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┏…ＩＮＤＥＸ………………………………………………………………………┓ 

 

【１】中央会からのお知らせ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

《セミナー・イベント等》 

１ ひょうご特産品フェア２０２２ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405874&c=681&d=7690   

 

２ 飲食店開業セミナー（オンライン開催） 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405875&c=681&d=7690 

 

３ 中小企業組合検定試験対策講座 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405876&c=681&d=7690 

 

４ ドローンビジネス活用セミナー 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405877&c=681&d=7690  

 

《その他》 

１ 検定試験を受けて組合士になろう!!「中小企業組合検定試験」  

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405878&c=681&d=7690 

   

【２】他の機関からのお知らせ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

《補助金・施策等》 

１ ＜兵庫で働きたい人材を無料でご紹介します＞ 

  おためし企業体験 in HYOGO 受入企業の募集 

  ～兵庫県～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405879&c=681&d=7690 

 

２ ひょうご農商工連携ファンド事業助成金 

  ～ひょうご産業活性化センター～ 



  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405880&c=681&d=7690 

 

３ 業務改善助成金（通常コース） 

  ～厚生労働省～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405881&c=681&d=7690 

 

４ 業務改善助成金（特例コース） 

  ～厚生労働省～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405882&c=681&d=7690 

 

５ ベトナムビジネスミッションの参加者募集 

  ～神戸市海外ビジネスセンター～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405883&c=681&d=7690 

 

６ 【申込期限延⾧】ベトナム企業とのオンライン商談参加企業募集！ 

  ～神戸市海外ビジネスセンター～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405884&c=681&d=7690 

 

《セミナー・イベント等》 

１ ローカル 5G を活用したスマート工場導入支援セミナー・デモンストレーシ 

  ョン会（第３回） 

  ～兵庫県～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405885&c=681&d=7690 

 

２ 「ひょうごで働こう！マッチングサイト」求人広告作成セミナー 

  ～兵庫県～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405886&c=681&d=7690 

 

３ 新たな働き方セミナー 

  ～兵庫県～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405887&c=681&d=7690 

 

４ シンガポールビジネスセミナー 

  ～ひょうご海外ビジネスセンター～  

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405888&c=681&d=7690 

 



５ ベトナムビジネスセミナー 

  「まだまだ熱いベトナムビジネス／コロナ禍における進出事例」 

  ～ひょうご海外ビジネスセンター～  

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405889&c=681&d=7690   

 

６ インドネシアビジネスセミナー 

  「インドネシアビジネスによる SDGs 貢献」 

  ～ひょうご海外ビジネスセンター～  

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405890&c=681&d=7690  

 

７ 防災×テクノロジー 官民連携プラットフォーム 

  第５回マッチングセミナー 

  ～内閣府～  

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405891&c=681&d=7690 

 

８ 在職者訓練・生産性向上支援訓練 

  ～ポリテクセンター兵庫～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405892&c=681&d=7690  

  

９ 【神戸市×マクアケ共催】 

  成功事例から学ぶ！飲食店向け「Makuake 活用セミナー・個別相談会」 

  ～神戸市～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405893&c=681&d=7690   

 

10 海外法務勉強会「経済安全保障をめぐる現状」 

  ～神戸市海外ビジネスセンター～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405894&c=681&d=7690 

 

11 初めてでも安心！越境 EC セミナー（録画配信） 

  ～神戸市海外ビジネスセンター～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405895&c=681&d=7690 

 

《その他》 

１ 令和４年１０月から育児休業給付制度が変わります 

  ～厚生労働省～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405896&c=681&d=7690 



 

２ 最低賃金が改正されました 

  ～厚生労働省～ 

  https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405897&c=681&d=7690  

 

３ 新型コロナウイルス感染症に関する情報 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┗………………………………………………………………………………………┛ 

 

【１】中央会からのお知らせ 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１ ひょうご特産品フェア２０２２   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 「ひょうご特産品フェア２０２２」は今年で１２年目を迎えるイベントです。 

生産者が自らブース出店し、作り手目線のこだわりや美味しさのヒミツを来場 

者にお伝えします。普段のお店の陳列棚での買い物では味わえない、作り手の 

臨場感を身近に味わっていただけるイベントです。今年は１５社が出店します 

ので、ぜひご来場ください。 

 

