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 １ 資金                       

 ベンチャーや創業・開業に挑戦する皆様へ  

◎創業者・再チャレンジ支援資金 

新たに事業を始める方又は創業後５年未満の中小・小規模事業者の方若しくは廃業

後５年未満に再起業する方等がご利用できます。 

詳細は、県ホームページ「創業者・再チャレンジ支援資金」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g0910171.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課金融係 電話 027-226-3332 

 

◎創業に係る保証制度 

適正かつ健全な事業を営もうとする創業者の方に対して、その事業資金の円滑な供

給と、事業の発展に資することを目的とした保証制度です。 

詳細は、群馬県信用保証協会ホームページを御覧ください。 

ＵＲＬ https://gunma-cgc.or.jp/seido_category/s01 

問合せ先 群馬県信用保証協会保証統括部保証推進課 電話 027-231-8875 

円滑な事業承継を行おうとする皆様へ  

◎事業承継支援資金 

事業承継の際の事業用資産や株式の買取資金、事業用資産等に係る相続税等の納税

資金等を必要とする中小・小規模事業者の方がご利用できます。 

詳細は、県ホームページ「事業承継支援資金」を御覧ください。 

ＵＲＬ http://www.pref.gunma.jp/06/g0901669.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課金融係 電話 027-226-3332 

 

◎事業承継に係る保証制度 

中小企業者の課題である事業承継を後押しすることによって、地域経済の活性化に

資することを目的とした保証制度があります。 

詳細は、群馬県信用保証協会ホームページを御覧ください。 
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ＵＲＬ https://gunma-cgc.or.jp/seido_category/s06 

問合せ先 群馬県信用保証協会保証統括部保証推進課 電話 027-231-8875 

 

 経営の安定、強化・革新を図る皆様へ  

◎経営サポート資金及び経営サポート資金「新型コロナウイルス感染症対策資金」 

経済情勢等の変化による売上げの減少や取引先企業の倒産等により経営の安定に支

障が生じている中小・小規模事業者の方が、経営の安定や業況の回復を図るためにご

利用できます。 

また、令和２年４月１日から、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている

中小・小規模事業者の方を資金面から支援するため、経営サポート資金の一部につい

て金利の引き下げ等を行う「新型コロナウイルス感染症対策資金」を設定します。 

詳細は、県ホームページ「経営サポート資金」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g0910170.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課金融係 電話 027-226-3332 

 

◎制度融資の借換制度  

現在、制度融資で借り入れている債務の借換を行うことにより、返済負担を軽減

し、資金繰りを改善するためにご利用できます。 

詳細は、県ホームページ「制度融資をご利用できる方－借換制度について」を御覧

ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g0910013.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課金融係 電話 027-226-3332 

 

◎緊急経営改善資金   

県産業経済部が所管する制度融資の既往債務の返済負担を軽減するためにご利用で

きます。  

詳細は、県ホームページ「緊急経営改善資金」を御覧ください。 

※同一資金で借換する資金もありますので、県ホームページ「制度融資をご利用で

きる方－借換制度について」も参照してください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g0910020.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課金融係 電話 027-226-3332 
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◎小口資金 

小口の設備資金、運転資金を必要とする中小・小規模事業者の方がご利用できます。 

詳細は、県ホームページ「令和４年度県融資制度のご案内」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g0910014.html 

問合せ先 各市町村担当課 

 

◎特別小口資金 

小規模企業者の方がご利用できます。 

詳細は、県ホームページ「令和４年度県融資制度のご案内」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g0910014.html 

問合せ先 各市町村担当課 

 

◎小規模企業事業資金 

県内で継続して１年以上事業を行っている小規模企業者の方がご利用できます。 

詳細は、県ホームページ「小規模企業事業資金」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g0910015.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課金融係 電話 027-226-3332 

 

◎小口零細企業資金 

県内で継続して１年以上事業を行っている小規模企業者の方がご利用できます。 

詳細は、県ホームページ「小規模企業事業資金」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g0910015.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課金融係 電話 027-226-3332 

 

◎経営力強化アシスト資金  

金融機関や認定経営革新等支援機関の支援を受け、経営改善等を図る中小・小規模

事業者の方がご利用できます。 

詳細は、県ホームページ「経営力強化アシスト資金」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g0900719.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課金融係 電話 027-226-3332 

 



－ 1 資金 － 

 - 4 -

◎中小企業再生支援資金 

企業再生を図る中小・小規模事業者の方がご利用できます。 

詳細は、県ホームページ「中小企業再生支援資金」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g0910022.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課金融係 電話 027-226-3332 

 

◎中小企業パワーアップ資金 

県内経済発展のための牽引役として期待される、あるいは、ニューノーマル・ＳＤ

Ｇｓ等の視点から時勢に対応するための積極的な取り組みにより、経営力の向上を図

ろうとする中小・小規模事業者の方がご利用できます。 

 

詳細は、県ホームページ「中小企業パワーアップ資金」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g0910018.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課金融係 電話 027-226-3332 

 

