
令和4年度

  ※スキル・・・（テ）テクニカル、（マ）マネジメント、（ヒ）ヒューマン、（起）起業家精神

No スキル 対象者 プログラム 内容 講師 会場市町村 日程 受講料 定員 実施団体 申込締切日 お問合せ／申込先

R4年9月1日(木)
※オリエンテーションのみ

R4年9月9日(金)

R4年9月16日(金)

R4年10月1日(土)

R4年10月22日(土)

R4年11月11日(金)

R4年12月3日(土)

R4年12月16日(金)

R4年8月4日(木)
※オリエンテーションのみ

R4年8月23日(火)

R4年9月6日(火)

R4年9月20日(火)

R4年10月11日(火)

R4年11月8日(火)

R4年12月2日(金)

R4年9月14日(水)
※オリエンテーション含む

R4年9月15日(木)

R4年9月29日(木)

R4年10月21日(金)

2

テ

マ

ヒ

経営者

次世代経営

者

経営者塾

講師とのディスカッションを中心に、多様な

企業事例からのメソッドを学び、予測不能な

時代でも生き残れる会社をつくるために必要

不可欠な経営視点や意思決定の軸を獲得する

プログラム。（全7回）

※動画コンテンツ：グロービス学び放題付き

グロービス経営大学院 講師

オンライン

及び

宮崎市

令和４年度　ひなたＭＢＡプログラム一覧表

1

テ

マ

ヒ

経営者

幹部候補者
経営実践ゼミ

令和４年度からスタートする新プログラム。

少人数のゼミ方式で、各ゼミに経験豊富な専

門家（中小企業診断士）を配置。受講者自身

が設定する課題・戦略を徹底的に探求する実

践プログラム。（全8回）

ベンチャーサクセスシステムズ代表

松尾靖彦氏

株式会社RISE代表取締役、中小企業

診断士 山元理氏

宮崎県プロフェッショナル人材戦略拠

点マネージャー 大矢博氏

中小企業診断士、事業再生マネー

ジャー、事業継承マネージャー 宝徳

修氏

宮崎市

（オリエン

テーションの

みオンライ

ン）

100,000円

（税込）

ひなたMBA事務局

TEL 0985-58-7956

／

申込フォーム

https://www.hinatamb

a.jp/course/1136/

20名

程度

(5名×

4グルー

プ)

宮崎県

(産業政策課)

R4年8月10日

(水)

ひなたMBA事務局

TEL 0985-58-7956

／

申込フォーム

https://www.hinatamb

a.jp/course/1134/

宮崎県

(産業政策課)

R4年7月21日

(木)

ひなたMBA事務局

TEL 0985-58-7956

／

申込フォーム

https://www.hinatamb

a.jp/course/1138/

又はファックス

（中小企業大学校人吉校

宛）0966-22-1456

R4年9月13日

(火)

60,000円

（税込）

20名

程度

3

テ

マ

ヒ

管理者 管理者養成研修
(独)中小企業基盤整備機構 九州本部

チーフアドバイザー 佐々木茂氏
宮崎市

36,000円

（税込）

15名

程度

宮崎県

(産業政策課)

チーム運営の基本を学び、コミュニケーショ

ンスキルや問題解決能力など管理者として求

められる基礎力の向上を図るとともに、学ん

だスキルや知識を職場で取り入れられるよ

う、自分自身の課題に取り組み、振り返りを

行うプログラム。（全4回）
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令和4年度

  ※スキル・・・（テ）テクニカル、（マ）マネジメント、（ヒ）ヒューマン、（起）起業家精神

No スキル 対象者 プログラム 内容 講師 会場市町村 日程 受講料 定員 実施団体 申込締切日 お問合せ／申込先

令和４年度　ひなたＭＢＡプログラム一覧表

R4年8月4日(木)
※オリエンテーションのみ

R4年9月27日(火)

R4年10月18日(火)

R4年11月4日(金)

R4年12月9日(金)

R4年9月7日(水)
※オリエンテーションのみ

R4年10月7日(金)

R4年10月28日(金)

R4年11月18日(金)

R4年12月14日(水)

宮崎県総合政策部産業政

策課

TEL 0985-26-7967

／

申込フォーム

https://www.hinatamb

a.jp/course/1202/

R4年9月9日(金)無料 4名
宮崎県

(産業政策課)
宮崎市 R4年10月27日(木)