【日 時】 令和４年１０月２９日（土）１０：００～１６：３０ 

          １０月３０日（日）１０：００～１６：００ 

 

【会 場】 神戸国際展示場３号館 

 

【入場料】 無料 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405898&c=681&d=7690 

 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２ 飲食店開業セミナー（オンライン開催）  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 



 あなたが、これから始める飲食店を⾧く経営していくために必要な基礎知識 

を４日で学ぶコースです。 

 メニュー開発・店内 POP・広告宣伝・立地・店舗デザイン・収支計画など、 

飲食店が儲かるための経営のポイントを幅広く解説します。 

 

【日 時】  第１回 令和４年１０月１１日（火） 

       第２回 令和４年１０月２５日（火） 

       第３回 令和４年１１月２２日（火） 

       第４回 令和４年１２月 ６日（火） 

       時間はいずれも１３：３０～１６：４０ 

       初日のみ１３：２０開始 

 

       受講者交流会 

       令和４年１１月８日（火）１４：００～１６：００ 

 

【開催形式】 オンライン（Zoom） 

       ※受講者交流会のみ対面で開催（飲食の提供はございません） 

 

【対象者】  兵庫県内で飲食店の開業を予定する人 

       （すでに開業済みの飲食店経営者もご参加いただけます） 

 

【受講料】  ９,０００円（消費税込み） 

 

【定 員】  先着２０名 

 

【講義テーマ】 

（１）魅力あるお店づくりについて 

（２）お店の立地・物件選びについて 

（３）店舗デザインと雰囲気づくり 

（４）開業スケジュールの組み方 

（５）飲食店におけるリスクマネジメント 

（６）開業計画の策定について 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405899&c=681&d=7690 

 



 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３ 中小企業組合検定試験対策講座  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 中小企業組合に関する用語・概念・法令の解説を含む、中小企業組合検定試 

験の出題傾向・対策・勉強方法について問題演習を交えながら講義を行います。 

 本年度受験される方、今後受験を考えておられる方等のご参加をお待ちして 

おります。 

 

【日 時】 令和４年１１月 ５日（土）１３：３０～１５：００（組合運営） 

                   １５：１０～１６：４０（組合制度） 

      令和４年１１月１２日（土）１３：３０～１５：００（組合会計） 

 

【会 場】 センタープラザ西館 ６階 会議室２号室 

       

【受講料】 無料 

 

【定 員】 先着１５名 

 

【準備物】 筆記用具、電卓（組合会計受講者のみ） 

 

▼申し込みフォーム 

 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405900&c=681&d=7690 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405901&c=681&d=7690 

 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４ ドローンビジネス活用セミナー 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 建築、農業分野などでドローンが活躍している産業も増えていますが、許認 

可などハードルが高い一面もあります。 

 第１部では、法整備をはじめドローンが活躍している産業などについて、イ 

ンストラクターより学び、第２部では実際の高所作業を想定した操作体験を行 

います。 



 ドローン実機に触れ、自社のビジネスに応用できるセミナーです。ぜひご参 

加ください。 

 

【日 時】 令和４年１１月１日（火）１４：００～１６：３０ 

 

【会 場】 デザイン・クリエイティブセンター神戸〈KIITO〉 

       

【受講料】 無料 

 

【定 員】 ３０名 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405902&c=681&d=7690 

 

 

━━《その他》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１ 検定試験を受けて組合士になろう!!「中小企業組合検定試験」 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 いま、中小企業組合はガバナンスの充実が求められており、組合員はもちろ 

ん、広く社会の信頼を高め、社会的責任を果たすためには、組合運営の経験と 

専門的知識を備えた人材が必要です。 

 中小企業組合士は組合の業務を執行する役員、実務を担う職員の方々すべて 

に挑戦していただきたい資格です。皆さんのチャレンジをお待ちしております。 

 

【試験日】  令和４年１２月４日（日） 

 

【試験地】  札幌・青森・仙台・秋田・郡山・水戸・東京・⾧野・静岡・ 

       名古屋・大阪・松江・広島・山口・高松・福岡・大分・鹿児島・ 

       那覇 

 

【受験料】  ６,６００円（消費税込） 

       ※一部科目免除者については割引あり 

 

【試験科目】 組合会計、組合制度、組合運営  

 

【願書配布】 各都道府県中小企業団体中央会にて  



       ※兵庫県中央会では、郵送でも配付しております！ 

 

