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５ 研修・セミナーなど
－ 時代のニーズに応える人材の育成をサポートします －

【経営の安定、強化・革新を図る皆様へ】

◎経営力強化支援セミナー
中小企業の経営力強化支援の一環として、危機管理や経営革新など各種セミナーを開催します。

○対象者：県内中小企業者等
○期 日：未定
○会 場：未定
○費 用：無料

問い合わせ先
・群馬県産業経済部商政課創業・経営支援係 TEL 027-226-3339

◎ＢＣＰ(事業継続計画)セミナー
ＢＣＰの概要、企業の取組状況などを紹介し、具体的な策定の方法を説明します。また、実効

力のあるＢＣＰ策定のためのポイントなどについても解説します。

○対 象 者：県内企業及び県内各種団体
○期日・会場：未定
○費 用：無料

問い合わせ先
・群馬県産業経済部商政課創業・経営支援係 TEL 027-226-3336
・東京海上日動火災保険㈱群馬支店営業課 TEL 027-235-7309

◎国際物流セミナー
県内に立地する中堅、大手企業等を対象に、内陸通関施設を活用した物流改善などをテーマと

したセミナーを開催します。

○対象者：県内中小企業者等
○期 日：未定
○会 場：未定
○費 用：無料

問い合わせ先
・群馬県産業経済部商政課創業・経営支援係 TEL 027-226-3339

◎ぐんま実践マネジメントスクール
中小企業の後継者や経営幹部の育成を支援するため、組織の在り方や戦略・経営計画づくりを

通じてマネジメント等を学ぶ、ぐんま実践マネジメントスクールを開講します。

○対象者：県内中小企業の若手経営者・後継者等
○期 日：６月～１２月
○会 場：県公社総合ビルほか
○費 用：未定

問い合わせ先
・公益財団法人群馬県産業支援機構総合相談課 TEL 027-255-6503

－ ５ 研修・セミナーなど －
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－ ５ 研修・セミナーなど －

◎群馬ものづくり改善インストラクタースクール
東京大学ものづくり経営研究センターと共同開発したカリキュラムによる座学、演習、現場実

習（計１８日間）を通して、製造現場の改善・課題解決のためのノウハウを習得します。

○対 象 者：県内中小製造業従業者等
○期日・会場：開催時期・場所未定
○費 用：１００，０００円（企業ＯＢ）、２５０，０００円（企業現役）

問い合わせ先
・公益財団法人群馬県産業支援機構工業支援課 TEL 027-255-6501
・群馬県産業経済部産業人材育成課技能振興係 TEL 027-226-3414

◎品質管理講習会
品質管理の基礎的な理論と応用、解析手法の習得を図る講習会を実施します。

○対 象 者：県内企業において、品質管理の基礎知識習得が必要な方
○期日・会場：８月３日～４日 本庄市内（沼和田）
○費 用：会員１０，０００円、非会員１３，０００円

問い合わせ先
・ＱＣサークル関東支部群馬地区
平成28年度地区長会社 日野自動車(株)新田工場工務部工場管理室 TEL 0276-56-5675

◎建設業者向け経営強化等セミナー
技術者の高齢化や新規入職者の減少といった課題の解決に向け、建設業者を対象に、若手・女

性が働きやすい職場環境の整備に向けて理解を深めてもらう等のセミナーを開催します。

○対象者：県内建設業者
○期 日：未定
○会 場：未定
○費 用：無料

問い合わせ先
・群馬県県土整備部建設企画課建設業対策室建設業係 TEL 027-226-3520

◎建設業者向け現場改善マネジメント研修
現場代理人の役割や原価管理・工程管理等について、若手技術者や現場代理人向けの研修を行

います。一つひとつの現場で、確実に利益を確保できる経営を目指します。

○対象者：県内建設業者
○期 日：未定
○会 場：未定
○費 用：無料

問い合わせ先
・群馬県県土整備部建設企画課建設業対策室建設業係 TEL 027-226-3520
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－ ５ 研修・セミナーなど －

【産学官連携や新たな研究開発に取り組む皆様へ】

◎群馬県次世代産業振興戦略会議 拡充
将来の市場性が期待される次世代産業分野（次世代自動車、ロボット、医療・ヘルスケア、環

境・新エネルギー、観光、コンベンション関連）にかかる中小企業の参入に向けて、分野ごとに
部会を設置し、会員企業等を対象に、研究開発の端緒となる意見交換会や講演会、セミナー、交
流会等を実施します。

