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①企業と高等学校等進路担当教諭を対象とした情報交換会について 
 

【日 時】令和 4年 5 月 19日（木）13時 30から 16時 30分（13時から受付開始） 
 

【場 所】米原市役所本庁舎コンベンションホール（米原市米原 1016） 
 

【内 容】企業と高等学校の進路担当教諭との名刺交換及び情報交換 

・湖北地域の雇用情勢について（ハローワークから説明） 

・学校紹介（各校から３分ずつ自校の特徴等を全体発表） 

・名刺交換・情報交換（企業から５分ずつ各社の特徴等を個別に説明） 
 

【企 業 数】 

18 社（会場等の制約のため、参加上限枠を超える申込みがあった場合は、主催者において抽

選により参加企業を決定されます。なお、出会いの機会を創出する観点から、幅広い業種か

らの参加を考慮し、あわせて本情報交換会に参加されたことのない企業を優先して決定） 
 

【参加申込】下記 URLより「参加申込書」を記入していただき、5 月 12 日（木）までに米原

市農政商工課までメールでご提出ください。 

https://cdn.goope.jp/93715/220419170913-625e6e2964bb0.pdf 
 

【参加可否】参加申込された企業には、5月 13日（金）に参加の可否等を連絡します。 
 

【お問い合わせ先】米原市農政商工課    

TEL：0749-53-5146 FAX：0749-53-5139 

Mail：syoko@city.maibara.lg.jp 
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②滋賀県広域ワクチン接種センター接種促進強化期間について 
 

滋賀県広域ワクチン接種センターでは、ゴールデンウィークを含む 5 月 9 日(月)までを

「滋賀県広域ワクチン接種センター接種促進強化期間」と位置付け、若年層を中心に、追加

接種のより一層の促進を図られています。該当される方にお勧め下さい。 
 

【接種会場】 

・南部会場（大津市打出浜 14 番 30 号 Oh!Me 大津テラス 3階） 

・北部会場（彦根市松原町 1917 番地１ フレスポ彦根 C 棟） 

※両会場ともに、武田／モデルナ社製ワクチンです。 
 

【予約方法】 

 県ＨＰの注意事項をご確認のうえ、特設予約サイトにてご予約してください。 

https://www.covid19-vaccine.mrso.jp/shiga3/VisitNumbers/visitnoAuth/ 

※予約日は、必ず 2回目接種日から 6カ月経過以上経過した日以降としてください。  

※接種希望日の 2日前までに予約をする必要があります。  

※市町で行われている接種予約との二重予約は厳に慎んでください。 
 

【予約に関するお問い合わせ先】 

 滋賀県広域ワクチン接種センターコールセンター  
 

【受付時間】 

午前 9時から午後 5時まで（日～木） 午前 9時から午後 9時まで（金、土）  

ＴＥＬ：050‐3665‐9654 

詳細は滋賀県 HPをご確認ください。 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/320755.html 

※長浜商工会議所でも実施中です。 

 

 

③ウクライナ生活支援募金箱を設置しています！！（長浜市商工会青年部） 
 

商工会青年部では、ウクライナ各地で激化する武力衝突によって甚大な被害が発生してい

る現状に鑑み、避難者の生活支援、インフラ復旧、住宅再建などを支援するため、「ウクラ

イナ生活支援募金箱」を下記のとおり設置いたします。 

 皆さまからの温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
 

【募金期間】4月 21日(木)～5月 13日(金) 
 

【募金場所】長浜市商工会 窓口 
 

【寄 付 先】在日ウクライナ大使館 

 

 

④中小企業大学校サテライトゼミについて 

～リーダーになるための基本行動を身につける～ 新任管理者研修 
 

【研修のポイント】 

中小企業大学校の人気研修が滋賀県長浜市で受講できます。 

日々の業務遂行上のマネジメント・スキルを実践的に学びます。 

部下とのコミュニケーションを深め、管理者としての自己啓発の手がかりを掴みます。 
 

【研修日程】7月 12日（火）～13日（水） 
 

https://www.covid19-vaccine.mrso.jp/shiga3/VisitNumbers/visitnoAuth/
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【対 象 者】新任管理者・管理者候補の方（定員：20名） 
 

【受 講 料】22,000円（税込） 
 

【会 場】長浜ビジネスサポートセンター（長浜商工会議所） 

カリキュラム、申し込み方法等の詳細は中小企業大学校 HPをご確認下さい。 

https://www.smrj.go.jp/institute/kansai/training/sme/2022/ucigs50000003g98.html 

 

～個別診断でステップアップ～ IT経営を成功させるために 
 

【研修のポイント】 

講義・演習 2日間と IT経営簡易診断（2時間×3回）がセットになっている新しいタイ 

プの研修です。 

IT 経営簡易診断は、専門家が受講企業を訪問またはオンライン面談により、ヒアリング 

（2回）を行い、経営や業務の課題を整理し、IT活用を提案（1回）します。 

 