【申込方法】 願書・受験票・返信用封筒に受験料を添えて、最寄りの中小企 

       業団体中央会へお申し込みください。 

 

【申込締切】 令和４年１０月１４日（金） 

 

詳しくはこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405903&c=681&d=7690 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

【２】他の機関からのお知らせ 

━━《補助金・施策等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１ ＜兵庫で働きたい人材を無料でご紹介します＞  

  おためし企業体験 in HYOGO 受入企業の募集 

  ～兵庫県～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 本事業は、兵庫県内での就職・転職を希望する求職者を兵庫県内に事業所が 

ある企業が受け入れ、職場体験や見学等を実施し相互理解を深めることを目的 

としています。 

 実際の職場や業務を体験もしくは見学することで、適性や特徴などを相互に 

深く理解をした上で採用可否を判断したり、採用後の育成方法を検討できるこ 

とから、ミスマッチのない人材確保を実現することができます。 

 

【実施期間】  ～令和４年３月 

 

【費 用】   無料 

 

【採用支援金】 １０万円（支給にあたり諸条件あり） 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405904&c=681&d=7690 

 



【問い合わせ先】 

兵庫県「おためし企業体験 in HYOGO」運営事務局  

（株）学情 

TEL：０６－６３４６－６３０３ 

E-mail：hyogo-otameshi@gakujo.ne.jp 

  

 

━━《補助金・施策等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２ ひょうご農商工連携ファンド事業助成金 

  ～ひょうご産業活性化センター～  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 魅力ある農林漁業ビジネスの実現や、市場のニーズに適応した新商品・新サ 

ービスの開発等の実現のため、中小企業者等と農林漁業者の連携体が取り組む 

以下の事業に対し事業費の一部を助成します。 

 

●研究開発：地域の農林漁業資源を活用した新商品の開発、新サービスの提供 

 （専門家謝金・旅費、原材料費、機械装置・工具器具費、委託費、産業財産 

 権等取得費等） 

●販路開拓：開発する新商品、新サービスの販路開拓 

 （試作品出展等のための展示会等会場費・出展料、市場調査・技術コンサル 

 タント料等） 

※研究開発を伴わない販路開拓のみの事業は対象外 

 

【対 象】   兵庫県内の中小企業者等と農林漁業者の連携体 

 

【助成率】   対象経費の３分の２以内 

 

【助成限度額】 ４００万円以内 

 

【募集期間】  令和４年９月６日（火）～１１月３０日（水） 

        最終日は１６時必着 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405905&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 



（公財）ひょうご産業活性化センター 創業推進部 新事業課 

TEL：０７８-９７７-９０７２ 

E-Mail：shinjigyo@staff.hyogo-iic.ne.jp 

 

 

━━《補助金・施策等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３ 業務改善助成金（通常コース） 

  ～厚生労働省～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 業務改善助成金（通常コース）は事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃 

金）の引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用 

の一部を助成する制度です。 

  

【助成金額】 

［３０円コース］３０万円～１２０万円 

［４５円コース］４５万円～１８０万円 

［６０円コース］６０万円～３００万円 

［９０円コース］９０万円～６００万円 

 

【申請期限】 令和５年１月３１日 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405906&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

業務改善助成金コールセンター 

TEL：０１２０－３６６－４４０ 

 

 

━━《補助金・施策等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４ 業務改善助成金（特例コース） 

  ～厚生労働省～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 業務改善助成金（特例コース）は、新型コロナウイルス感染症の影響により 

売上高等が３０％以上減少した中小企業事業者等を支援する助成金です。 

 対象期間と申請期限を延⾧し、原材料費の高騰などで利益率が５％ポイント 



以上低下した事業者を対象に追加するなどの拡充を行いましたので、ぜひご活 

用ください。 

 

【助成額】  最大１００万円 ※対象経費の合計額×助成率 

 

【助成率】  事業場内最低賃金により異なります。 

       ９２０円未満：４／５ 

       ９２０円以上：３／４ 

 

【対象期間】 令和４年１２月３１日  

 

【申請期限】 令和５年１月３１日 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405907&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

業務改善助成金コールセンター 

TEL：０１２０－３６６－４４０ 

 

 

