
日時 開催場所 イベント名 イベント概要・開催目的（200字程度） 主催 過去の開催の様子（URL） 担当者連絡先

５月27日
６月16日
６月22日
６月23日

島根県松江市

新型コロナウイルス感染拡大防
止のための飲食店・宿泊業・観
光業　経営者・社員向け衛生管
理セミナー

新型コロナウイルス感染症の影響により、特に
商業サービス業は壊滅的な経営環境を強いられ
ています。まずは全ての消費者が、飲食店はじ
め各施設を利用したいと思える環境整備のた
め、経営者、社員、パートアルバイト従業員が
正しい衛生管理知識、絶対に自店舗でコロナを
出さない、と言う意識を高めることを目的に、
衛生管理レベルを全体で底上げをするためのセ
ミナーを松江商工会議所共催で開催します。

島根県中小企業家同友会

島根県中小企業家同友会　事
務局　大濱
info@shimane.doyu.jp
0852-59-5970

6月4日
東京都千代田区
議員会館を結んで
WEB会議（ZOOM）

「新型コロナに負けない！　政
策懇談会」
　～中小企業を守り、日本経済
を守るために～

新型コロナウイルス感染症の拡大防止策は、事
業活動と社会活動の制限を伴うことによって中
小企業経営に甚大な打撃を与え、多くの企業が
急速に経営を悪化させる結果となりました。例
年6月には、「中小企業憲章・条例推進キック
オフ会議」を開催してきましたが、本年は新型
コロナウイルス問題により瀕死の状態に陥って
いる多くの中小企業を守り、日本経済の屋台骨
を支える中小企業の役割を果たすため、問題を
絞り込んで本企画を実施した。

中小企業家同友会全国協議会

中小企業家同友会全国協議会
事務局　平田・斉藤
jimu@doyu.jp
03-5215-0877

６月11日
７月１日
７月13日
７月21日

島根県出雲市

新型コロナウイルス感染拡大防
止のための飲食店・宿泊業・観
光業　経営者・社員向け衛生管
理セミナー

新型コロナウイルス感染症の影響により、特に
商業サービス業は壊滅的な経営環境を強いられ
ています。まずは全ての消費者が、飲食店はじ
め各施設を利用したいと思える環境整備のた
め、経営者、社員、パートアルバイト従業員が
正しい衛生管理知識、絶対に自店舗でコロナを
出さない、と言う意識を高めることを目的に、
衛生管理レベルを全体で底上げをするためのセ
ミナーを出雲商工会議所・出雲産業支援セン
ター共催で開催します。

島根県中小企業家同友会

島根県中小企業家同友会　事
務局　大濱
info@shimane.doyu.jp
0852-59-5970

2020年度「中小企業の日」「中小企業魅力発信月間」関連イベント一覧　※2020年７月17日以降追加（☆）



7月中
それぞれの指定の場所
（山梨県内各所）

（１）知事への中小企業支援の
要望書提出の際に憲章・条例の
意見交換
（２）各支部例会等で憲章・条
例の推進に関する学習・啓発活
動

小企業憲章や県中小企業・小規模企業振興条例
を中小企業経営者に限らず、県民に広く認知し
ていただく取り組みの強化月間として会内の全
ての組織で意識的に学習や啓発活動を推し進め
る。

山梨県中小企業家同友会

山梨県中小企業家同友会　事
務局　輿石
info15@yamanashi.doyu.jp
055-267-8165

7月中 広島県内
機関紙で「中小企業の日」を特
集

中国経済産業局長、広島県知事、広島県中小企
業家同友会代表理事などの談話で構成。中小企
業の日のロゴを掲載し、普及などを図る。

広島県中小企業家同友会

広島県中小企業家同友会　事
務局　竹河内
info@hiroshima.doyu.jp
082-241-6006

7月中 山口県ZOOM開催 「時代を読む」学習会

中小企業の魅力発信・中小企業の日について学
びを深め、意見交換する。講師に植田浩史慶応
大学教授。別途、9月以降下関市で「中小企業
振興基本条例」の学習会を行政や議員も交えて
行う予定。