○対 象 者：次世代産業分野に関心のある企業経営者または技術者等
○会員募集：随時
○費 用：無料

問い合わせ先
・群馬県産業経済部次世代産業課次世代産業振興係 TEL 027-226-3354

◎群馬産学官金連携推進会議
県内の産学官金連携の推進を図り、知的財産と産業の融合、地域活性化への寄与、産学連携関

係者のネットワーク形成のための講演会、パネルディスカッションや交流会を行います。

○期日：平成２８年７月頃
○会場：前橋商工会議所

問い合わせ先
・群馬県産業経済部次世代産業課次世代産業振興係 TEL 027-226-3354

◎次世代産業技術フォーラム 新規
将来の群馬県の産業形成や強化に向け、次世代産業分野（次世代自動車、ロボット、医療・ヘ

ルスケア、環境・新エネルギー）参入の成功事例や、最新技術による取組事例を示したり、大学
シーズや支援情報を提供し、県内企業の成長産業への参入拡大を促します。

○期日：平成２９年１月２４日（火）、２５日（水）（予定）
○会場：ビエント高崎

問い合わせ先
・群馬県産業経済部次世代産業課次世代産業振興係 TEL 027-226-3354

◎中小企業研修（一般研修）
実習を通して基本的技術を学びます。
平成２８年度実施予定：「ものづくり基礎講座」

○対象者：県内企業従業者等
○期 日：お問い合わせください。
○会 場：群馬産業技術センター
○費 用：１日あたり２，５７０円

問い合わせ先
・群馬産業技術センター企画管理係 TEL 027-290-3030

◎中小企業研修（受託研修）
企業や各種団体からの高度な研修の要望に、個々に対応します。オーダーメイドで研修内容を

自由に設計できます。
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－ ５ 研修・セミナーなど －

○対象者：県内企業及び県内各種団体
○期 日：お問い合わせください。
○会 場：群馬産業技術センター
○費 用：研修に要する実費を負担していただきます。

問い合わせ先
・群馬産業技術センター企画管理係 TEL 027-290-3030

◎中小企業研修（食品研修）
食品の開発を実践するための手法を学び、商品開発企画力を向上させるための研修や、食品衛

生管理技術研修を開催します。

○対象者：県内企業従業者等
○期 日：お問い合わせください。
○会 場：群馬産業技術センター
○費 用：１日あたり２，５７０円

問い合わせ先
・群馬産業技術センター食品・健康係 TEL 027-290-3030

◎産学官交流出会いの場
産学官連携の拠点である産業技術センターにおいて、企業、大学、産業技術センター等の関係

者が、開催テーマごとの技術シーズ、開発事例等の発表会、技術交流会等を開催します。

○対象者：産学官連携に関心のある方どなたでもご参加いただけます。
○期 日：お問い合わせください。
○会 場：群馬産業技術センターなど
○費 用：無料

問い合わせ先
・群馬産業技術センター企画管理係 TEL 027-290-3030

◎技術講習会及び成果報告会
最新技術の講習会や産業技術センターの研究成果を発表する報告会などを開催します。

○対象者：どなたでもご参加いただけます。
○期 日：お問い合わせください。
○会 場：群馬産業技術センターなど
○費 用：無料

問い合わせ先
・群馬産業技術センター企画管理係 TEL 027-290-3030

◎技術講演会及び繊維工業試験場研究発表会
繊維関連の情報を提供する技術講演会や繊維工業試験場の研究成果や製品試作等に関する発表

会を開催します。

○対象者：どなたでもご参加いただけます。
○期 日：技術講演会：随時／繊維工業試験場研究発表会：２月下旬～３月上旬
○会 場：繊維工業試験場
○費 用：無料

問い合わせ先
・繊維工業試験場技術支援係 TEL 0277-52-9950
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－ ５ 研修・セミナーなど －