オンライン

及び

宮崎市

5 テ

新たな価値

創出の方法

に興味があ

る方

相手を動かす思考ス

キル

4

グロービス経営大学院 講師

テ

マ

ヒ

現場リー

ダー
リーダー養成塾

部下育成やチームマネジメントを効果的に行

う優れたリーダーとなるために、自身の性

格・指向を客観視する調査*を実施するとと

もに、実践と振り返りを通じて「他者を動か

す具体的な技法」の獲得を目指すプログラ

ム。（*360度評価を実施するため、上司/同

僚と部下/後輩の協力が必要です。）（全5

回）

グロービス経営大学院 講師

R4年7月22日

(金)
宮崎市

50,000円

（税込）

20名

程度

R4年7月21日

(木)

宮崎県

(産業政策課)

ひなたMBA事務局

TEL 0985-58-7956

／

申込フォーム

https://www.hinatamb

a.jp/course/1137/

ひなたMBA事務局

TEL 0985-58-7956

／

申込フォーム

https://www.hinatamb

a.jp/course/1139/

R4年9月1日(木)

新たな価値創造に焦点を当て、自ら考える力

を高め課題解決力を磨くとともに、周囲を巻

き込み動かすスキルを実践を通じて磨くプロ

グラム。（全5回）

株式会社話し方センター 池田統氏

株式会社トゥビーイングズ 長瀬隆氏

枠にとらわれない視点で問題を捉え直し新た

なアイデアを生み出す、クリエイティブ・シ

ンキング（創造的思考）の方法を身につけ

る。自分の視点の偏りに気付くとともに、自

分にはない他の人の発想に触れることで刺激

を受け、これまで見えていなかったものが見

えるようになる研修。（全2回）

創造力・発想力向上
就職1～10年

程度の方
テ

R4年7月15日

(金)

宮崎県総合政策部産業政

策課

TEL 0985-26-7967

／

申込フォーム

https://www.hinatamb

a.jp/course/1198/

宮崎県総合政策部産業政

策課

TEL 0985-26-7967

／

申込フォーム

https://www.hinatamb

a.jp/course/1201/

オンライン

及び

宮崎市

45,000円

（税込）

20名

程度

宮崎県

(産業政策課)

宮崎市 無料 4名
宮崎県

(産業政策課)
R4年7月28日(木)

R4年8月9日(火)

無料 4名
宮崎県

(産業政策課)

R4年8月10日(水)

8 テ
就職9～20年

程度の方
企画力向上

問題や課題を検討する手法を理解し職場で実

践できるようになること、基本的な企画書の

必要条件を理解し自分自身のアイデアを具体

化した企画書を作成できるようになることを

目標とする研修。

株式会社賢嶺 代表取締役 山岡哲也

氏

効果的な会議のため

の司会・運営

就職1～10年

程度の方
テ6

7

会議運営の基本知識を学び、実際に演習を行

うことにより、必要なスキルの修得を目指

す。司会者、参加者それぞれに求められる心

得と、具体的な進め方、発言の仕方や態度等

について学ぶ研修。
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令和4年度

  ※スキル・・・（テ）テクニカル、（マ）マネジメント、（ヒ）ヒューマン、（起）起業家精神

No スキル 対象者 プログラム 内容 講師 会場市町村 日程 受講料 定員 実施団体 申込締切日 お問合せ／申込先

令和４年度　ひなたＭＢＡプログラム一覧表

R4年6月16日(木) 

R4年7月21日(木)

R4年8月4日(木)

R4年9月15日(木)

R4年10月6日(木)

R4年11月17日(木)

R4年12月8日(木)

R5年1月19日(木)

R5年2月16日(木)

R5年3月16日(木)

R5年4月13日(木)

R5年5月25日(木)

創業の現実と心構え R4年9月28日(水)

起業家のための経営「戦略」① R4年10月5日(水)

起業家のための経営「戦略」② R4年10月12日(水)

開業手続き、税務・経理の基本
税理士法人アイビーパートナーズ 代

表社員 海野理香氏
R4年10月20日(木)

ITを活用した販路拡大
株式会社ヤミー・フードラボ 代表取

締役社長 谷口竜一氏
R4年10月26日(水)