山口県中小企業家同友会

山口県中小企業家同友会　事
務局　松田
info@yamaguchi.doyu.jp
083-941-5741

７月１日
７月８日
７月15日
７月22日
７月29日

静岡県牧之原市 まきのはら創業塾

地域活性化の為、新進気鋭の企業家が開業しや
すい環境づくりを目指し、創業の素晴らしさ、
やりがい、生きがい、地域への貢献など創業の
魅力を伝えるとともに、創業の際に必要とされ
る知識及びノウハウを提供する。創業後は、各
種制度の活用や伴走型によるフォローアップを
行う。

牧之原市商工会
牧之原市商工会　渡辺
tomoya-watanabe@ssr.or.jp
0548-52-0640

7月4日
オンライン
キックオフ
セミナー

まちしごと
ファクトリー2020

地域で起業するスモールビジネスとその担い手
を育成し、街の活性化に繋げていくことを目的
として三社連携で行う事業。協会は創業実践塾
（計３回）および寄付講座「ビジネスモデル特
論」の運営を担当する。

徳島県信用保証協会
徳島大学
徳島新聞社

徳島県信用保証協会
企業支援部　森部長

7月4日 東京都渋谷区
就職説明会「U・Iターン応援！
さんじょうで働く魅力を知ろ
う」

「新型コロナ禍で就職活動が思うようにできな
かった」「人疲れする都会よりゆったりとした
地方で生活したい」などと考える学生や若年休
職者・転職希望者を対象に、三条市役所及び三
条市内ものづくり企業が参加し対面の座談会を
開催。

三条市 ー
三条市役所人事課
jinji@city.sanjo.niigata.jp

☆

7月4日 オンライン（Zoom）
学生×企業 にいがた交流会
ONLINE

大学・短大・専門学校等の1～3年生を対象に
新潟県内のさまざまな業種の企業10社が
ONLINEで、自社の魅力を発信。企業のプレゼ
ンを視聴した後、フリートークで質疑応答。

新潟県 ー
にいがたジョブカフェ事業
TEL：025-201-5140

☆



7月8日 オンライン開催
コロナを乗り切る企画を創る
クラウドファンディングミニセ
ミナー

コロナショックを乗り切るためのクラウドファ
ンディングの実践的な知識を習得する。支援者
の関心を引くプロジェクトストーリーの作成方
法を学ぶ。質問したり相互支援ができるネット
参加者同士の関係づくりも目的。中小企業・小
規模事業者向け。

茨城県よろず支援拠点 ー
茨城県よろず支援拠点
029-224-5339

☆

7月9日、28日
札幌
（オンライン）

スタートアップオンラインピッ
チイベント

企業がPR・情報発信することにより、事業会
社や投資会社とのマッチング機会の創出や、自
治体等によるトライアル調達の促進に繋がるス
タートアップイベントをオンラインで開催。ポ
ストコロナ時代における新たなイノベーション
として期待されるIT、バイオ・ヘルスケア分野
の製品・サービスやテクノロジーを紹介。

北海道経済産業局、STARTUP CITY
SAPPORO

－

北海道経済産業局産業技術革
新課　有田
arita-koki@meti.go.jp
011-700-2324

☆

7月11日 オンライン開催
北海道ヘルスケアイノベーション
セミナー

民間企業、医療・介護関係機関などを対象と
し、ポストコロナで大きく変革する医療・
介護の将来像を考え、それらを取り巻く新たな
ヘルスケアサービスの創出をテーマにしたセミ
ナー。有識者の基調講演や取組事例、施策紹介
などを通じ、北海道における地域包括ケアシス
テムの構築、ヘルスケア産業創出を目指す。

経済産業省北海道経済産業局、(大)小
樽商科大学、北海道ヘルスケア産業振
興協議会

－

北海道ヘルスケア産業振興協
議会事務局（(株)北海道二十
一世紀総合研究所）
TEL：011-231-3053
 E-mail：health@htri.co.jp