◎デジタルトランスフォーメーション資金 

新たなデジタル技術を活用したＩＴ投資等によって生産性・企業価値の向上を図ろ

うとする中小・小規模事業者の方がご利用できます。 

詳細は、県ホームページ「デジタルトランスフォーメーション資金」を御覧くださ

い。 

ＵＲＬ http://www.pref.gunma.jp/06/g0901670.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課金融係 電話 027-226-3332 

 

◎経営安定、強化・革新等に係る保証制度 

経営の安定に支障を生じている中小・小規模事業者の資金調達を円滑化させること

を目的とした保証制度や、複数の保証付借入金の債務一本化等により資金繰りを円滑

化させることを目的とした保証制度など、資金調達の目的に応じた様々な保証制度が

あります。 

詳細は、群馬県信用保証協会ホームページを御覧ください。 

ＵＲＬ https://gunma-cgc.or.jp/seido_category/s02  

ＵＲＬ https://gunma-cgc.or.jp/seido_category/s03 

ＵＲＬ https://gunma-cgc.or.jp/seido_category/s04 
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ＵＲＬ https://gunma-cgc.or.jp/seido_category/s05 

ＵＲＬ https://gunma-cgc.or.jp/seido_category/s07 

ＵＲＬ https://gunma-cgc.or.jp/seido_category/s08 

ＵＲＬ https://gunma-cgc.or.jp/seido_category/s09 

ＵＲＬ https://gunma-cgc.or.jp/seido_category/s10 

問合せ先 群馬県信用保証協会保証統括部保証推進課 電話 027-231-8875 

 

※その他 

工場集団化や商店街近代化のための高度化資金もあります。 

 

 県内事業所の災害対策に取り組む皆様へ  

◎災害レジリエンス強化資金 

県内の既存施設において、防災・減災に資する直接的な設備投資を行おうとする事

業者の方がご利用できます。 

詳細は、県ホームページ「災害レジリエンス強化資金」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g0910021.html 

問合せ先 群馬県産業経済部未来投資・デジタル産業課投資促進係 

電話 027-226-3317 

 

 新分野への進出や新たな研究開発に取り組む皆様へ  

◎総合特区支援利子補給金（群馬がん治療技術地域活性化総合特区）  

医療産業分野へ取り組む企業が、金融機関から必要な資金を借り入れる場合に、総合

特区支援利子補給金を支給します。 

詳細は、県ホームページ「総合特区支援利子補給金（群馬がん治療技術地域活性化総

合特区）」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/bh01_00056.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課ものづくりイノベーション室マーケティング支援係 

電話 027-226-3359 
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２ 補助金・助成金等                

 ベンチャーや創業・開業に挑戦する皆様へ  

◎地方創生起業支援 

地域課題の解決を目的として新たに起業する方等に対し、「起業支援金」の交付と

起業後のフォローアップ支援を行います。 

詳細は、県ホームページ「起業・創業支援」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct00005981.html 

問合せ先 

 群馬県産業経済部未来投資・デジタル産業課スタートアップ推進室連携促進係 

電話 027-226-3336 

 (公財)群馬県産業支援機構総合相談課電話 027-265-5013 

 

 経営の安定、強化・革新を図る皆様へ  

◎ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 

中小・小規模事業者等が取り組む、生産性向上に資する革新的なサービス開発・試

作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援するものです。加えて、業

況が厳しい中で賃上げ等に取り組む事業者を支援します。 

詳細は、全国中小企業団体中央会ホームページ「ものづくり補助金総合サイト」を

御覧ください。 

ＵＲＬ http://portal.monodukuri-hojo.jp/ 

問合せ先 ものづくり補助金事務局サポートセンター 電話 050-8880-4053 

 

◎ものづくり等高度連携・事業再構築促進事業 

複数の中小企業等が連携し、連携体全体として新たな付加価値の創造や生産性の向

上を図るプロジェクトや、新分野展開、業態転換、革新的な製品・サービス開発、生

産プロセス等の改善に取り組むプロジェクトを最大 2 年間支援します。 

詳細は、公募開始後に要領等をご確認ください。   

問合せ先 中小企業庁 技術・経営革新課  電話 03-3501-1929 
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事業の再構築に挑戦する皆様へ  

◎事業再構築補助金 

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切

った事業再構築を支援する制度です。 

詳細は、「事業再構築補助金サイト」をご確認ください。 

ＵＲＬ  https://jigyou-saikouchiku.go.jp/ 

問合せ先 事業再構築補助金事務局コールセンター 電話 0570-012-088 

 

事業承継に取り組む皆様へ  

◎事業承継・引継ぎ補助金 

中小・小規模事業者の事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新等

を行う事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助するとともに、事業再

編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助します。 

詳細は、募集開始後に要領等をご確認ください。 

問合せ先 中小企業庁 財務課 

     電話 03-3501-5803 

 

産学官連携や新たな研究開発に取り組む皆様へ  

◎ぐんまＤＸ技術革新補助金   

デジタル技術を活用した製品開発や DX 推進等を行おうとする場合に、必要な経費

の一部を補助します。 

（１）ぐんま DX 技術革新補助金 

本県中小企業者が行う次のいずれかの枠に該当する研究開発で生産性・企業価値

の向上を実現する事業を支援します。 

①デジタル実装枠 

②カーボンニュートラル枠 

③ビジネスモデル変革枠 

（２）ぐんま技術革新チャレンジ補助金 

共同実施市町村と県が連携して、地域特色を生かした幅広い研究開発を支援しま
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す。 