【地場産業のパワーアップを目指す皆様へ】

◎技術講演会及び繊維工業試験場研究発表会
【産学官連携や新たな研究開発に取り組む皆様へ】を参照。（P.78）
地場産業に役立つ研究成果等を中心に報告します。

◎専門技術研修
繊維業界に必要な技術の習得を図るための研修を実施します。
実施予定：「織物企画課程」「染色加工技術高度化課程」

○対象者：県内繊維関連企業従事者等
○期 日：お問い合わせください。
○会 場：繊維工業試験場
○費 用：１課程あたり１０，０００円程度

問い合わせ先
・繊維工業試験場技術支援係 TEL 0277-52-9950

◎受託研修
オーダーメイドによる企業ニーズに即した研修を受託し、企業に代わって実施します。

○対象者：県内繊維関連企業従事者等
○期 日：お問い合わせください。
○会 場：繊維工業試験場
○費 用：研修に要する経費を負担していただきます。

問い合わせ先
・繊維工業試験場技術支援係 TEL 0277-52-9950
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－ ５ 研修・セミナーなど －

【商店街の活性化に取り組む皆様へ】

◎先進商業まちづくり講座
中心市街地や商店街の活性化にかかる人材を育成するため、先進事例を学ぶ研修会を実施しま

す。

○対象者：中心市街地や商店街の活性化に関心のある方
○期 日：未定
○会 場：未定
○費 用：無料

問い合わせ先
・群馬県産業経済部商政課商業係 TEL 027-226-3342
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－ ５ 研修・セミナーなど －

【情報化戦略の確立を図る皆様へ】

◎システムエンジニア向け人材育成技術研修
県内中小企業の情報化のため、システム開発能力向上に向けた講座を開講します。

○対象者：システム開発の技術者
○期 日：未定
○会 場：未定
○費 用：未定

問い合わせ先
・(一社)群馬県情報サービス産業協会 TEL 027-226-7165
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－ ５ 研修・セミナーなど －

【国際競争力の強化を図る皆様へ】

◎海外展開支援セミナー
海外展開を考えている中小企業の経営者や担当者を対象に、現地情報の収集や発信、具体的な

リスク事例など、海外展開支援のため実践的なセミナーを開催します。

○対象者：県内の中小企業で海外展開を考えている経営者・担当者等
○期 日：７月
○会 場：県公社総合ビル内
○費 用：無料

問い合わせ先
・公益財団法人群馬県産業支援機構経営支援課 TEL 027-255-6503

◎航空宇宙産業向け認証取得セミナー 新規
航空宇宙産業への参入に必要となる国際認証の取得に関するセミナーを開催します。

○対象者：群馬県内に拠点を有し、かつ航空宇宙産業に既に参入している、又は参入する意思
のあるものづくり企業

○期 日：未定
○会 場：未定
○費 用：無料

問い合わせ先
・群馬県産業経済部工業振興課技術開発係 TEL 027-226-3352

◎ブロックゲージ、ノギス、マイクロメータのISO17025認定校正
※７ 資格や計画などの認定・承認・指定制度

【産学官連携や新たな研究開発に取り組む皆様へ】を参照。（P97）
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－ ５ 研修・セミナーなど －

【雇用の安定を図る皆様へ】

◎事業主向けの障害者雇用優良事業所等見学会
実際に障害者が働いている現場や障害者を雇用している事業主の考え方、障害者の一般就労に

向けた特別支援学校の取り組み等を知り、障害者雇用への理解・認識を深めていただく機会とし
て「障害者雇用優良事業所等見学会」を県内複数地域で開催します。

○対 象 者：中小事業主や企業の人事担当者など
○期日・会場：未定 ※事前に参加者募集の広報等を行います。
○参 加 費：無料

問い合わせ先
・群馬県産業経済部労働政策課障害者就労支援係 TEL 027-226-3403

◎障害者雇用促進トップセミナー
企業の経営者、人事担当者等を対象に、障害者雇用に係る先進事例の紹介等を行い、障害者雇

用への理解を深めていただくことにより、障害者雇用の促進を図ることを目的とする「障害者雇
用促進トップセミナー」を開催します。

○対 象 者：企業経営者や人事担当者など
○期日・会場：未定 ※事前に参加者募集の広報等を行います。
○参 加 費：無料

問い合わせ先
・群馬県産業経済部労働政策課障害者就労支援係 TEL 027-226-3403

◎企業情報交換会
企業の障害者雇用推進者、労務担当者、さらには経営者等を対象に、障害者の継続雇用のため

に必要なノウハウ等を紹介するとともに、企業同士の交流促進を図るための「企業情報交換会」
を県内複数地域で開催します。

○対 象 者：企業の障害者雇用推進者、労務担当者及び経営者など
○期日・会場：未定 ※事前に参加者募集の広報等を行います。
○参 加 費：無料

問い合わせ先
・群馬県産業経済部労働政策課障害者就労支援係 TEL 027-226-3403

◎障害者職業生活相談員資格認定講習（「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく講習）
障害別特性や雇用上の配慮に関する知識、職場適応と定着のノウハウ、就労支援機関の利用