起業家のための経営「計画」① R4年11月2日(水)

起業家のための経営「計画」②、

プレゼンの要諦、ビジネスプラン発表
R4年11月9日(水)

ビジネスプラン発表 R4年11月16日(水)

R4年5月26日(木)

宮崎太陽銀行

営業統括部 TBC事務局

TEL 0985-60-6210

http://www.taiyobank.

co.jp/

宮崎市

１テーマ

3,000円

～

9,000円

25名
株式会社

宮崎太陽銀行

テーマ②戦略計画編

～戦略思考と計画力～

（全3回）

9

10

テ

マ

起

創業を目指

す方、創業

して間もな

い方

実践創業塾 西都市 3,000円

テ

マ

後継者

新経営者

経営陣

経営幹部

次世代塾 第8期生

テーマ①経営編

～リーダーシップとマネジメント～

（全3回）

トータルビジネスマネジメント株式会

社（TBM） 代表取締役社長／マネジ

メントコンサルタント 頴川武司氏
テーマ③人材組織編

～組織形成と人材育成～

（全3回）

テーマ④財務計数編

 ～計数感覚と収益構造～

（全3回）

15名
西都商工会議

所

西都商工会議所

中小企業相談所

TEL 0983-43-2111

http://www.miyazaki-

cci.or.jp/saito/

山元経営診断事務所 代表 山元理氏

山元経営診断事務所 代表 山元理氏
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令和4年度

  ※スキル・・・（テ）テクニカル、（マ）マネジメント、（ヒ）ヒューマン、（起）起業家精神

No スキル 対象者 プログラム 内容 講師 会場市町村 日程 受講料 定員 実施団体 申込締切日 お問合せ／申込先

令和４年度　ひなたＭＢＡプログラム一覧表

オリエンテーション、経営（ビジネスプラ

ン）、個別相談

えびの市役所、E-bic、えびの市商工

会、よろず支援拠点 下松孝裕氏
R4年8月4日(木)

販路開拓（IT・WEB）、個別相談 よろず支援拠点 柳本明子氏 R4年8月10日(水)

創業に必要な知識・手続、個別相談 よろず支援拠点 糸山秀彦氏 R4年8月17日(水)

「開業資金はわたし達におまかせください」

日本政策金融公庫、宮崎県信用保証協

会、宮崎銀行、鹿児島銀行、高鍋信用

金庫

R4年8月24日(水)

「みんなのための起業論」、個別相談 よろず支援拠点 黒田泰裕氏 R4年8月31日(水)

複式簿記の仕組み R4年9月13日(火)

仕訳について① R4年9月15日(木)

仕訳について② R4年9月20日(火)

仕訳について③ R4年9月22日(木)

仕訳について④ R4年9月27日(火)

元帳記入 R4年9月29日(木)

試算表について R4年10月4日(火)

練習問題① R4年10月6日(木)

練習問題② R4年10月11日(火)

決算について R4年10月13日(木)

決算整理について① R4年10月25日(火)

決算整理について② R4年10月27日(木)

精算表について R4年11月1日(火)

B/S P/Lの作成 R4年11月8日(火)

財務分析入門 R4年11月10日(木)

11

テ

マ

起

創業を目指

す方
えびの創業塾 えびの市 無料 30名

えびの市商工

会

えびの市商工会

TEL 0984-35-1544

https://r.goope.jp/45e

bino

日向商工会議所

TEL 0982-52-5131

http://www.miyazaki-

cci.or.jp/hyuga/wp/

R4年9月2日(金)12 テ

複式簿記を

知らない

方、学習し

たいという

方

令和4年度複式簿記講

座

日向商工会議所 経営指導係長 髙舘

一恭氏
日向市

日向商工会

議所会員

5,000円、

非会員

8,000円

（税込）

20名
日向商工会議

所
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令和4年度

  ※スキル・・・（テ）テクニカル、（マ）マネジメント、（ヒ）ヒューマン、（起）起業家精神

No スキル 対象者 プログラム 内容 講師 会場市町村 日程 受講料 定員 実施団体 申込締切日 お問合せ／申込先

令和４年度　ひなたＭＢＡプログラム一覧表

先輩起業者の体験談を聞こう！＆受講生同士

でグループ討論

バラの栞AROMA SCHOOL 宮崎校

Kianu アロマの教室Kianu 代表

末永麻衣子氏

ハーブカフェ「ハルトツキ。」代表

冨満千晴氏

R4年9月14日(水)