☆

7月11日、12日 オンライン（Zoom）
新潟インターンシップ2020
マッチングフェア　オンライン

学生を対象にZoomを活用したオンライン企業
説明会。終了後、気になった企業のインターン
シップに申し込み可能であり、事務局が調整・
マッチングを実施。

新潟県 ー

㈱広報しえん／にいがた就職
応援団
電話:025-242-3555
メールngt-is2020@4en.co.jp

☆

7月14日
静岡県島田市
金谷南交流センター

よろず支援拠点個別相談会 販路開拓・新商品開発・IT利活用 おびサポ連携
担当　小野田事務局長
0547-45-4611

7月14日
東京都千代田区会場を
結んでWEB会議（ZOOM）

中小企業家同友会全国協議会
第52回定時総会

「良い会社」「良い経営者」「良い経営環境」
をめざす中小企業家同友会全国協議会の総会と
して毎年7月に開催。「情勢認識」「企業づく
り」「政策・調査研究」「同友会づくり」など
を柱とした方針提起と実践事例報告などを行
う。「中小企業の日」「中小企業魅力発信月
間」についても発信する予定。

中小企業家同友会全国協議会
https://www.doyu.jp/topics/p
osts/article/20190724-130234

中小企業家同友会全国協議会
事務局　平田・斉藤
jimu@doyu.jp
03-5215-0877

https://www.doyu.jp/topics/posts/article/20190724-130234
https://www.doyu.jp/topics/posts/article/20190724-130234


7月14日 大阪市中央区 政策オープンセミナー

中小企業憲章の意義を広く普及していくことを
目的に、「憲章冊子」を作成・配布。
7/14(火)に、コロナ禍、アフターコロナから中
小企業経営について考える政策オープンセミ
ナー「コロナ危機を乗り越えるために！！～コ
ロナ対策とそこに潜む問題点、これからの中小
企業経営について考えよう！～」を開催。講師
に京都大学教授の藤井聡氏。

大阪府中小企業家同友会

大阪府中小企業家同友会　事
務局　今井
edoyu@osaka.doyu.jp
TEL 06-6944-1251

7月14日 茨城県ひたちなか市
オンラインミーティング講座
ＩＣＴ（情報伝達技術）導入・
セキュリティ対策

茨城県の令和2年度IT人材育成研修事業として
実施。この講座では、ICT導入からセキュリ
ティ課題までを一連の流れに沿って学びつつ、
セキュリティ対策・注意点・運用方法の解説を
実施。企業の経営者・従業者、個人事業主が対
象。

ひたちなかテクノセンター ー

ひたちなかテクノセンター
セミナー担当
seminarhtc@htc.co.jp
029-264-2200

☆

7月16日
13:00～15:00

福島県福島市・郡山市
「ひまわりほっと法律相談会」
－中小企業を弁護士が応援しま
す！－

中小企業支援の一環として，日本弁護士連合会
が各地で行う無料法律相談会を福島県弁護士会
でも行います。相談方法は電話で，実施日時に
特設番号（０２４－５２５－６１２４。実施時
間以外はご利用いただけませんのでご注意くだ
さい）にご連絡ください。

福島県弁護士会
福島県弁護士会
０２４‐５３４‐２３３４

☆

7月16日
13:30～16:00

石川県小松市園町ヌ48
（石川県南加賀保健福祉セ
ンター）

菓子製造事業者のためのHACCP
導入支援セミナー

2018年6月に食品衛生法が改正され、2020年6
月から原則としてすべての食品等事業者に
「HACCPに沿った衛生管理」の実施が求めら
れている。本セミナーでは、石川県の菓子製造
事業者を対象に、HACCPの導入を円滑に進め
るための考え方や手順を解説する。（定員30
名、参加費：無料、申込期限：7月14日14時※
定員に達し次第、終了）

