経営者のための

事業
承継

知っておきたい

経営者交代時に

活用できる

支援施策

セミナー
参 加 費 無 料（ 予 約 制 ）

セミナー内容

開催概要

【 主 な 対 象 者 】中小企業・小規模事業者の経営者ならびに後継者等

第1部

経営者交代時に活用できる支援施策
第2部

公式ホームページ

参加希望日

月

※先着順、
定員に達し次第締め切らせていただきます。

【 開 催 時 間 】14時〜17時（受付：13時30分〜）

事業引継ぎ支援センターの取り組み

参加申込書

【 開 催 会 場 】全国47都道府県で開催します。
詳しくは裏面の開催会場一覧をご参照ください。

【

主

催

【 申 込 方 法 】ホームページ、またはFAXにてお申込ください。

ht t ps://2 8js s . sm r j.go.jp/

本セミナーへ参加いただくには事前のお申込が必要です。
下記事項をご記入の上、本紙をFAXにて送信願います。
日

（

）

フリガナ

氏名

企業・団体名

属性

中小企業経営者 ・ 個人事業主 ・ 後継者 ・ 支援機関 ・ 金融機関 ・ 士業 ・ その他（

電話
e-mail

〒

FAX:03-5413-0554

参加会場
都道府県

フリガナ

所在地

】独立行政法人 中小企業基盤整備機構

） 役職

-

（

）

FAX

（

）

@

【個人情報の取り扱いに関して】
個人情報保護法に定義されます個人情報に該当する情報については、当機構内で実施する事業で使用させて頂きます。当該個人情報の第三者（業務委託先を除く）への提供または開示はいたしません。
ただし、
お客様の同意がある場合、
および法令に基づき要請された場合については、当該個人情報は提供できるものといたします。

開催会場一覧
開催都市

会場

開催日

定員

北海道 札幌市 北海道経済センター（札幌商工会議所） 10月25日(火) 30人
青森県 青森市 青森県観光物産館アスパム

11月17日(木) 20人

岩手県 盛岡市 マリオス（盛岡地域交流センター） 11月18日(金) 20人

開催都市

会場

福井県 福井市 福井県繊協ビル

開催日

定員

11月16日(水) 20人

滋賀県 大津市 大津商工会議所（コラボしが２１） 10月26日(水) 20人
京都府 京都市 京都府中小企業会館

10月27日(木) 20人

10月18日(火) 30人

大阪府 大阪市 大阪商工会議所

10月7日(金) 50人

秋田県 秋田市 フォーラム・アキタ（一般財団法人 秋田県労働会館） 11月19日(土) 20人

大阪府 大阪市 大阪商工会議所

11月19日(土) 50人
11月11日(金) 30人

宮城県 仙台市 仙台青葉カルチャーセンター

山形県 山形市 山形県JAビル

10月20日(木) 20人

兵庫県 神戸市 三宮研修センター

福島県 福島市 杉妻会館

10月21日(金) 20人

奈良県 奈良市 アクティ奈良

10月6日(木) 20人

茨城県 水戸市 みまつホテル

11月8日(火) 20人

和歌山県 和歌山市 和歌山商工会議所

栃木県 宇都宮市 宇都宮コンファレンスホール

11月9日(水) 20人

鳥取県 鳥取市 鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館） 11月8日(火) 20人

群馬県 前橋市 前橋市中央公民館

11月16日(水) 20人

埼玉県 さいたま市 With Youさいたま（埼玉県男女共同参画推進センター） 10月6日(木) 30人

島根県 松江市 松江商工会議所ビル

11月9日(水) 20人

岡山県 岡山市 岡山コンベンションセンター（ママカリフォーラム） 10月7日(金) 30人

千葉県 千葉市 千葉市民会館

10月7日(金) 30人

広島県 広島市 RCC文化センター

東京都 豊島区 アットビジネスセンター池袋駅前 別館

9月27日(火) 50人

山口県 山口市 山口商工会議所会館

東京都 豊島区 アットビジネスセンター池袋駅前 別館 11月12日(土) 50人

11月22日(火) 20人

10月6日(木) 30人
10月21日(金) 20人

徳島県 徳島市 とくぎんトモニプラザ（徳島県青少年センター）11月18日(金) 20人

神奈川県 横浜市 市民フロア

11月11日(金) 30人

香川県 高松市 高松商工会議所

新潟県 新潟市 万代島ビル

11月15日(火) 20人

愛媛県 松山市 ピュアフル松山勤労会館（愛媛県勤労会館）10月13日(木) 30人

山梨県 甲府市 恩賜林記念館

10月25日(火) 20人

高知県 高知市 高知商工会館

長野県 長野市 長野市生涯学習センター

10月12日(水) 20人

福岡県 福岡市 リファレンスはかた近代ビル貸会議室 10月18日(火) 30人

静岡県 静岡市 静岡商工会議所静岡事務所会館

10月18日(火) 30人

佐賀県 佐賀市 オフィスサンシティビル

10月20日(木) 20人

長崎県 長崎市 長崎商工会館

10月19日(水) 20人

愛知県 名古屋市 名古屋VIP貸し会議室名古屋駅前店 11月22日(火) 50人

熊本県 熊本市 熊本商工会議所ビル

10月26日(水) 30人

岐阜県 岐阜市 岐阜市文化センター

11月11日(金) 20人

大分県 大分市 大分県中小企業会館

11月22日(火) 20人

三重県 津市

10月19日(水) 20人

宮崎県 宮崎市 KITENビル コンベンションホール

富山県 富山市 富山県中小企業研修センター

10月13日(木) 20人

鹿児島県 鹿児島市 天文館ビジョンホール

10月27日(木) 20人

石川県 金沢市 労済会館

11月15日(火) 30人

沖縄県 那覇市 沖縄県青年会館

11月15日(火) 20人

愛知県 名古屋市 名古屋VIP貸し会議室名古屋駅前店

三重県勤労者福祉会館

10月5日(水) 50人

10月12日(水) 30人

11月17日(木) 20人

11月8日(火) 20人

※会場等の詳細はホームページをご覧ください。
※会場にお越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。お車でお越しいただく場合、駐車料金等は参加者様のご負担となります。
（駐車場がない会場もございます。）

【お問い合わせ】

事 業 承 継セミナー事 務局

担 当: 田 村 、藤 澤

TEL.03-3470-0577 FAX.03-5413-0554
受付時間：平日10：00〜17：00（土・日・祝日を除く）

※セミナー開催の11／12（土）
・11／19（土）は平日と同様に受付

E-MAIL : 28jss@wm.smrj.go.jp

https://28jss.smrj.go.jp/
中小機構 事業承継セミナー

検索