━━《補助金・施策等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

５ ベトナムビジネスミッションの参加者募集 

  ～神戸市海外ビジネスセンター～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 経済成⾧を続けるベトナムで、現地ビジネスパーソンや地元政府との交流、 

現地工業団地や人材育成機関等への視察により、ベトナムでのビジネス・人材 

のネットワークを構築するため、ベトナムビジネスミッションを実施します。 

 

【日 程】  令和４年１１月７日（月）～１１月１２日（土） 

 

【場 所】  ベトナム社会主義共和国 

  

【対 象】  神戸市内・兵庫県内の企業等 

  

【定 員】  ３０名程度 



 

【申込締切】 令和４年１０月６日（木）※一次締切 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405908&c=681&d=7690  

 

【問い合わせ先】 

神戸市海外ビジネスセンター 

TEL：０７８－２３１－０２２２ 

E-mail：asia-biz@office.city.kobe.lg.jp 

 

 

━━《補助金・施策等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

６ 【申込期限延⾧】ベトナム企業とのオンライン商談参加企業募集！ 

  ～神戸市海外ビジネスセンター～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 経済成⾧を続けるベトナムの現地企業とのオンライン商談を開催しています。 

新たなビジネスパートナーを見つけるチャンスとして、是非お申し込みくださ 

い。 

 

【概 要】 ベトナムの現地企業５社程度とのオンライン商談（通訳付） 

 

【日 程】 令和５年２月迄で、日時は各社ごとに相談のうえ実施 

  

【定 員】 １５社（先着順） 

 

【参加費】 ３０,０００円 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405909&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

神戸市海外ビジネスセンター 

TEL：０７８－２３１－０２２２ 

E-mail：asia-biz@office.city.kobe.lg.jp 

 



 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１ ローカル 5G を活用したスマート工場導入支援セミナー・デモンストレーシ 

  ョン会（第３回） 

  ～兵庫県～  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 兵庫県では、県立工業技術センター内に整備したローカル 5G のデモンストレ 

ーション設備を活用して、製造・流通等の現場におけるローカル 5G 導入の有効 

性等を認識する機会を提供します。 

 第３回セミナーでは、製造・物流の現場での DX の取組についてや、ローカル 

5G についてご紹介します。 

 

【日 時】 令和４年１０月１４日（金）１４：００～１６：００ 

 

【会 場】 県立工業技術センター 技術交流館 

      

【内 容】 （１）製造現場／物流現場の DX 取組みについて 

      （２）ローカル 5G の現在地 

      （３）ローカル 5G の設備紹介、速度測定、デモンストレーション 

 

▼申し込みフォーム 

 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405910&c=681&d=7690 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405911&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

業務委託事業者 

（株）オプテージ  

次世代事業推進プロジェクトグループ 5G 事業化推進チーム 

TEL：０５０－７１１３－１３０２  

E-mail：hyogo-5g@optage.co.jp 

 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２ 「ひょうごで働こう！マッチングサイト」求人広告作成セミナー 



  ～兵庫県～  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 兵庫県では、インターネット上で就職・転職活動される方へ県内の求人情報 

をお届けする「ひょうごで働こう！マッチングサイト」を運営しています。 

 今回「応募したくなる求人票の書き方セミナー」を、県内３箇所の会場並び 

にオンラインで開催いたします。 

 現在マッチングサイトをご利用中の法人様もご検討中の法人様もぜひご参加 

ください。 

 

▼下記のようなお悩みのある法人様は、ぜひご参加ください！ 

 ・求人作成しているけどうまく書けない、書き方がわからない… 

 ・求人を出しているけど応募、採用につながらない… 

 ・自社の魅力を見つける方法が知りたい 

 

※各会場、各部とも内容は同じです。ご都合の良い時間帯にご参加ください。 

 

【日時・会場】 

＜三田会場＞ 

日時：令和４年１０月５日（水） 

  （第１部）１３：００～１５：００  (第２部）１５：３０～１７：３０ 

会場：三田市まちづくり協働センター 多目的ホール３分の１ 

 

＜姫路会場＞ 

日時：令和４年１０月１２日（水） 

  （第１部）１０：００～１２：００ （第２部）１３：３０～１５：３０ 

会場：姫路商工会議所 ５０３会議室 

 

＜神戸会場＞ 

日時：令和４年１０月２６日（水） 

  （第１部）１０：００～１２：００ （第２部）１３：３０～１５：３０ 

会場：神戸商工会議所 第３会議室 

 