独立行政法人中小企業基盤整備機構
（中小機構） 北陸本部

https://www.smrj.go.jp/region
al_hq/hokuriku/event/2020/fa
vgos000000oqf8.html

中小機構北陸本部企業支援課
位下（いげ）、高村、打田
handson-
hokuriku01@smrj.go.jp
076-223-5546

☆

7月17日 静岡県沼津市
研修会
「映画を通してみる日本」

静岡県中小企業団体中央会の会員組合事務局役
職員で構成する組織（職員協会）の東部支部の
研修会。会員相互の連携強化と資質向上を図る
ため毎年数回開催。今回は名作映画の映像を元
に、日本及び地域の歴史等を再発見することを
目的に研修会を開催する。

静岡県中小企業団体職員協会
（東部支部）

静岡県中小企業団体中央会
東部事務所：長田・飯田
TEL：055-926-8220

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/hokuriku/event/2020/favgos000000oqf8.html
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/hokuriku/event/2020/favgos000000oqf8.html
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/hokuriku/event/2020/favgos000000oqf8.html


7月18日
14:00~16:00

東京都東大和市桜が丘2-
137-5
(中小企業大学校東京校
BusiNest）

第10回ビジネスフォローアップ講

東京都中小企業診断士協会三多摩支部と連携
し、創業者がビジネスを進めるうえで起こる課
題をテーマにした全10回の講座を実施中。今
回は新型コロナウイルス感染症の影響で中止と
なっていた第10回「支援機関・支援策の活用」
を開催する。講座内では各支援機関の特徴と利
用方法、それぞれの対応分野について解説す
る。（定員20名、参加費：無料）

独立行政法人中小企業基盤整備機構
（中小機構） 関東本部 中小企業大学
校東京校 BusiNest

https://businest.smrj.go.jp/eve

BusiNest （ビジネスト）
堀江・渡辺
businest@smrj.go.jp
042-565-1195

☆

7月20日 ―
神奈川新聞へのトップ対談記事
の掲載

神奈川新聞社社長と当協会会長のトップ対談を
通じて、当協会の歴史や意義・役割について紹
介するとともに、新型コロナウイルス感染症で
影響を受ける中小企業者への資金繰り支援の現
況について広く横浜市民に周知を図る。掲載予
定日の７月20日は北部支所開設10周年である
とともに中小企業の日であることに触れる予
定。

― ―

横浜市信用保証協会
総務部　経営企画課　北尾
densan@sinpo-
yokohama.or.jp
045-662-6622

7月20日 静岡県静岡市
Webセミナー
「今からでも遅くない　テレ
ワークのいろは」

新型コロナウィルスの影響で注目されているテ
レワーク。今回、テレワーク導入を検討されて
いる中小企業を対象に、具体的取り組み方、導
入・運用の留意点をYouTubeライブによるWeb
セミナー形式で開催する。

静岡県中小企業団体中央会
静岡県中小企業団体中央会
労働対策課：片瀬
TEL:054-254-1511

7月20日
京都府京都経済センター
からZOOMで開催予定

「中小企業の日」記念講演会
（仮称）

西脇京都府知事に「コロナ禍における京都府と
しての対応と今後の見通し、府内中小企業への
の要望と期待」（仮題）の講演を依頼中
・京都府として中小企業施策等の対応やWithコ
ロナへの対応、またAfterコロナに向けての準
備をどのように考えていらっしゃるのか、また
私たち地域の中小企業に求められていることは
何か、これからの時代の中小企業への要望と期
待について話していただく予定。知事に登壇い
ただけるかどうかは未定。

