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平成30年度　上越商工会議所・中小企業相談所
講習会等事業計画のご案内

　中小企業・小規模事業者の持続的発展と安定経営を目指して、喫緊の課題に対応するため当所の事業計画で「企業づくり」をテー
マとして重点事項で掲げた、事業承継・創業・販路開拓・雇用対策・人材育成・生産性向上などの対応・対策・解決に繋がるような
講習会を企画・実施いたします。
　なお、講習会は部会、青年部、団体、支援機関と共催、後援等で開催し、周知・効果の浸透を図ります。
　また、会員事業所にとって一番身近で気軽に相談しやすい支援機関として、9部門のワンストップ定例相談窓口の相談会を毎月開
催いたします。
　講習会と個別相談会を通して、事業所が抱える課題の解決に導くことで、小規模事業者への伴走型の経営支援を推進していきます。

№ 事 業 名 内    容 共催・後援団体他 開催時期

1 経営計画策定セミナー 小規模事業者持続化補助金申請に
向けた経営計画作成支援

主催：上越商工会議所 4/11(開催済み)

2 人材育成セミナー
・新入社員研修
・若手社員研修
・指導者育成研修

主催：上越市
後援：新潟県上越地域振興局
　　　上越商工会議所
　　　上越雇用促進協議会 他

4/20、5/18(開催済み)、3月予定
7月(2回)
8月、9月予定

3 生産性向上支援研修 成果を上げる業務改善
主催：上越鉄工協同組合
協力：工業関連3部会

6/26 ～8/2
（全8回）

4 販路開拓・商談会出展対策セミナー FCPシートの書き方、バイヤーが
求める商品について

主催：上越商工会議所 7月

5 事業承継セミナー 円滑な事業承継に向けた
事例と手法

主催：上越地域プラットフォーム
　　　上越市
共催：中小企業基盤整備機構関東本部

7/13

主催：  上越市
        　　　中小企業基盤整備機構関東本部
 　　　新潟県事業引継ぎ支援センター
共催：上越商工会議所
　　　上越市商工会連絡協議会
後援：市内金融機関

10月予定

6
地域企業連携事業講演会

（新日鐵住金㈱直江津製造所） 地元企業等視察・講演
主催：上越鉄工協同組合
　　　機械金属工業部会

8/8

7 IoT活用推進セミナー IoT推進の方法と事例
主催：NPO法人上越地域活性化機構
　　　上越商工会議所
　　　上越技術研究会

8/30

8 働き方改革セミナー

・リスク管理と“働き方改革”で
 　重要な労務管理のポイント

主催：公益社団法人高田法人会
共催：公益社団法人高田法人会高田支部
後援：上越商工会議所、新井商工会議所

5/28

・これからの労務管理と効果的な
　求人方法

主催：上越商工会議所
後援：公益社団法人高田法人会

8月予定

・ワークライフバランスへの
　取り組みについて

主催：新潟県
協力：上越商工会議所

10月予定

9 海外展開セミナー 海外を対象とする事業展開・
取引・貿易実務講座

主催：上越市、ジェトロ新潟
後援：上越商工会議所

8月予定

10 創業塾

創業予定者、事業の見直し、
二創業等を考えている方を
対象とした事業計画の作成、
資金計画・調達方法等

主催：上越商工会議所・新潟県信用保証協会 
共催：新井・糸魚川商工会議所
　　　上越市、妙高市、上越信用金庫
　　　㈱日本政策金融公庫高田支店
　　　関東信越税理士会高田支部
　　　上越市創業支援ネットワーク

9/8 ～11/17
（全10回）

11 経営安定セミナー 最近の課題に重点をおいた
情報を提供

主催：上越商工会議所 9月予定

12 相続対策セミナー 円滑な相続に向けた事例と対策
主催：上越商工会議所
後援：公益社団法人高田法人会

10 ～11月予定

13 製造業管理者育成研修 5Ｓ推進のための方法と対策
主催：上越商工会議所、上越市
協力：中小企業大学校三条校
後援：上越鉄工協同組合

10 ～11月予定
（全4回）

14 初級複式簿記講習会 日商簿記4 ～3級程度の内容を
題材とした複式簿記の基本

主催：上越商工会議所
　　　上越市青色申告会

10 ～11月予定
（全10回）

15 繁盛店づくりセミナー マナー講習等
主催：小売商業部会
　　　卸売商業部会
　　　観光サービス業部会

11月予定

16
消費税軽減税率対策
価格転嫁対策セミナー

消費税軽減税率導入に伴う対応・
消費税率引上げに伴う価格転嫁の
対応や販売力強化等

主催：上越商工会議所 11月予定

17 小規模企業支援策等説明会 各地商工振興会及び業種別組合等
対象

－ 各団体希望で実施

※開催時期・テーマ等変更になる場合もありますので、お含み置き下さい。





検定試験名 級 試　験　日 申込受付期間 受験料（税込み） 申込方法

日
本
商
工
会
議
所

そろばん(珠算)

段　　位

1～6級
段　位

平成30年　6月24日（日）  4月23日～5月17日
1級　2,300円
2級　1,700円
3級　1,500円   
4～6級 1,000円
段 位　2,900円