＜オンライン（zoom）＞ 

日時：令和４年１１月１６日（水） 

  （第１部）１０：００～１２：００ （第２部）１３：３０～１５：３０ 

 



▼申し込みフォーム 

 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405912&c=681&d=7690 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405913&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

「ひょうごで働こう！マッチングサイト」運営事務局 兵庫県委託事業者 

富士通 Japan（株） 

TEL：０８００－８０５－２２１５(通話無料） 

E-mail：iju-qa@morris.co.jp 

 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３ 新たな働き方セミナー  

  ～兵庫県～  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 社会が大きく変わってきた中で「働く人」の考え方や事業経営の仕方も変わ 

ってきました。そのような社会で、さまざまな働き方を「知り」「理解し」 

「実践する」ためのあらゆる情報を提供します。 

  

【日時・会場】 

＜神戸地区＞ 

日時：令和４年１１月１０日（木）１３：３０～１６：００ 

会場：兵庫県民会館 １０階 福の間 

 

＜阪神地区＞ 

日時：令和４年１１月１１日（金）１３：３０～１６：００ 

会場：西宮市民会館 中会議室４０１     

 

※両日とも会場参加の他、オンライン参加も可能です。 

 

【内 容】 

第１部 テレワークを始めよう！  

第２部 働き方の多様性が生み出す新たな経営戦略 

 



詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405914&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

業務委託事業者 

合同会社 WLBC 関西  

TEL：０７８－５７０－５６１６ 

E-mail：info@wlbc-kansai.com 

 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４ シンガポールビジネスセミナー 

  ～ひょうご海外ビジネスセンター～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 「ASEAN のビジネスハブにおけるスタートアップ・エコシステム」と題して 

現地最新事情をお伝えします。 

 

【日 時】  令和４年１０月２０日（木)１４：００～１５：３０ 

 

【開催形式】 オンライン（Webex Meetings を使用したライブ配信） 

 

【参加費】  無料 

 

【定 員】  ８０名 

 

【申込締切】 令和４年１０月１７日（月） 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405915&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

ひょうご海外ビジネスセンター 

TEL：０７８－２７１－８４０２ 

E-mail：info@hyogo-kaigai.jp 

 

 



━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

５ ベトナムビジネスセミナー 

  「まだまだ熱いベトナムビジネス／コロナ禍における進出事例」 

  ～ひょうご海外ビジネスセンター～   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 ⾧期化するコロナ禍、不透明化する世界経済の中でも事業展開先として依然 

注目を集めるベトナム。コロナ禍における進出事例をテーマにベトナム経済の 

最新情報と日系企業の進出動向、ビジネス展開についてお届けします。 

 

【日 時】  令和４年１０月１２日（水）１４：００～１５：３０ 

 

【開催形式】 オンライン（Webex Meetings を使用したライブ配信） 

 

【参加費】  無料 

 

【定 員】  ８０名 

 

【申込締切】 令和４年１０月６日（木） 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405916&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

ひょうご海外ビジネスセンター 

TEL：０７８－２７１－８４０２ 

E-mail：info@hyogo-kaigai.jp 

 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

６ インドネシアビジネスセミナー 

  「インドネシアビジネスによる SDGs 貢献」 

  ～ひょうご海外ビジネスセンター～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 アセアン最大の経済規模と人口を持ち、経済成⾧が期待されるインドネシア。 

ビジネス展開においても、SDGs は重要な取組課題であり、ビジネスチャンスと 

なっています。SDGs 貢献をテーマに、インドネシアビジネスの最新情報と日系 



事業者によるビジネス展開についてお届けします。 

 

【日 時】  令和４年１１月１０日（木）１４：００～１５：３０ 

 

【開催形式】 オンライン（Webex Meetings を使用したライブ配信） 

 

【参加費】  無料 

 

【定 員】  ８０名 

 

【申込締切】 令和４年１１月７日（木） 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405917&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

ひょうご海外ビジネスセンター 

TEL：０７８－２７１－８４０２ 

E-mail：info@hyogo-kaigai.jp 

 

  

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

７ 防災×テクノロジー 官民連携プラットフォーム  

  第５回マッチングセミナー 

  ～内閣府～   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 内閣府では、災害対応を行う自治体等のニーズと民間企業等が持つ先進技術 