京都中小企業家同友会

京都中小企業家同友会　事務
局　田島
info@kyoto.doyu.jp
075-354-5007

7月20日 徳島県徳島市
中小企業の日に考える徳島の中
小企業の未来

徳島県知事、徳島市長を招き、中小企業振興施
策を聞き、パネルディスカッションを行い、徳
島の中小企業の未来を考える。

徳島県中小企業家同友会

徳島県中小企業家同友会　事
務局　佐々木
info@tokushima.doyu.jp
088-657-7363



7月20日
福岡県福岡市
（ZOOM併用開催）

「中小企業の魅力と何です
か？」～コロナ禍において、地
域を救うのは中小企業振興基本
条例であり、人々の暮らしを救
うのは中小企業である！～

１， なぜ今、中小企業振興基本条例が必要な
のか？～田川市中小企業振興基本条例の事例を
もとに説明
２， コロナ禍において振興条例が生かされな
かった反省～振興条例にもBCP（事業継続計
画）が必要だった！
３， 中小企業の魅力とは何ですか？～コロナ
禍において中小企業だからこそ出来る事は何か
今、私達が早急にやるべき事は何だろうか？

（一社）福岡県中小企業家同友会

福岡県中小企業家同友会　事
務局　都留・坂田
a_turu@fukuoka.doyu.jp
092-686-1234

7月20日 宜野湾市商工会
新規創業者
個別相談会

宜野湾市では、産業競争力強化法に基づいて国
から「創業支援等事業計画」の認定を受け、市
内で創業を目指す方の支援をしております。今
回は、創業を試みる方、創業後間もない方を支
援する為、個別相談会を実施します。

宜野湾市商工会

宜野湾市商工会
担当:内間、米須、大城、藏
盛
shokoukai@ginowan.or.jp
098-897-0111

☆

７月20日～８月
16日

鹿児島県内一円・ラジオＣ
Ｍ

ラジオＣＭ（20秒）【コロナに
負けるな！応援します！地元の
お店】

【コロナに負けるな！商工会のお店応援キャン
ペーン】を合言葉に中小企業・小規模事業者の
存在意義や魅力等を伝えるため、地域の商工業
者にエールを送るラジオＣＭを７月２０日
（月）～８月１６日（日）、民放ラジオＡＭ・
ＦＭにて、計１４９本放送する

鹿児島県商工会連合会

鹿児島県商工会連合会・経営
支援課・鳥丸
akira.torimaru@kashoren.or.
jp

☆

７月20日～８月
16日

鹿児島市・かごしま特産品
市場

かごしま特産品市場【夏休み感
謝祭】

７月２０日（月）～８月１６日（日）のラジオ
ＣＭ期間中、「かごしま特産品市場」にて、
1,000円以上お買い上げの方に【応募用紙】を
差し上げる。応募用紙を郵送または「かご市」
へ持参いただいた方の中から、38商工会にち
なみ38名の方に抽選で、3,000円相当の特産品
詰め合わせ【9広域指導区域の詰め合わせ】を
プレゼントする。

鹿児島県商工会連合会／かごしま特産
品市場（かご市）

鹿児島県商工会連合会・経営
支援課・鳥丸
akira.torimaru@kashoren.or.
jp

☆



7月20日 長崎県
令和２年度　ひまわりほっと法
律相談会

日本弁護士連合会の呼びかけにより、例年全国
一斉で中小企業・個人事業主の方を対象とした
イベントを実施しておりますが、今年度当会は
「電話相談会」を実施します。新型コロナウィ
ルスに関連する内容のほか、事業承継、契約取
引、売掛金回収、労働問題、知財活用、事業再
生、クレーム対応、損害賠償など弁護士が無料
でお答えします。（予約不要ですので、記載の
日時に、記載の番号に直接お電話下さい。な
お、通話料は、ご相談者にてご負担願いま
す。）（電話相談：０９５－８２４－００５
２）

日本弁護士連合会・長崎県弁護士会
長崎県弁護士会
０９５－８２４－３９０３

☆

7月20日 佐賀県内
ひまわりほっと法律相談会－中
小企業を弁護士が応援します！
－

佐賀県弁護士会では，令和２年７月２０日
（月）午後１時３０分から午後３時３０分ま
で，事業者様（個人事業主を含む中小企業）を
対象とした無料電話法律相談会を行います。相
談をご希望の事業者様は，当日０９５２－３７
－１５５１にお電話ください。相談料は無料で
すので，お気軽にお電話ください。