方法、県内企業の雇用事例紹介、特別支援学校の見学、助成金の活用方法等を通して、障害者
の採用から雇用継続までを全2日間のカリキュラムで学んでいただきます。

○対 象 者：障害者を5人以上雇用する事業所の職場管理者、人事労務管理者など
○期日・会場：平成28年10月～11月頃（2回開催）※事前に参加者募集の広報等を行います。
○定員・費用：各回70名・無料

問い合わせ先
・（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 群馬支部 高齢・障害者業務課

TEL 027-287-1511
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－ ５ 研修・セミナーなど －

【働く方々のスキルアップを目指す皆様へ】

◎スキルアップセミナー（在職者訓練）
群馬県立産業技術専門校では、企業の皆様や在職者の方々のレベルアップ、課題解決等を応援

するため、「スキルアップセミナー」を実施します。

○対 象 者：職業に必要な技能や知識を習得したい方
○講習内容：機械系・電気系や改善・５Ｓ活動など製造業系分野を中心に、概ね10人以下で12時

間～15時間程度の講習会です。
○受 講 料：１人１時間あたり８００円（上限１２，０００円）

※その他テキスト代や実習用材料費等をいただくことがあります。
○セミナーの種類
（１）メニュー型コース

あらかじめ各産業技術専門校で準備されている講習会です。日時や内容を下記までお問
い合わせいただくか、別配布のガイドやWEB等でご確認していただき、ご希望の講習会に応
募してください。

（２）オーダー型コース
各産業技術専門校で、皆様のご要望に応じて設定することができる講習会です。最寄り

の産業技術専門校にご連絡していただき、講習内容やご希望の日時等をご相談ください。

問い合わせ先
・前橋産業技術専門校 TEL 027-230-2211 http://www.maetech.ac.jp/
・高崎産業技術専門校 TEL 027-320-2221 http://www.takatech.ac.jp/
・太田産業技術専門校 TEL 0276-31-1776 http://www.otatech.ac.jp/
・群馬県産業経済部産業人材育成課人材育成係 TEL 027-226-3412
詳細はWEBでもご覧いただけます。
各校のＨＰにアクセスして「スキルアップセミナー」をご覧下さい。

◎在職者セミナー
在職者のキャリア・アップのため、年齢や経験など職業生活に応じた多様な能力開発セミナー

を実施します。また、教育訓練、キャリア・アップ、講師派遣・紹介や施設設備の開放の相談・
援助なども実施します。

○対象者：職業に必要な技能や知識を習得したい方
○コース数及び定員：８４コース、延定員８４０人

生産技術分野、電気電子分野など
○受講料：有料

問い合わせ先
・独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 群馬職業訓練支援センター

TEL 027-347-3905

◎群馬ものづくり現場新人研修
ものづくり企業の新人が、製造現場で不可欠となる基礎知識（図面やＱＣの基本等）を習得す

るための研修会を実施します。

○対象者：県内中小製造業の新人等
○期 日：前橋会場 平成２８年４月１４日（木）～１５日（金）

高崎会場 平成２８年４月１８日（月）～１９日（火）
太田会場 平成２８年４月２１日（木）～２２日（金）

○会 場：前橋会場 前橋産業技術専門校
高崎会場 高崎産業技術専門校
太田会場 太田産業技術専門校

○費 用：２，０００円／１名（テキスト、昼食代込み）
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－ ５ 研修・セミナーなど －

問い合わせ先
・公益財団法人群馬県産業支援機構工業支援課 TEL 027-255-6501
・群馬県産業経済部産業人材育成課人材育成係 TEL 027-226-3412