のマッチングや効果的な活用事例の横展開等を行う場である「防災×テクノロ 

ジー官民連携プラットフォーム」（防テク PF）の一環として、マッチングセミ 

ナーを開催します。 

 今回は、「ぼうさいこくたい２０２２」のプレイベントとして開催致します。 

 

【日 時】 令和４年１０月２１日（金）１０：００～１４：４５ 

 

【会 場】 国際協力機構関西センター（JICA 関西）  

      ※オンライン（Zoom）同時開催 



 

【参加費】 無料（要参加登録) 

 

【内 容】 

《第１部（セミナー）》 

○自治体における防災力強化の取組のご紹介 

○「防テク PF」を通じたマッチング事例発表 

○モデル事業のご紹介。今後の「防テク PF」の活動予定 

 

《第２部（個別相談会等）》 

○自治体による企業との個別相談会 

○防テクＰＦ相談窓口 

○自治体・企業等の取組・アイデア展示 

※第２部参加には防テク PF マッチングサイトへの登録が必須 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405918&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

内閣府委託事業受託者 

東武トップツアーズ（株） 

TEL：０３－５３４８－３５００ 

E-mail：boutech_pf@tobutoptours.co.jp 

 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

８ 在職者訓練・生産性向上支援訓練 

  ～ポリテクセンター兵庫～  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 人材育成にお困りではありませんか？ 

 ポリテクセンター兵庫では、人材育成のサービスを提供しています。 

 

【人材育成】～はたらくあなたと、企業の人材育成を応援します～ 

◆在職者訓練 

 生産現場が抱える課題を『能力開発セミナー』が解決します！ 

 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405919&c=681&d=7690 



 

 （コース紹介） 

 「ＲＣ構造物における構造計算技術」（令和４年１１月１９日・２０日） 

 ＲＣ（鉄筋コンクリート）構造物の特性を理解し、許容応力度設計法を学ぶ 

 セミナーです 

 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405920&c=681&d=7690 

 

 「生産性向上を目指した生産管理手法」（令和４年１１月２４日・２５日） 

 課題演習を通して、生産計画、生産体制、安全管理などの生産管理手法を習 

 得したい方へ 

 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405921&c=681&d=7690 

 

◆生産性向上支援訓練 

 企業が抱える課題や人材育成ニーズに対応した職業訓練を実施中！ 

 ※受講生募集中！（受講料：２,２００円～３,３００円/６H～１２H） 

 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405922&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

ポリテクセンター兵庫 

TEL：０６－６４３１－７２７７（在職者訓練） 

TEL：０６－６４３１－８２０５（生産性向上支援訓練） 

 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

９ 【神戸市×マクアケ共催】 

  成功事例から学ぶ！飲食店向け「Makuake 活用セミナー・個別相談会」 

  ～神戸市～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 飲食店における集客最大化や店舗 PR のために「Makuake」を活用してみま 

せんか？ 

 神戸市内飲食店経営者を対象に、初めての方でも活用方法がわかるセミナー 

を開催します。 

 

【日 時】  令和４年１０月１２日（水） 

 

【会 場】  ANCHOR KOBE 



       ※オンライン同時配信あり 

 

【参加費】  無料 

 

【申込締切】 令和４年１０月１０日（月） 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405923&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

神戸市役所経済観光局経済政策課 

都市型創造産業振興担当 

TEL：０７８－９８４－０３３４ 

Email：sozosangyo@office.city.kobe.lg.jp 

 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

10 海外法務勉強会「経済安全保障をめぐる現状」 

  ～神戸市海外ビジネスセンター～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 企業が保有する先端技術や専門知識を有する人材等は、企業の大小に関わら 

ず、諸外国による情報収集活動の対象となっています。また、デジタル化の加 

速を背景に情報の持ち出しも容易になっています。 

 そこで、兵庫県警が講師となって、過去の事件捜査により判明した海外産業 

スパイの手口から、どのように企業の機密情報が盗み出されたのか解説し、そ 

の対応策をお伝えします。 

 

【日 時】 令和４年１０月２５日（火）１５：００～１７：００ 

 

【会 場】 神戸商工貿易センタービル １４階会議室 

 

【定 員】 ３０名 

  

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405924&c=681&d=7690 

 



【問い合わせ先】 

神戸市海外ビジネスセンター 

TEL：０７８－２３１－０２２２ 

E-mail：asia-biz@office.city.kobe.lg.jp 

 

