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２０２１．９．１５ 発行 №６１５ 

 

産学官連携セミナー開催のご案内 
 

本会では、官学と中小企業との知の交流プラザ推進事業の一環で、産学官連携セミナーを開催しま

す。今回は、「環境」をテーマに、廃棄物の博士号を持つ富山県立大学工学部 准教授 立田 真文 氏

を講師に迎え、廃棄物のリサイクル研究と企業との連携の可能性について理解を深めていただきます。

Ｚｏｏｍによるオンラインでの受講も可能です。 

 

１．開催日時  令和３年１０月１８日（月） 

        １４時～１５時３０分 

２．開催場所  富山県総合情報センター4階 

        第１・２会議室 

（富山市高田 527） 

３．内  容  

「とりあえず聞いてみよう！身近なお悩み相 

談所 富山県立大学 -環境編-」 

講師：立田 真文 氏 

  （富山県立大学工学部 環境・社会基盤

工学科 資源循環工学講座 准教授） 

４．定  員  会場受講 ２５名 

       オンライン受講 希望者全員 

５．お申込み・お問い合わせ先  

富山県中小企業団体中央会 工業支援課 

ＴＥＬ．０７６－４２４－３６８６ 

ＦＡＸ．０７６－４２２－０８３５ 

下記ＵＲＬ内お申込みフォームからお申込み

いただくか、参加申込書をダウンロードし必要

事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申込みくださ

い。 

https://www.tonio.or.jp/info/revival-mini/ 

 

 

 

◇ ＢｔｏＣ.ネットビジネス活用コース（ア

フター・ウィズコロナにおけるネットビジネス

支援事業）開催のご案内 

 

 公益財団法人富山県新世紀産業機構では、ア

フター・ウィズコロナに対応したネットビジネ

スへ参加するきっかけとなる講座を開催しま

す。すでに実践している企業に対してはネット

ビジネスのさらなる活用のための対応策を提供

する講座となります。 

 

１．開催日時・概要  

【第１回】令和３年１０月５日（火） 

１３時３０分～１７時３０分 

 「今からでも間に合う！ネットショップで通

販を始める秘訣」 

【第２回】令和３年１２月１５日（水） 

 １３時３０分～１７時３０分 

 「ビデオ会議だけでない！Ｚｏｏｍによるオ

ンライン接客と営業」 

【第３回】令和４年１月１２日（水） 

 １３時３０分～１７時３０分 

 「先行者利益を狙え！中国で爆発的な人気の

ライブコマース」 

【第４回】令和４年１月２５日（火） 
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 １３時３０分～１７時３０分 

 「ネットを使った新しいビジネスモデルを構

築する方法」 

講師【第１回～第４回】：横田 秀珠 氏（イー

ンスパイア㈱代表取締役） 

２．開催場所  

【第１回～第４回】技術交流ビル２階研修室 

         （富山市高田 529） 

３．参加費 １万円／社 

４．定員  募集３０社（会場受講３０名）＋

Ｗｅｂ受講（Ｚｏｏｍウェビナーでのライ

ブ配信） 

５．申込締切日 令和３年１０月１日（金） 

  定員に達した場合は、キャンセル待ちでの

受け付けとなります。 

６．お申込み・お問い合わせ先 

公益財団法人富山県新世紀産業機構 

中小企業支援センター 

ＴＥＬ．０７６－４４４－５６０４ 

ＦＡＸ. ０７６－４４４－５６４６ 

下記ＵＲＬ内お申込みフォームからお申込み

いただくか、案内チラシをダウンロードいただ

き「受講申込書」に必要事項をご記入の上、Ｆ

ＡＸにてお申込みください。 

https://www.tonio.or.jp/semi/20211005-awc/ 

 

◇ 「ビジネスと人権」セミナー開催のご案内 

 

経済産業省では、「ビジネスと人権」セミナ

ーを開催いたします。昨今、海外を中心にビジ

ネスと人権問題に対応するための法令の導入が

進み、大企業だけでなくサプライチェーン上の

中小企業等においても、人権への配慮等が重要

な課題となっています。こうした背景を踏ま

え、中小企業等へのビジネスと人権に関する周

知・普及啓発を図ることとしています。 

 

１．開催日時 令和３年９月３０日（木） 

       １０時～１１時３０分 

 

２．開催方法  オンライン 

（Microsoft Teams） 

３．内容 

「ビジネスと人権問題について」 

 講師：（１）経済産業省通商政策局 ビジネ

ス・人権政策調整室 

    （２）有識者（経済産業省通商政策局

推薦）  

４．定員  ２７０名（先着順） 

５．申込締切 令和３年９月２４日（金） 

６．お申込み・お問い合わせ先 

経済産業省中部経済産業局 

ＴＥＬ．０５２－９５１－２７４８ 

E-mail: c-chusho@meti.go.jp 

 E-mailにて、件名を「【参加登録】「ビジネ

スと人権」セミナー（中部地域）9/30 10:00

～11:30」とし、本文に参加を希望される方の

所属（企業名、部署名）、役職、氏名、メール

アドレス、その他備考（事前に質問がある場合

は、質問を記載することも可）等を明記の上、

以下の申込先までお送りください。後日視聴用

ＵＲＬをお送りします。 

 

◇ 最低賃金の引上げ等に伴う不当なしわ寄せ

防止に向けた中小事業者等取引公正化推進アク

ションプランについて 

 

公正取引委員会は、最低賃金の引上げ等に伴

い、買いたたき、減額、支払遅延などといった

中小事業者等への不当なしわ寄せが生じないよ

う、取引の公正化を一層推進するため、本年９

月の「価格交渉促進月間」における活動の一環

として、「中小事業者等取引公正化推進アクシ

ョンプラン」を取りまとめ、対策の強化に取り

組みます。 

 