ビジネスの基本＆創業の手順について
小林ビジネス支援センター 鳥越健一

氏
R4年9月28日(水)

スモールビジネスの軽やかな進め方
「YOUR BRAND STYLING」オリ

ヴェイラ里奈氏
R4年10月12日(水)

ボンヤリした「ビジネスの種」をハッキリさ

せよう！

（司会）小林ビジネス支援センター

鳥越健一氏
R4年10月26日(水)

【前半】創業者向けの融資制度について

【後半】今日からスタート！自分だけのス

モールビジネス

【前半】日本政策金融公庫宮崎支店

室原日向氏

【後半】（司会）小林ビジネス支援セ

ンター 鳥越健一氏

R4年11月9日(水)

オリエンテーション／チームビルディング 吉開かまぼこ 代表 林田茉優氏 R4年9月1日(木)

好きからアイディアを生み出す 中山隆氏、有賀沙樹氏、福島梓氏 R4年9月15日(木)

アイディアを具体化して月３万稼ぐビジネス

モデルを作る
（フィールドワーク） R4年10月2日(日)

マーケティングを学ぶ
サルトコラボレイティブ 加藤寛之氏

Studio Tokyo West 瀬川翆氏
R4年10月13日(木)

ビジネスプラン発表

合同会社合作 西塔大海氏

アイランドカンパニー ヤマシタケン

タ氏

Studio Tokyo West 瀬川翆氏

新富町商工会 井崎美恵子氏

松浦牧場 松浦千博氏

金融政策公庫 等

R4年10月30日(日)

チャレンジ出店イベント

※希望者のみ
R4年11月13日(日)

13
起業を考え

ている方

自分らしくはたらく

スモールビジネス起

業講座

小林市 無料

会場定

員8名

※オン

ライン

受講も

可

小林ビジネス

支援センター

小林商工会議

所

起

新富町及び

その近隣に

お住まいの

方

こゆみらいの学校

2022
新富町 無料 30名

(一財)こゆ地域づくり推

進機構

TEL 0983-32-1082

(一財)こゆ地

域づくり推進

機構

14
起

マ

小林ビジネス支援セン

ター

TEL 0984-48-7788

／

申込フォーム

https://bit.ly/3Os97FU
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令和4年度

  ※スキル・・・（テ）テクニカル、（マ）マネジメント、（ヒ）ヒューマン、（起）起業家精神

No スキル 対象者 プログラム 内容 講師 会場市町村 日程 受講料 定員 実施団体 申込締切日 お問合せ／申込先

令和４年度　ひなたＭＢＡプログラム一覧表

開講式

講義/GW：経営者に必要な「経営理念」と

「ビジョン」

株式会社Hinata 代表取締役 安達雄

樹氏
R4年8月1日(月)

講義：法人化への取り組み①②

株式会社シナジーファーム 代表取締

役 西岡征志郎氏

株式会社やすたけ 代表取締役 福田

安剛氏

R4年8月19日(金)

講義/CS：経営計画・経営理念の作り方①
ファームサイド株式会社 代表取締役

佐川友彦氏
R4年9月9日(金)

講義/GW：経営理念、経営計画を作成する上

での心構え、自社分析

株式会社Hinata マネージャー 片平

真紀氏
R4年9月21日(水)

講義：農業経営の実践①

講義/CS：修了生交流会・養成塾修了生によ

る経営報告等

有限会社新福青果 代表取締役社長

新福朗氏

トマけん農園 代表 中田健人氏

松浦牧場 松浦千博氏

R4年10月7日(金)

講義/GW：経営計画・経営理念の作り方②
ファームサイド株式会社 代表取締役

佐川友彦氏
R4年10月17日(月)

講義：農業経営の実践②③

農家とダイレクト株式会社 代表取締

役 松浦淳二氏

株式会社加藤えのき 代表取締役 加

藤修一郞氏

R4年11月15日(火)

GW：経営計画中間発表会①

株式会社Hinata 代表取締役 安達雄

樹氏

ファームサイド株式会社 代表取締役

佐川友彦氏

R4年12月5日(月)

