
募集企業数　20社 2019 年 10月 9日（水）

支援対象企業

受講対象者

支援期間

受講料

講座会場

東京都内に事業所をおき、経営人材育成を通じて、自社の成長発展や組織活性化を目指す中小企業（※）
※中小企業基本法で定める中小企業であること。
※大企業及びみなし大企業の方のお申込みはご遠慮ください。

（公財）東京都中小企業振興公社 本社
（千代田区神田佐久間町 1-9  東京都産業労働局秋葉原庁舎）

最長１年間（講座＋個別支援）

1企業　15,000 円（参加人数に関わりなく一律）

本事業における取り組みに意欲的に参加できる経営幹部候補、
次世代リーダー（候補）　等　１企業２名まで

お申込み方法・受講の流れ
公社 HP 申込フォームにてお申込み下さい。申込み用紙を FAX していただくことも可能です。お申込み後３日以内に受付確認の
旨を電子メールにてご連絡致します。

公社ホームページ：www.tokyo-kosha.or.jp

お問い合わせ先

申込締切日

経営人 NEXT20財第4期

JR「秋葉原駅」中央改札口徒歩１分
東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」５番出口徒歩１分
つくばエクスプレス（TX）「秋葉原駅」A１出口徒歩１分
都営新宿線「岩本町駅」A３出口徒歩５分

アクセス

応募者多数の場合、応募書類をもとに選考を実施致し
ます。選考結果は電子メールにて通知します。
※@tokyo-kosha.or.jp からのメールを「受信許可」
にして頂くよう、お願い致します。

●選考結果の通知

応募要領

※受講者の途中変更はできません。
※応募者多数の場合、締切後、応募書類をもとに選考を実施し、
　受講企業を決定します。

（公財）東京都中小企業振興公社　企業人材支援課
 TEL：03-3251-7904　　FAX：03-3251-7909　　
 E-mail：sangyo-jinzai@tokyo-kosha.or.jp
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財

経営者を支える人材を育成します

企業のこれからの20年を担う

令和元年度　経営人材育成による企業力強化支援事業



採用活動の成功、○○問題の改善、社内の○○の推進、新しい取引先の開拓、営業力強化、新事業の立上げ　など

実行化

「会社の成長ビジョン」実現に向けた具体的な取り組み例

こんな企業におすすめです！

思考力

経営者目線で
考える

基本姿勢

会社・仕事
に向きあう

本プログラムは、次の３要素を備えた人材を育成します。

環境変化が激しいビジネス環境下、企業は事業や組織を能動的に変革させることで、持続的な
成長を実現することが求められています。一方で、経営者一人で全ての物事に対処することは
困難と言えます。
本事業では、経営・事業戦略や組織マネジメントなどの面で経営者を支える人材（＝経営人材）
や、近い将来経営者を支える次世代リーダーの育成を支援します。

企業の「これからの２０年」を担う人材へ
－「会社のことを経営者と同じ目線で考え、
　　　　　　　　　 ともに歩んでいける人材を育てたい」－ 受講者は、講座の受講と個別支援を通じて、実践的な取り組みの中で

必要なスキルを鍛えていきます。

対人関係力

組織を上手に
巻き込むための

リーダーシップを発揮して変革を推進できる人材を育成したい
経営理念や方針を社内に浸透させられる人材が欲しい
経営者の能力や実務を補完し、社員を牽引する人材を育てたい

Feature

Curriculum

特徴

講座（基礎）＋個別支援（実践）

学んだ手法を用いて、「我が社の強み」を明らかにし、成長ビジョンを確立する
（個別支援＋中間発表会）

成長ビジョンの実現に向けた取り組み施策を社内で推進する

講 座 ① 講 座 ② 講 座 ③ 講 座 ④

講 座 ⑤

11 月 7日（木） 11月 13日（水） 11月 22日（金） 11月 29日（金）

経営人材に求められる
「役割」

～期待される役割・行動～

経営人材に必要な
「能力」

～組織を巻き込むための
対人関係能力～

経営人材が認識すべき
「我が社の強み」
～強みを認識する手法

『知的資産経営』とは？～

経営人材が考える
「会社の成長ビジョン」
～磨いて、活かす
我が社の強み～

コーディネータや専門家が貴社を訪問し、
成長ビジョン確立のためのサポートを行います。 
※経営層の方ご参加のもと、ワークショップを
　行います。
※日程は各社ご相談

受講者は、自社の発展につながる実践的な取り組みを社内プロジェクトとして
実行します。コーディネータや専門家が個社別、継続的にサポートします。

社内プレゼンの実施 実施体制づくり 実行 進捗報告の実施

2 月 18日（火）
16：30～ 19：30

最終成果発表

中間発表会
（成長ビジョンの発表）

経営人材の基本を知る 会社の強みを活かす手法を知る

●目標達成に向けたアドバイス
●組織活性化に向けたアドバイス
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個別支援（2回程度） 専門家
受講者 経営層

※講座①～④の開講時間はいずれも
　17：00～19：30 です。

個別支援（月1回程度）

※支援内容は、企業毎の課題に沿って決定します。

コーディネータ・
専門家の支援内容

●会議の進行サポート
●受講者に対するコーチングなど
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