１．下請法等の執行強化  

（１）下請法違反被疑事実等に係る情報収集の

取組強化 
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（２）最低賃金引上げ等を勘案しない下請代金

の不当な設定を含む下請法違反行為等への厳

正な対処 

２．相談対応の強化 

（１）不当なしわ寄せに関する下請相談窓口の

設置 

  最低賃金の引上げ等に伴い、取引先から不

当なしわ寄せを受けやすい中小事業者等から

の相談を受け付ける「不当なしわ寄せに関す

る下請相談窓口」を設置（※）し、下請法に

関する個別相談への対応を強化する。 

（※）本相談窓口については、利用者の利便性

向上の観点から、速やかにフリーダイヤル化

を行う予定。 

（２）中小事業者等のためのオンライン相談会

の実施 

３．不当なしわ寄せ防止に向けたオンライン相

談会の実施 

（１）「買いたたき」に関する下請法上の考え

方の明示及び周辺徹底 

（２）「下請取引適正化推進月間」における周

辺活動の拡充・強化 

詳細は下記ＵＲＬよりご確認ください。 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease

/2021/sep/210908.html 

４．お問い合わせ先  

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部 

企業取引課 

ＴＥＬ．０３－３５８１－３３７３ 

下請取引調査室 

ＴＥＬ．０３－３５８１－３３７４ 

 

 

◇ 事業承継入門講座のご案内 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 中小企

業大学校 金沢キャンパスでは、事業承継入門

講座を開催します。 

事業承継の現状、事業承継に必要な事項・必

要な準備期間など基本的な知識・情報を学んで

いただき、事例企業からのお話を聞くことで事

業承継の具体的なイメージを掴んでいただきま

す。最後にワークに取り組んでいただき、今後

の自社の事業承継の進め方について考えます。

オンライン受講も可能です。 

 

１．開催日時  令和３年１０月７日（木） 

        １３時２０分～１６時３０分 

        令和３年１０月８日（金） 

        １３時３０分～１６時４０分 

２．開催場所   高岡商工ビル４階 

        （高岡市丸の内 1-40） 

３．内容  

講師：藤本 江里子 氏 

   （多摩大学大学院 客員教授／税理士・

中小企業診断士・ライター） 

【10月 7日】 

 13時 20分～13時 30分 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

 13時 30分～15時 「事業承継」とは 

  事業承継を考えるためのポイントを学びま

す。 

 15時～16時 30分 ケーススタディ（演習） 

  ケーススタディを通じて、事業承継への理

解を深めます。 

【10月 8日】 

 13時 30分～15時 事例から学ぶ事業承継の

ポイント 

元気いっぱいのファーストバンクです。  
新オートローン・新型住宅ローン 

                富 山 第一 銀 行 
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 15時～16時 30分 自社の事業承継を考える

（演習） 

 16時 30分～16時 40分 修了証書交付 

４．対象  経営者 

５．受講料 16,000円（税込） 

６．定員  １５名 

７．お申込み・お問い合わせ先 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 北陸本部 

中小企業大学校 金沢キャンパス 

ＴＥＬ．０７６－２２３－５５７３ 

ＦＡＸ．０７６－２２３－５７６２ 

下記ＵＲＬ内お申込みフォームからお申込み

ください。 

https://www.smrj.go.jp/institute/kanazawa/

training/sme/2021/favgos000001rsgy.html 

◇ 第７３回中小企業団体全国大会の参加につ

いて 

 

恒例の中小企業団体全国大会が来る１１月２

５日に神奈川県で開催されます。 

全国大会参加に併せ、横須賀の戦艦記念艦・

三笠や軍港を巡るオリジナルツアーを企画いた

しましたので、多数参加されますようご案内い

たします。 

なお、新型コロナウイルス感染症の状況によ

っては、全国大会やオリジナルツアーが中止と

なる可能性もございますので、予めご承知おき

のほど、よろしくお願いいたします。 

１．日程 令和３年１１月２５日（木）～２６

日（金） 

２．場所 パシフィコ横浜（神奈川県横浜市西

区みなとみらい 1-1-1） 

３．行程 

【１日目】 

富山駅（9:07）＜かがやき 506号＞東京駅

（11:20/11:45）＜貸切バス＞会場付近にて昼

食（12:30～13:30）第 73回中小企業団体全国

大会（14:00～17:00）＜貸切バス＞ホテル

（ダイワロイネットホテル横浜公園）＜徒歩

＞上海料理・状元樓（18:30～20:30）＜徒歩

＞ホテル（20:40） 

【２日目】 

ホテル（9:45）＜貸切バス＞戦艦記念艦・三

笠（10:30～11:20）＜徒歩＞昼食（メルキュ

ールホテル 海軍カレーをご賞味）（11:30～

12:40）＜徒歩＞横須賀軍港めぐり（13:00～

13:45）＜貸切バス＞東京駅（15:24）＜はく

たか 569号＞富山駅（17:58） 

４．参加定員 ２０名（定員になり次第締切） 

５．申込締切 令和３年１０月５日（火） 

６．参加負担金 １名につき 75,000円 

※参加負担金には全国大会参加料（6,000円）の

ほか、交通費（ＪＲ、貸切バス）、宿泊代、食事

代、懇親会費、入場料等が含まれています。 

７．お申込み・お問い合わせ先 

富山県中小企業団体中央会 総務課 

ＴＥＬ．０７６－４２４－３６８６ 

ＦＡＸ．０７６－４２２－０８３５ 

 下記ＵＲＬより参加申込書をダウンロードい

ただき、ＦＡＸにてお申込みください。 

https://www.chuokai-toyama.or.jp/bKZyBU 
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