
　　　　　　　　 2019年度（平成31年度）　福井商工会議所　ジャンル別セミナー等スケジュール（予定）
Ｈ31年3月12日時点

タイトル 内容 開催時期 受講料 担当

1 消費税　軽減税率対策説明会 軽減税率導入に必要な取り組みとは 6月 無料 金融・税務相談課

2 キャッシュレス決済対策セミナー 消費者へのポイント還元への対応方法とは 6月 無料 金融・税務相談課

3 働き方改革対策 働き方改革対応セミナー 働き方改革法案に合わせた取り組み事例紹介 5月～ 会員2,000円 経営支援・人材育成課

4 猛暑・災害対策商品サービス展示会 猛暑、防災グッズを集めた展示会 7月 無料 経営支援・人材育成課

5 ＢＣＰ策定支援セミナー 緊急事態に備えたＢＣＰ策定 7月 無料 経営支援・人材育成課

6 世界塾 変化の激しい世界情勢を学ぶ（複数回） 4月～ 無料 地域事業課

7 はじめての海外展開サポートセミナー・視察 アジアを中心とする海外諸国の最新動向を学ぶ 5月～ 無料 地域事業課

8 経済特別講演会 中小企業が生き残るために必要なこととは 7月 無料 経営支援・人材育成課

9 新事業展開サポート講座 新分野展開（第二創業）に向けて 9月 無料 金融・税務相談課

10 テクノフェア2019　記念講演会 日本を代表する企業経営者による講演会 10月 無料 産業・地域振興課

11 数字から読み解く経営まるわかりセミナー 決算書類の数字から自社のキャッシュを把握する 11月 無料 金融・税務相談課

12 事業計画と市場分析セミナー 補助金獲得に向けた事業計画書作成方法とは 1月 会員5,000円 経営支援・人材育成課

13 新春経済講演会 国際情勢と国内経済、メガトレンド予測 2月 無料 経営支援・人材育成課

14 健康経営セミナー 健康経営優良法人認定制度　取得に向けて 未定 無料 総務・経理課

15 新入社員研修 高卒、大卒向け　社会人への意識の切り替え 3/18～ 会員33,000円 経営支援・人材育成課

16 日商簿記検定　対策講座 日商簿記3級（春開講）、2級（夏開講）対策講座 4月～ 会員30,000円（3級） 経営支援・人材育成課

17 ビジネススキルアップシリーズ研修 段取り力、プレゼン力、数字力、危機・トラブル回避力を養成 4月～ 会員3,000円/回 経営支援・人材育成課

18 ペップトーク勉強会 シンプルな言葉でヤル気を引き出す「ペップトーク」を学ぶ 7月 会員2,000円 会員サービス課

19 中核社員養成塾 リーダーシップ力向上で若手を伸ばすリーダーに 7月 無料 福井県人材確保支援センター

20 前向き社員成長塾 仕事がスムーズになるコミュニケーション術とは？ 9月 無料 福井県人材確保支援センター

21 幹部候補社員成長ゼミ 経営者の右腕となる社員を育成 10月 会員12,000円 産業・地域振興課

22 フレッシャーズセミナー 新入社員のモチベーション、コミュニケーションアップに 5・10月 無料 福井県人材確保支援センター

23 採用力向上と企業説明会の活かし方 人事採用担当者向け研修 1月 無料 福井県人材確保支援センター

24 ＩＴ現場診断・個別相談 ポケカンを使ったホームページ作成支援 5月～ 無料 経営支援・人材育成課

25 デジタル・アナログ販促セミナー ＳＮＳ、ＰＯＰを使った販促事例の紹介 9月 会員2,000円/回 経営支援・人材育成課

26 ＩＴ・ＩｏＴ実装のためのはじめの一歩講座 ＩＴ・ＩｏＴの進め方を学ぶ勉強会 9月 無料 産業・地域振興課

27 機械組立技能基礎（原子力関連業務従事者研修） ナット・チェーンの適正張力を学ぶ 7月～ 無料 産業・地域振興課

28 シーケンス制御（原子力業務従事者研修） 実習機を用いシーケンス回路の設計・保守を基礎から学ぶ 7月～ 無料 産業・地域振興課

29 伝動装置・簡易診断技術（原子力業務従事者研修） 機械設備の状態を迅速・容易に診断する力を習得 8月 無料 産業・地域振興課

30 シーケンサープログラミング基礎（原子力業務従事者研修） シーケンサー活用技能のレベルアップに 8月～ 無料 産業・地域振興課

31 油圧装置基礎（原子力業務従事者研修） 回路を組み立て、故障原因の追究と対策を学ぶ 9月 無料 産業・地域振興課

32 空気圧装置基礎（原子力業務従事者研修） 空気圧装置の回路解読、調整について学ぶ 9月 無料 産業・地域振興課

33 入門研修（原子力関連業務従事者研修） 実際の現場で安全管理や定期検査について学ぶ 9月 無料 産業・地域振興課

34 品質保証基礎（原子力関連業務従事者研修） 品質保証を学び、会社全体をレベルアップ 10月 無料 産業・地域振興課

35 作業安全に関する関連法令（原子力関連業務従事者研修） 安全管理について学び、業務改善を図る 10月 無料 産業・地域振興課

36 非破壊検査基礎（原子力関連業務従事者研修） 安心安全を守る検査の技術を学ぶ 11月 無料 産業・地域振興課

37 測定技術基礎（原子力関連業務従事者研修） 電気測定機器の取扱いを学ぶ 12月 無料 産業・地域振興課

38 エレクトロニクス基礎（原子力関連業務従事者研修） 電気の一般知識とシーケンスの基礎技能を学ぶ 12月 無料 産業・地域振興課

39 ミニ交流会「ヨロッサ」 テーマ別会員交流会（複数回） 4月～ 会員2,000円 会員サービス課

40 総務部長・担当者交流会 テーマ別（人材採用、オフィス環境整備等）にディスカッション 6月～ 無料 会員サービス課

41 新商品・新サービス合同プレス発表会 複数マスコミにＰＲ可能。プレゼン練習会あり 6月～ 会員5,000円 会員サービス課

42 開業実践ゼミ（スタートアップ編） 開業への心構えや必要な知識習得に 9月～ 無料 金融・税務相談課

43 開業ステップアップフェア 開業5年未満の方向け、事業のステップアップに向けて 11月 無料 金融・税務相談課

44 飲食業繁盛店開業塾 福井の飲食店経営者から学ぶ 11月 無料 金融・税務相談課

【お問合せ】 ● 経営支援・人材育成課（人材育成、各種セミナー） ＴＥＬ0776-33-8283
● 金融・税務相談課（消費税、資金繰り、開業等） ＴＥＬ0776-33-8284
● 産業・地域振興課（生産性向上、生産管理等） ＴＥＬ0776-33-8252
● 地域事業課（国際化等） ＴＥＬ0776-33-8253
● 会員サービス課（会員交流会、総務部長交流会等） ＴＥＬ0776-33-8254
● 総務・経理課（健康経営等） ＴＥＬ0776-33-8250

● 福井県人材確保支援センター（人材採用、定着等） ＴＥＬ0776-33-8296
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①送付用アドレス、②氏名、③会社名、④所属部署、
⑤電話番号を上記アドレスにお送りください

　　　は本年度新たに開催するセミナーです
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【セミナー情報等を配信】
E-mail news（登録無料）

※原則毎週木曜日に配信します