（珠算のみ 2,500円）

（暗算のみ 1,200円）

当所総務課へお申込み下さい。
上越商工会議所 総務課
TEL 025-525-1185

※土日・祝日・年末年始を除く
9:00 ～17:00

※お電話・電子メールによる申込み
は受付けておりません。
※ネット申込み受付は

（簿記・販売士検定試験のみ。但し受
付期間１日前に締切）

1～6級
段　位

平成30年10月２8日（日）  8月27日～9月13日

1～6級
段　位

平成31年2月10日（日） 12月13日～1月7日

簿　　記

１～3級 平成30年 6月10日（日） 4月19日～5月 7日

1級　7,710円
2級　4,630円
3級　2,800円

１～3級 平成30年11月18日（日） 9月25日～10月11日

2・3級 平成31年 2月24日（日） 1月 7日～1月21日

リテールマーケティング
（販売士）

2・3級 平成30年 7月14日（土） 5月28日～6月12日
1級　7,710円
2級　5,660円
3級　4,120円

１～3級 平成31年　2月20日（水） 12月20日～1月16日

★日商PC
（文書作成･データ活用・

プレゼン資料作成）

１級
平成30年10月 7日（日）
平成31年 2月17日（日）

試験日の5日前

1分野につき（文書
作成・データ活用・
プレゼン資料作成）
1級 10,290円
2級　7,200円
3級　5,140円
Basic(基礎級）　
　　4,120円

※プレゼン資料作成は
Basicはありません

実施しない場合があります
ので、事前に試験会場へお問
い合せ下さい。

下記ネット試験会場へ直接
お申込み下さい。

アルプスビジネスクリエーション
上越オフィス
TEL 025-527-5611

上越人材ハイスクール
TEL 025-523-0737

2・3級

平日（月～金曜日10:00 ～20: 00
試験会場：アルプスビジネスクリエーション
　　　　　　 上越オフィス

※時間外については、会場の空き状況に
応じて別途ご対応致します。

受験希望日の10日前

試験会場：上越人材ハイスクール
詳細は試験会場へ
お問い合せ下さい

東
京
商
工
会
議
所

カラーコーディネーター

2・3級 平成30年　6月17日（日） 4月 3日～5月2日
1級　9,440円
2級　7,340円
3級　5,250円

東京商工会議所へ直接申込
みの登録をして下さい。
登録方法は、インターネット
または電話になります（当所
では受付できません） 

 

インターネット
http://www.kentei.org/

電　話
東京商工会議所検定センター
TEL 03-3989-0777

（土日・祝日・年末年始を除く
10:00 ～18:00）

１～3級 平成30年12月　2日（日） 9月18日～10月19日

ビジネス実務法務

2・3級 平成30年　7月　1日（日） 4月17日～5月18日

2級　6,480円
3級　4,320円

2・3級 平成30年12月　9日（日） 9月25日～10月26日

福祉住環境コーディネーター

2・3級 平成30年　7月　8日（日） 4月24日～5月25日

2級　6,480円
3級　4,320円

2・3級 平成30年11月25日（日） 9月11日～10月12日

★印の検定試験は、ネット試験で運営しているもの。
※土・日曜日の試験日のうち、１日または両日とも施行するかはネット試験会場が決定します。最上級につきましても、ネット試験会場が試験運営を行います。

❖❖◆ 平成30年度 検定試験のご案内 ◆❖❖
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第4回政策委員会
　政策委員会は第4回目の委員会を行い、2018年から2020年まで3年間の中期行動計画の策定を目指し、
当所の行動方針を3テーマと10重点項目に設定した（以下の表を参照）。
　策定にあたり、「社会経済情勢が日々変化していく時代にあっても、この地で営々と商工業を営み、地域
に貢献してきた会員企業が、今後も持続的・発展的に経営を継続・拡大していくために、当所は会員企業の
一番の相談窓口として、生産性向上や地産外商など幅広く企業の発展を支援し、上越の確かな未来を築いて
いく」というメッセージを込めた。
　なお、今後は各部会を開催して意見を聴取し、6月に髙橋会頭へ答申を行う予定。

総括方針
上越商工会議所は会員中小企業の一番身近な相談窓口として、生産性向上と地産外商など幅広く
企業の発展を支援し、上越の未来を築きます。

産業づくり

会員のために効果的な施策・事業を行い、企業力の強化によって産業の振興を図ります。

雇用対策 ・ 労働力不足を補うため、雇用関係機関、団体との連携を強化し、若年層
の地元定着を始め、高齢者、女性、障害者雇用の拡大、外国人労働者の活
用を支援します。

・AI、IoT等の先端設備導入による人的労働力の補充を支援します。

人材育成 ・ 人づくりによる生産性向上を図るため、学校教育における職業観の形
成に協力するとともに、新人社員から中堅社員まで資格、技能・技術、
マナー等幅広くスキルアップする機会を提供します。

・ 専門機関や大学等の教育機関と連携し、保有する技術ノウハウや人材
育成情報の提供を行います。

販路開拓 ・ 会員企業の国内外の取引拡大のため、ビジネスマッチングや見本市等
への参加を奨励し、営業機会の拡大を図ります。

創業支援 ・ 革新的な新サービスを生み出す起業家の創出を目指し、起業マインド　
の助長や創業環境の整備を行い、創業後も安定した経営ができるよう
支援します。

事業承継対策 ・ 事業継続のため事業承継の支援を行うとともに、遊休資産を有効活用
できるよう支援します。

地域づくり

会員の事業活動を支援し、もつて地域の振興を図ります。

観光振興 ・ 歴史·文化·自然を資源として、「見る·食べる·買う·体験する·泊まる」に
よる観光で消費する仕組みの構築を支援します。

直江津港振興 ・ エネルギー港湾、重要港湾としてのハード面の整備と、近隣地域からの
物流の増加を図ります。

基盤づくり

会員の力を結集し、組織的な力を発揮する基盤づくりを進めます。

会員交流事業 ・多様な会員が参加しやすい交流機会を提供します。

部会活動 ・ 効果的·効率的な活動ができるよう部会の在り方を検討し、部会活動の
活発化を推進します。

スケールメリット ・ より多くの会員によるスケールメリットの創出と会員サービスを充実
するため、会員数を拡大し会議所の基盤の維持拡大を図ります。