佐賀県弁護士会
佐賀県弁護士会（ＴＥＬ０９
５２－２４－３４１１）古川

☆

7月20日
山口県（山口、下関、宇
部、岩国、周南）

中小企業の日全国一斉電話無料
相談会（ひまわりほっと法律相

中小企業と弁護士相互間のアクセスしやすい環
境を整備し、新型コロナウイルス感染症による

日本弁護士連合会、山口県弁護士会
山口県弁護士会周南地区会
（０８３４－３１－４０２

☆

７月20日
10:00~16:00

ひまわりほっと法律相談会～コ
ロナに立ち向かう中小企業のた
めの無料電話相談～

１日限定の電話無料相談（０８６－２２３－６
２５５）です。日本弁護士連合会では，中小企
業の日である７月２０日に合わせて，全国一斉
無料法律相談会を実施することとなりました。
岡山県内でも新型コロナウイルスが中小企業へ
与える影響は大きく長期化しています。そこで
岡山弁護士会でも，「コロナに立ち向かう中小
企業のための無料電話相談」を実施し，事業者
が直接弁護士と電話をすることができるよう，
無料電話相談を実施することにいたしました。
この機会に是非ご相談ください。

岡山弁護士会
岡山弁護士会（０８６－２２
３－４４０１）

☆



7月20日 千葉市中央区
中小企業のための無料電話法律
相談会（ひまわりほっと法律相
談会）

県内の中小企業事業者を対象とした無料電話法
律相談会です（要予約）。債権回収、労使問
題、事業承継など中小企業を取り巻く様々な法
律問題について，当会の弁護士が無料にて最大
３０分間、電話相談をお受けします。

千葉県弁護士会
千葉県弁護士会 飯森（０４
３－２２７－８４３１）

☆

7月20日
18：30～

「次世代への支援」オンライン
イベント

～家業後継者（アトツギ）を応援する二大団体
が語る　Withコロナ時代の中小企業経営戦略
～
https://www.nnlife.co.jp/company/messages
/2020/20200622
申し込みサイト：
https://kagyo20200720.peatix.com/

エヌエヌ生命保険株式会社

7月20日 オンライン 中小企業DAY

「中小企業DAY」は、中小企業の営業時間8時
間の間にYouTube LIVEやZoomミーティングな
どを使ったライブ配信を行い、中小企業に有益
な情報や、中小企業の魅力を発信する、中小企
業のための生放送イベントです。
今年のテーマを「みんなで笑おう！」として、
番組独自の企画によってテレビ番組よりも親近
感のあるインターネット生放送やラジオ的エン
ターテンメントを目指して、中小企業の方に楽
しんで頂けるような番組構成と進行を行いま
す。

一般社団法人スマートニッチ応援団

一般社団法人スマートニッチ
応援団 事務局　西山(にしや
ま)
携帯 080-6793-1193
Mail y-
nishiyama@smartniche.or.jp

☆

7月20日
「中小企業の日」にあたって、
より拡充・深化した中小企業支
援を目指す会長談話

東弁中小センターが2014年設立から地道に活
動して着実に成果を上げたこと、コロナ禍を機
にさらにステップアップしたことを、この「中
小企業の日」に総括。

東京弁護士会 ☆

7月21日
13:00～15:00

沖縄県那覇市字小禄1831-1
（沖縄産業支援センター
305号室）

香港・台湾 × 沖縄 オンライン
商談会 2020
7月21日：事前商談セミナー
8月24日：オンライン商談会

海外展開を目指す沖縄県内中小企業者を対象
に、香港・台湾×沖縄オンライン商談会2020
を開催します。新型コロナウィルス感染拡大予
防を理由にWeb会議ツール等を活用したオンラ
イン商談会が加速的に普及していることを踏ま
え、本商談会においては事前商談セミナー、商
品シートのブラッシュアップ、バイヤーとの商
談会の３つのステップを通じて、沖縄県内中小
企業者の海外販路開拓の促進を支援いたしま
す。（参加費：無料、申込期限：7月14日）