GW：経営計画中間発表会②

株式会社Hinata 代表取締役 安達雄

樹氏

ファームサイド株式会社 代表取締役

佐川友彦氏

R4年1月18日(水)

経営計画の作成・発表～塾生による経営計画

のプレゼンテーション～

講義：宮崎の次世代農業リーダーへ

閉講式

農事組合法人香川ランチ 代表理事

香川憲一氏
R4年2月7日(火)

16 マ 社会人の方
丸の内プラチナ大学

講座①

SDGs時代に必要な地域企業の経営戦略～サ

スティナブル経営の実現に向けて～

サスティナブル経営総合研究所代表

多田博之氏
宮崎市 R4年10月6日(木) 無料

30名

程度

宮崎県

(産業政策課)
R4年10月4日(火)

ひなたMBA事務局

TEL 0985-58-7956

／

申込フォーム

https://www.hinatamb

a.jp/course/1358/

宮崎市

高鍋町
30,000円

15名

程度

宮崎県

(農業担い手

対策課)

15
テ

マ

農業経営権

を持つ方又

は経営権の

移譲を受け

る予定の方

みやざき次世代農業

リーダー養成塾
R4年7月22日(金)

宮崎県農政水産部農業担

い手対策課

TEL 0985-26-7124
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令和4年度

  ※スキル・・・（テ）テクニカル、（マ）マネジメント、（ヒ）ヒューマン、（起）起業家精神

No スキル 対象者 プログラム 内容 講師 会場市町村 日程 受講料 定員 実施団体 申込締切日 お問合せ／申込先

令和４年度　ひなたＭＢＡプログラム一覧表

17 社会人の方
丸の内プラチナ大学

講座②
（準備中） （準備中） 宮崎市 R4年12月8日(木) 無料

30名

程度

宮崎県

(産業政策課)
（準備中）

18 社会人の方
丸の内プラチナ大学

講座③
（準備中） （準備中） 宮崎市 R5年2月9日(木) 無料

30名

程度

宮崎県

(産業政策課)
（準備中）

有限会社コンパス 西浦絵美氏 延岡市
R4年10月19日(水)

R5年1月11日(水)

有限会社コンパス 濱中雅世氏 都城市
R4年11月1日(火)

R5年1月30日(月)

株式会社STC 槌間勢津氏 日南市
R4年11月8日(火)

R5年1月23日(月)

株式会社STC 槌間勢津氏 日向市
R4年11月10日(木)

R5年1月25日(水)

有限会社コンパス 濱中雅世氏 宮崎市
R4年11月14日(月)

R5年2月1日(水)

有限会社コンパス 西浦絵美氏 延岡市
R4年10月20日(木)

R5年1月12日(木)

有限会社コンパス 濱中雅世氏 都城市
R4年11月2日(水)

R5年1月31日(火)
各会場2営業日前

株式会社STC 槌間勢津氏 日南市
R4年11月9日(水)

R5年1月24日(火)

20 ヒ
入社3年以内

の若手社員
若手社員合同研修

職場体験型のビジネスシミュレーション研修

を取り入れながら、若手社員のビジネススキ

ルの習得と、会社の枠を越えた仲間づくりを

行うことで、職場への定着を目指した研修で

す。（全2回。3会場で実施。）

19 ヒ
入社1年未満

の新入社員
新入社員合同研修

職場体験型のビジネスシミュレーション研修

を取り入れながら、新入社員のビジネススキ

ルの習得と会社の枠を超えた仲間づくりを行

うことで、職場への定着を目指した研修で

す。（全2回。5会場で実施。）

無料
各会場

25名

宮崎県

(産業政策課)

無料
各会場

25名

宮崎県

(産業政策課)

運営事務局（株式会社マ

イナビ宮崎支社 担当：

亀澤）

TEL 0985-35-5471

メール s-

miyazaki.hinatamba@

mynavi.jp

／

申込フォーム

https://survey.mynavi.

jp/cre/?enq=1%2b8m

vS3ynSU%3d

各会場2営業日前

運営事務局（株式会社マ

イナビ宮崎支社 担当：

亀澤）

TEL 0985-35-5471

メール s-

miyazaki.hinatamba@

mynavi.jp

／

申込フォーム

https://survey.mynavi.

jp/cre/?enq=UJj5wMss

TYw%3d
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