◎中小企業研修（一般研修）
【産学官連携や新たな研究開発に取り組む皆様へ】を参照。（P77）

◎中小企業研修（受託研修）
【産学官連携や新たな研究開発に取り組む皆様へ】を参照。（P77）

◎中小企業研修（食品研修）
【産学官連携や新たな研究開発に取り組む皆様へ】を参照。（P78）

◎専門技術研修
【地場産業のパワーアップを目指す皆様へ】を参照。（P79）

◎受託研修
【地場産業のパワーアップを目指す皆様へ】を参照。（P.79）

◎知的財産戦略セミナー
知的財産の創出・保護・活用を推進するため、専門家による講演等を行います。

○対象者：県内企業経営者、技術者等
○期 日：未定
○会 場：未定
○費 用：無料

問い合わせ先
・群馬県産業経済部工業振興課技術開発係 TEL 027-226-3352

◎技能五輪全国大会
青年技能者の全国競技大会です。

○対象者：原則２３歳以下の技能者で、地方大会で選抜された者
○期 日：平成２８年１０月２１日（金）～１０月２４日（月）（予定）
○会 場：山形県内（予定）
○費 用：大会参加費、宿泊費、交通費等

問い合わせ先
・群馬県職業能力開発協会 TEL 0270-23-7761

◎群馬県障害者技能競技大会（ぐんまアビリンピック）
障害者のスキルやマナー、コミュニケーション能力を高めるとともに、障害者の持つ高い職

業能力と可能性を示し、より多くの障害者がより多様な職場で働く機会が得られるようにする
ことを目的としています。
○対象者：身体障害者、知的障害者、精神障害者であって１５歳以上の者
○期 日：平成２９年２月１２日（日）（予定）
○会 場：ポリテクセンター群馬（高崎市山名町918）
○費 用：参加無料、見学無料
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－ ５ 研修・セミナーなど －

問い合わせ先
・（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 群馬支部 高齢・障害者業務課

TEL 027-287-1511

◎全国障害者技能競技大会
優れた技能を有する障害者の全国競技大会です。

○対象者：原則として、主催者の定める基準に合致する障害者で、群馬県障害者技能競技大会の
金賞受賞者など

○期 日：平成２８年１０月２８日（金）～１０月３０日（日）（第３６回大会）
○会 場：山形県山形市 山形ビッグウィング ほか（予定）
○費 用：大会参加費、宿泊費、交通費等

問い合わせ先
・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 雇用開発推進部雇用推進課

TEL 043-297-9516

◎グリーン・ヘルスケアエレクトロニクスを支えるエグゼクティブエンジニア養成プログラム
実務で役立つ電子回路技術の実践的講座を実施します。
アドバンストプログラム 広範囲な知識・技術の習得に重点を置いた人材育成
・基盤教育講座（48時間）：知識習得型講座 １講座１～２日、６講座
・設計実習講座（32時間）：課題解決型講座 １講座２～４日、４講座
・研究開発講座（40時間）
・費 用：１日＝4,000円／２日＝8,000円／４日＝16,000円（講座による）
研究開発プログラム 共同研究に重点をおいたＯＪＴ型人材育成
・研究開発講座（120時間）
・費 用：499,800円～（共同研究費43万円～含む）

○対象者：県内企業に勤める若手～中堅の技術者（基礎を復習したいというベテラン技術者にも
最適）

○期 日：６月～１１月の間（詳細はホームページをご覧ください）
○会 場：群馬大学桐生キャンパス、群馬産業技術センター、東毛産業技術センター

（講座による）
○ホームページアドレス：http://cs3.el.gunma-u.ac.jp/AnalogKnowledge/

問い合わせ先
・群馬大学エレクトロニクスエグゼクティブ養成プログラム事務局 TEL 0277-30-1182 or
1656
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－ ５ 研修・セミナーなど －

【労働環境の整備に取り組む皆様へ】

◎ぐんまのイクボス養成塾
経営者や管理職を対象に、従業員のワーク・ライフ・バランスを推進して、男女ともに働きや

すい職場環境づくりを進めることを応援するためのセミナー等を開催します。

○対 象 者：事業主、企業の管理職・人事担当者など
○期日・会場：未定 ※事前に参加者募集の広報等を行います。
○参 加 費：無料

問い合わせ先
・群馬県産業経済部労働政策課女性・若者就職支援室 TEL 027-226-3404