独立行政法人中小企業基盤整備機構
（中小機構） 沖縄事務所

https://www.smrj.go.jp/region
al_hq/okinawa/event/2020/fav
gos000000owsz.html

中小機構沖縄事務所
安居・佐久本・大橋
okinawa@smrj.go.jp
098-859-7566

☆

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/okinawa/event/2020/favgos000000owsz.html
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/okinawa/event/2020/favgos000000owsz.html
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/okinawa/event/2020/favgos000000owsz.html


第１日目：７月
21日
第２日目：７月
28日

オンライン開催

価値づくり力パワーアップ体験
講座2020「お客様の琴線に触れ
る価値づくりのキモを学ぶ」～
Afterコロナを見据えた新事業創
造～

Afterコロナを見据えた新事業創造、デザイン
思考等を学べるオンライン講座。高付加価値商
品・サービスづくりに課題を抱える中小企業の
皆様が、日々の業務の中で応用し、お客様の琴
線に触れる価値づくり、イノベーションの風土
づくりのきっかけとして、中小企業向けに開
催。

・（公財）長野県テクノ財団 アルプス
ハイランド地域センター
・（一財）松本ものづくり産業支援セ
ンター【共催】

ー

(公財)長野県テクノ財団 アル
プスハイランド地域センター
電話 0263-40-1780 FAX
0263-47-3380
Eメール alps@tech.or.jp

☆

7月22日
静岡県島田市
金谷生きがいセンター

JPQRコード講習会 会員事業所へJPQRコード普及のため 島田市商工会
担当　中村直紀経営指導員
0547-45-4611

7月28日 千葉県Zoom開催
千葉県中小企業家同友会　船橋
支部７月例会

「中小企業と地域づくり～地域の実情･特徴を
つかみ、中小企業振興による豊かな地域をつく
る」というテーマで、拓殖大学政経学部教授の
山本尚史先生を講師にお呼びし、エコノミック
ガーデニングを例に、地域で輝く中小企業経営
や中小企業振興につながる産業政策について、
豊富な実例を交えながら講義。Zoomを活用し
たWEB開催によって、県内外の中小企業の経
営者が参加し、参加者同士の交流も企画。

千葉県中小企業家同友会
（船橋支部・
条例憲章学習推進本部・
政策委員会 共催）

http://chiba.doyu.jp/

千葉県中小企業家同友会 事
務局　逸見・道山
jimukyoku@chiba.doyu.jp
043-222-1031

7月25日 栃木県宇都宮市
中小企業向けICT利活用促進セミ
ナー

ICTを活用した業務効率化や生産性向上、販路
拡大などの事例やメリットを紹介するセミ
ナー。今回のセミナーでは、今、話題のテレビ
会議システムを使った会議や社内打ち合わせ等
の始め方について、デモンストレーションを交
えてわかりやすく紹介する。市内中小企業・小
規模事業の経営者・従業員の方など、内容に興
味のある方は誰でも参加可能。

・栃木県よろず支援拠点
・宇都宮市商工振興課
・宇都宮東図書館

ー

・栃木県よろず支援拠点
電話番号：028-670-2618
・宇都宮市経済部商工振興課
商工振興グループ
電話番号：028-632-2433

☆

7月29日

沖縄産業支援センター（沖
縄県那覇市字小禄１８３１
－１ 産業支援センター）
※Zoomでも開催

中小企業魅力発信月間（特別学
習会）

コロナ危機を乗り越えよう　―支援制度の活用
でこれからの経営について考える

沖縄県中小企業家同友会 098-859-6205 ☆

http://chiba.doyu.jp/


7月29日
14:00~16:00

宮城県仙台市青葉区一番町
4-6-1
（仙台第一生命タワービル
11階会議室）

2020年度 第１回 中小企業大学校
定禅寺セミナー
「現場力を高め、危機を乗り越
える最新マネジメント　~ＯＯＤ
Ａで社員と現場がイキイキと変
わる～」

経営環境が不透明で変化が速い状況下におい
て、経営者や管理者には、現場において迅速な
判断や方針を示すことが求められています。本
セミナーでは、現場に活力を与え、危機を乗り
越えるためのマネジメント手法を学びます。
（定員：25名、参加費：無料、先着順）