【研修日程】8月 2日（火）～8月 3日（水） 
 

【対 象 者】経営者・経営幹部・管理者（定員：15名） 
 

【受 講 料】22,000円（税込） 
 

【会 場】長浜ビジネスサポートセンター（長浜商工会議所） 

カリキュラム、申し込み方法等の詳細は中小企業大学校 HPをご確認下さい。 

https://www.smrj.go.jp/institute/kansai/training/sme/2022/ucigs50000003goi.html 
 

【申し込み・お問い合わせ先】 

中小企業大学校 関西校 TEL：0790-22-5931  FAX：0790-22-5942 

 

 

⑤ＷＥＢセミナーのご案内 

～パワハラ防止措置の中小企業義務化スタート!! 中小企業におけるパワハラ相談対応の

留意点について～ 
 

研修内容は 2022 年 2 月 9 日開催セミナーと同様になりますが、変更となることもありま

すので予めご了承願います。 
 

【日 時】5月 18日（水）15：00～17：00 
 

【講演講師】杜若経営法律事務所 パートナー弁護士 岸田 鑑彦氏 
 

【対 象 者】経営者・管理者の皆様 
 

【参 加 費】無料 
 

【申込方法】 

①下記 URLから申込フォームへアクセス下さい。 

https://tinyurl.com/AD0518 

②必要事項に入力していただきましたら【送信】を押してください。 

※ご参加には「e-mail アドレス」が必要となります 

※「申込コード」欄へは「RLH61」とご入力ください 

③申込後、当日参加用の URLが記載されたメールが届きましたら登録完了となります。 
 

【申込締切】5月 17日（火）17：00迄 
 

https://www.smrj.go.jp/institute/kansai/training/sme/2022/ucigs50000003g98.html
https://www.smrj.go.jp/institute/kansai/training/sme/2022/ucigs50000003goi.html
https://tinyurl.com/AD0518


【お問い合わせ先】あいおいニッセイ同和損害保険(株) 滋賀支店  

         地域戦略室  TEL:077-6149-9300 

 

～サイバー攻撃の現状と今できる対策について～ 
 

【日 時】5月 24日（火）14：00～16：00 
 

【講演講師】八雲法律事務所 山岡 裕明氏 
 

【セミナーでお伝えしたいこと】 

・2022年改正個人情報保護法施行から約 2か月の現状について 

・サイバー攻撃はこのように起こる 

・中小企業における最近のランサムウェア傾向と被害事例 

・被害に遭わないように今できること 

・万が一、被害にあった場合のやるべきこととは 
 

【参 加 費】無料 
 

【受講方法】 

①下記 URLから申込フォームへアクセス下さい。 

https://tinyurl.com/AD0524 

②必要事項に入力していただきましたら【送信】を押してください 

※ご参加には「e-mail アドレス」が必要となります 

※「申込コード」欄へは「RLH61」とご入力ください 

③申込後、当日参加用の URLが記載されたメールが届きましたら登録完了となります。 
 

【お問い合わせ先】あいおいニッセイ同和損害保険(株) 滋賀支店 

地域戦略室 TEL:077-524-6749  

 

 

⑥事業承継支援相談会のご案内 
 

事業承継引継ぎ支援センターでは下記会場・日程にて、相談会を開催されますのでお知ら

せします。なお、予約制となっておりますので相談希望の方は事前に予約をお願いします。 
 

【相談会場・相談日】 

場所/月 時間 5月 6月 7月 8月 9月 10月 

彦根商工会議所 10時

～ 

16時 

 

6日

（金） 

2日

（木） 

7日

（木） 

4日 

（木） 

1日

（木） 

6日

（木） 

長浜商工会議所 18日

（水） 

15日 

（水） 

20日 

（水） 

17日

（水） 

21日 

（水） 

19日

（水） 
 

【相談料】無料 
 

【お問い合わせ先】 

滋賀県事業承継・引継ぎ支援センター TEL：077-511-1505 

詳細は滋賀県事業承継・引継ぎ支援センターHPをご確認ください。 

https://shiga-hikitsugi.jp/consultation 
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⑦知財総合支援窓口について 
 

 知財総合支援窓口では下記会場にて専門家による無料相談会を実施されています。発明・

ネーミング・デザイン・ノウハウ・著作権など課題の解決にご利用ください。 
 

【会 場】長浜商工会議所 長浜市高田町 12-34 
 

【日 程】毎月第 3月曜日（祝日の場合は翌日）に開催されています。 
 

【時 間】①13：30 ②14：30 ③15：30から各 1時間です。 
 

【申し込み方法】長浜商工会議所（TEL：0749-62-2500）にお電話にてお申し込み下さい。 
 

【お問い合わせ先】INPIT 滋賀県知財総合支援窓口（TEL：077-558-3443） 

詳細は INPIT滋賀県知財総合支援窓口 HPをご確認ください。 

https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/shiga/consultation/consult_info/ 

 

 

 

https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/shiga/consultation/consult_info/