 

━━《セミナー・イベント等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

11 初めてでも安心！越境 EC セミナー（録画配信） 

  ～神戸市海外ビジネスセンター～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 越境 EC の基礎から世界のトレンドまで、初めてでも簡単に始められる越境 

EC の活用方法をお伝えします。後半では「神戸市越境 EC 補助金」のご利用方法 

について、詳しく解説します。 

 

▼録画配信こちらからご視聴いただけます。 

 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405925&c=681&d=7690 

 

◆神戸市越境 EC 事業支援補助金についてはこちら 

 https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405926&c=681&d=7690 

   

【問い合わせ先】 

神戸市海外ビジネスセンター 

TEL：０７８－２３１－０２２２ 

E-mail：asia-biz@office.city.kobe.lg.jp 

 

 

━━《その他のお知らせ》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１ 令和４年 10 月から育児休業給付制度が変わります 

  ～厚生労働省～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 育児・介護休業法の改正により、令和４年 10 月から「産後パパ育休（出生時 

育児休業）」と「育児休業の２回までの分割」の制度を施行します。これに伴 

い、育児休業給付についても以下の点が変更になりますのでお知らせします。 

 

◆雇用保険の被保険者の方が、子の出生後８週間の期間内に合計４週間分 

 （２８日）を限度として、産後パパ育休（出生時育児休業・２回まで分割取 



 得できます）を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児給付金」 

 の支給を受けることができます。 

 

◆雇用保険の被保険者の方が、原則１歳未満の子を養育するために育児休業 

 （２回まで分割取得できます）を取得した場合、一定の要件を満たすと 

 「育児休業給付金」の支給を受けることができます。 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405927&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

お近くの都道府県労働局・ハローワーク 

 

 

━━《その他のお知らせ》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２ 最低賃金が改正されました 

  ～厚生労働省～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

≪兵庫県の最低賃金≫時間額９６０円（令和４年１０月１日発効） 

 

◆この最低賃金は、原則として、兵庫県内の事業場で使用されるパート、アル 

 バイト等を含めた全ての労働者に適用されます。 

 

詳細はこちら 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405928&c=681&d=7690 

 

【問い合わせ先】 

お近くの都道府県労働局・労働基準監督署 

 

 

━━《その他のお知らせ》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３ 新型コロナウイルス感染症に関する情報 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□ 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点などから、国等において情 

報提供や支援策が発表されています。情報は、随時更新されていますのでご確 

認ください。 



 

■「新型コロナウイルス」に伴う感染症対策関連サイト 

 

【内閣官房】新型コロナウイルス感染症対策 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405929&c=681&d=7690 

 

【首相官邸】新型コロナウイルス感染症等関連情報 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405930&c=681&d=7690 

  

【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症について 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405931&c=681&d=7690 

 

【経済産業省】経済産業省の支援策 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405932&c=681&d=7690 

 

【兵庫県】新型コロナウイルス感染症に関する情報 

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1405933&c=681&d=7690 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 最後までお読みいただきありがとうございました。 

 

 当中央会では、毎月「月刊中央会Ｏ！（オー）」を発行、 

またホームページ（ https://www.chuokai.com/ ）を随時更新しております。 

そこで、掲載する組合等の情報を募集しております。 

何かございましたら、兵庫県中小企業団体中央会までご連絡下さい。 

 

◆兵庫県中小企業団体中央会『メールマガジン』について 

 メールアドレスの変更等は、下記のメールアドレスへご連絡下さい。 

 hyogo@chuokai.com 

 

 新規登録は下記 URL からお申し込みください。 

 http://goo.gl/hJCQX 

 

 受信解除は下記 URL をクリックしてください。 



  

https://a00.hm-

f.jp/index.php?action=C1&a=402&f=2&g=1&c=681&m=192&code=21361 

9b7571ae6072567e0f015f40463 

 

┏───────────────────────┓ 

 ◆━ 兵庫県中小企業団体中央会 

 ◆━ 〒650-0011 神戸市中央区下山手通 4-16-3 

 ◆━ TEL 078-331-2045 FAX 078-331-2095 

 ◆━ MAIL : hyogo@chuokai.com 

 ◆━ H P : https://www.chuokai.com/ 

┗───────────────────────┛ 

 


