勝ちより負けをなくす経営 困難突破マニュアル」 ぱる出版、「小さな会社の 「移転・引越し」 マニュアル―スリムな組織に合ったオフィ

ス環境へ」 (共著)　ぱる出版。

中堅管理者研修
［中小企業大学校　金沢キャンパス開催］

　組織を支える中核となる中堅管理者にはさらなる成長が求

められています。 中堅管理者が高い意欲をもって能力向上に

努めることは、 組織に活力を生み、 時代の変化に対応する企

業への成長発展に繋がっていきます。

　本研修では、 新任管理者から中堅管理者へと脱皮し、 より

高いマネジメント能力を得るために、 基本となるマネジメント

スキルに加え、 職場でおきる問題に対応できる応用力を身に

つけます。 また、 中堅管理者として、 自身の成長を組織に波

及させていくためのアクションプランを作成します。

中堅管理者が突き当たる壁を乗り越える
方法を学びます。

同じような立場の他者との交流により、 視野

が広がります。

チームを率いて行動する方法を学びます。

中小企業大学校 金沢キャンパス

独立行政法人　中小企業基盤整備機構 北陸本部
◀公式
 サイト

◀紹介
 ムービー
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研修期間

経営幹部、 管理者
・ 管理者としてさらなる成長を期待される方

・ 将来の幹部候補として期待される方 

・ 管理者として５年程度の経験を積んだ方

対象者

12名定　員

２９,000円（税込）受講料

会場

中小機構　金沢キャンパス

２０２2 年

８ �２４ 水    ～２６ 金    

（金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル）

中小企業基盤整備機構 北陸本部

【中小企業大学校 金沢キャンパス】

管理者としてある程度実績を積んだ方が、 それまでの自身の経験を活かして、 「チームを牽引できる人材」 として������������
より成長するための実践法が学べます。 講師のユーモア ・ 熱意にあふれる講義が毎年人気の講座です。

オススメ
ポイント

月 日 時 間 科 目 内 容

８ ２４
水

9:20-9:30 オリエンテーション

9:30-12:30
中堅管理者に求めら
れる役割

中堅管理者に求められる役割を学びます。

・マネジメントの基本（PDCAによる組織運営）
・組織の基本原則
・部下の指導、育成

13:30-17:10

リーダーシップの
開発と共感コミュニ
ケーション

管理者としての重ねた経験も踏まえて、リーダーシップの開
発に取り組みます。

・適応課題とアダプティブリーダーシップ
・共感コミュニケーション

８ ２５
木

9:30-17:10

(昼休 
12:30-13:30）

チームマネジメントの
実践

チームマネジメントを実践するために、自分をいかに変化させる
かを学びます。

・関係性を強化することを目的としたファシリテーション
・チームメンバーと自身の可能性を最大化する心理面の棚卸
・コンフリクトマネジメント

８ ２６
金

9:30-12:30 問題解決の実践法

組織の業績に貢献するため、職場の問題を見つけ、解決に向け
た対策の立案・実践法を学びます。

・問題解決の基本プロセス
・論理的に考えて、伝える
・チームで取り組む問題解決

13:30-17:10
自身と職場の
行動計画

自己への視点だけでなく、職場の全体も俯瞰しながら、自身と職
場の課題を検討し、その解決に向けた行動計画を作成します。

・自身と職場の課題の検討
・アクションプラン作成

17:10-17:20 修了証書の授与

※カリキュラムは、 都合により一部変更する場合がありますので、 あらかじめご了承ください。



  受講申込書 FAX  076-223-5762
中小企業大学校　金沢キャンパス宛

※すべての項目をもれなく
　ご記入ください。

コース No. 　No.　006 コース名 　中堅管理者研修

フリガナ 代表者役職

会社名 代表者氏名

所在地
〒　　　　　　　　　　　都 道

　　　　　　　　　　　　 府 県

TEL 　 FAX

業　種 E. 製造業　I-1. 卸売業　I-2. 小売業　R. サービス業　D. 建設業　G. 情報通信業　H. 運輸業　M. 旅館業　Z. その他 （具体的に　　　 　　　　　　　）

主要取扱品目 資本金 万円 従業員数 人

研修情報の
入手先

1． ダイレクトメール （研修ガイド）　2． ダイレクトメール （チラシ ･ リーフレット）　3． ホームページ　4． Web 広告 ､SNS　5． メルマガ　6． クチコミ ･ 紹介
7． 自治体、 商工団体等の紹介　8． 金融機関の紹介　9． 新聞 ・ 雑誌 ・ テレビ ・ ラジオ ・ 街頭広告　10． 中小機構 ・ 大学校職員等の訪問、 電話
11． セミナー、 イベント　12． その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事務連絡
担当者

フリガナ 部署 ・ 役職 担当者 E-mail

メルマガ配信の希望 （ 有 ・ 無 ） 

氏名

反社会的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的勢力との関係を持つ意思がないことを確約します。 また、 反社会的勢力に該当し、 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。

受
講
者
情
報

フリガナ 年　齢 性　別 所属部署 役職 （役職を記載の上該当区分に○）　

氏名

歳
男  ・  女

（代表者 ・ 役員 ・ 管理者 ・ 管理者候補等）

緊急連絡先 TEL
（携帯 ・ 自宅等）

E-mail 　　　  　                                                                     　　

受講申込における個人情報の保護について

個人情報保護法に定義される個人情報に該当する情報については、中小機構内で実施する事業で使用します。 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します。

中小企業大学校 金沢キャンパス

独立行政法人　中小企業基盤整備機構 北陸本部 〒 920-0031　石川県金沢市広岡 3-1-1 金沢パークビル 10 階

電話 076-223-5573　FAX 076-223-5762

受
講
者
情
報

フリガナ 年　齢 性　別 所属部署 役職 （役職を記載の上該当区分に○）　

氏名

歳
男  ・  女

（代表者 ・ 役員 ・ 管理者 ・ 管理者候補等）

緊急連絡先 TEL
（携帯 ・ 自宅等）

E-mail 　　　  　                                                                     　　

注意事項

※応募者多数の場合は、 1 社からの受講人数を調整させていただく場合がございますので、 あらかじめご了承ください。

※財団法人 ・ 社団法人 ・ 医療法人 ・ 社会福祉法人 ・ NPO 法人等の団体は受講できませんのでご注意ください。

※専用駐車場はございません。 公共交通機関でお越しいただくか、 ご自身で駐車場の手配をお願いします。

※宿泊施設はございません。 宿泊が必要な方はご自身で手配をお願いします。

受講対象企業

資本金、 従業員数のいずれかが下表に該当する中小企業の経営者 ・ 管理者 ・ 従業員 ・ 後

継者の方に、 ご受講いただけます。

業　　　　　種 資本金 従業員数

製造業、運輸業、建設業、ソフトウェア業、

情報処理サービス業、その他の業種（＊）
3億円以下 300人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

小売業 5千万円以下 50人以下

サービス業 5千万円以下 100人以下

旅館業 5千万円以下 200人以下

（＊） その他の業種には、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業、金融・保険業、 不動産業等が含まれます。

（＊） 経営コンサルタント等の中小企業の支援に関する事業を営む方、中小企業診断士・税理士・公認会計士・技術士等の

中小企業支援に関連する資格を有する方、教育・研修事業者の方は受講をお断りする場合がありますので、あらか

じめご了承ください。