独立行政法人中小企業基盤整備機構
（中小機構） 東北本部

https://www.smrj.go.jp/region
al_hq/tohoku/event/2020/favg
os000000og3o.html

中小機構東北本部人材支援部
022-399-9016

☆

7月29日 北海道札幌市
北海道中小企業家同友会　補助
金ZOOMセミナー

生産性革命推進事業による補助金等について、
実際の活用事例を交えながら紹介するセミナー
をオンラインで開催。北海道中小企業家同友会
会員の地元中小企業・小規模事業者等が参加。

北海道中小企業家同友会 なし

北海道経済産業局　産業部
中小企業課　山本
yamamoto-
hideaki@meti.go.jp
011-709-3140

☆

7月30日
18時～20時30分

大津市打出浜2-1
 こらぼしが21　8階

創業サポート研修

　2か月に1回程度、地域の創業者の発掘、育
成を目的として、経営・財務・人材育成・販路
開拓の基礎知識を習得する場として講義形式の
セミナーを開催。受講生には受講証明書を配
布。制度融資を低保証料率で利用が可能。

滋賀県信用保証協会
大津商工会議所

滋賀県信用保証協会　企画課
岡
cgc-soki@cgc-shiga.or.jp
077-511-1310

7月30日
長野市生涯学習センター・
トイーゴ

中小企業と地域を元気にしてい
くために「特別シンポジウム」

テーマ「これからの時代、金融機関と どうつ
きあっていったらよいのか!?」
＞金融庁　監督局地域金融企画室長 兼 地域金
融生産性向上支援室長・日下智晴氏
これから先の見通しは不透明で、中小企業はさ
らに追加融資でまかなっていけるのか?　返済
していくことが出来るのか?  今後も窮地にたた
される不安や懸念もあります。一方で、金融機
関も今までの借り手との関係性だけでは、時代
変化への対応が困難になってきており、相互の
関係性の強化や新たな取組みが求められてきま
す。　日下氏の報告を受けて意見交換する。

長野県中小企業家同友会

長野県中小企業家同友会　事
務局　小林
info@nagano.doyu.jp
026-268-0678

7月30日 大阪府大阪市 OSAKAジョブセレクション

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
採用活動ができなくなった中小企業と、就職活
動や転職活動ができなくなった求職者との出会
いの場として開催。経済産業省が選定した地域
未来牽引企業をはじめ20社の中小企業が求職
者に対し、自社で働く魅力を伝えていく。

近畿経済産業局、大阪府

https://www.kansai.meti.go.jp
/2sangyokikaku/koyou/jinzaik
akuho/osakajobselection_R2fy
_chirashi2.pdf

近畿経済産業局　イノベー
ション推進室　前原、北、山
本
kin-jinzai@meti.go.jp
06-6966-6013

☆

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/event/2020/favgos000000og3o.html
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/event/2020/favgos000000og3o.html
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https://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/koyou/jinzaikakuho/osakajobselection_R2fy_chirashi2.pdf
https://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/koyou/jinzaikakuho/osakajobselection_R2fy_chirashi2.pdf
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7月下旬 三重県津市
第１回組合役職員等講習会
（中央会夏期セミナー）

組合等の役職員及び青年経営者等の資質の向
上、新たな組合事業展開を図るため講習会を開
催することにより、中小企業及び組合等の組織
活動の発展を目的とする。

三重県中小企業団体中央会

三重県中小企業団体中央会
企画情報課
kikaku@chuokai-mie.or.jp
059-228-5195

7月30日
18：30～

「次世代への支援」オンライン
イベント

～家業承継×デザイン：更新するもの・受け継
がれるもの～
https://www.nnlife.co.jp/company/messages
/2020/20200622_1
申し込みサイト：
https://kagyo20200730.peatix.com/

エヌエヌ生命保険株式会社
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