詳細は、県ホームページ「ぐんま DX 技術革新補助金・ぐんま技術革新チャレンジ補

助金」を御覧ください。 

ＵＲＬ  https://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct00005121.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課ものづくりイノベーション室技術開発係  

電話 027-226-3352 

 

◎群馬産業技術センター 公募型共同研究 

県内企業から製品開発テーマを公募し、企業と産業技術センターの共同研究で新製

品開発や新技術開発を行う制度です。ＩｏＴ・ＡＩ技術、水素・再生可能エネルギ

ー、次世代自動車、健康・医療、ぐんまブランド力向上に資するもの、その他成長分

野など広くテーマを募集いたします。 

詳細は、県立産業技術センターホームページ「共同研究等の制度」を御覧くださ

い。 

ＵＲＬ http://www.tec-lab.pref.gunma.jp/research/kyodo/ 

問合せ先 群馬産業技術センター企画管理係 電話 027-290-3030 

 

◎繊維工業試験場 公募型共同研究  

県内企業から製品開発テーマを公募し、企業と繊維工業試験場の共同研究で製品開

発を行う制度です。繊維産業分野だけでなく、健康・医療分野や農業分野、産業用資

材開発など広くテーマを募集いたします。 

問合せ先 繊維工業試験場技術支援係 電話 0277-52-9950 

 

◎小規模事業者持続化補助金 

小規模事業者のビジネスプランに基づく経営を推進するため、商工会・商工会議所

と一体となって経営計画を作成し、地道な販路開拓等に取り組む費用、あるいは販路

開拓等とあわせて行う業務効率化（生産性向上）の取組が支援されます。 

問合せ先 

 各商工会、各商工会議所 

 群馬県商工会連合会経営支援課 電話 027-231-9779 

 

販路開拓・受注機会の拡大を目指す皆様へ  
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◎医療機器産業参入支援 

医療機器産業への参入を目指す企業向けに、国内で開催される展示商談会への出展

（オンライン上で開催される展示会を含む）を支援します。 

詳細は、県ホームページ「ぐんま医療・福祉関連展示商談会等出展支援補助金」を

御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g16g_00116.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課ものづくりイノベーション室マーケティング支援係  

電話 027-226-3359 

 

地場産業のパワーアップを目指す皆様へ  

◎繊維産業産地活性化推進補助金 

繊維関連団体（産地組合や企業グループ等）が実施する産地のブランド力向上や販

路開拓、人材育成、新ビジネス展開に挑戦しようとする取組を支援します。 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課地場産業係 電話 027-226-3358 

 

◎群馬県中小企業外国出願支援事業 

県内中小企業者が、外国特許庁へ特許・意匠・商標の出願をする際に要する経費を

助成します。 

詳細は、(公財)群馬県産業支援機構ホームページ「外国出願支援事業」を御覧くだ

さい。 

ＵＲＬ https://www.g-inf.or.jp/html/subsidy_001.html 

問合せ先  

 (公財)群馬県産業支援機構経営支援課 電話 027-265-5012 

 群馬県産業経済部地域企業支援課ものづくりイノベーション室技術開発係  

電話 027-226-3352 

 

◎JAPAN ブランド育成支援等事業費補助金 

中小企業者等が実施する海外展開等を見据えた新商品・サービスの開発・改良、ブラ

ンディングや、新規販路開拓等の取組を支援します。 
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詳細は、中小企業庁ホームページ「JAPAN ブランド育成支援事業」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/ 

問合せ先 

 中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課 電話 03-3501-1767 

 関東経済産業局産業部経営支援課地域ブランド展開支援室 電話 048-600-0264 

 群馬県産業経済部地域企業支援課地場産業係 電話 027-226-3358 

 

国際競争力の強化を図る皆様へ  

◎ベトナムとの経済交流（レンタル工場への入居支援） 

日系商社等と提携し、ベトナム国内工業団地のレンタル工場への入居を支援します。 

詳細は、県ホームページ「県と日系商社との海外工業団地に関する協定の締結」を御

覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g1600814.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課ものづくりイノベーション室マーケティング支援係  

電話 027-226-3359 

 

◎地場産品の輸出促進（グローバルビジネス実践塾） 

県内事業者の海外展開を促進するため、輸出に関する基礎知識習得から商談会参加

までを、一貫して体験する「グローバルビジネス実践塾」を実施します。（例年４～

５月に募集） 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課ものづくりイノベーション室マーケティング支援係 

電話 027-226-3359 

 

◎海外ビジネス展開ネットワークを活用した中小企業海外展開支援 

事業者の海外展開に関する具体的な課題解決のため、ジェトロや金融機関等の支援

機関と連携して事業（相談、情報提供、セミナーなど）を実施します。 

問合せ先 

 群馬県産業経済部地域企業支援課ものづくりイノベーション室マーケティング支援係  

電話 027-226-3359 

 日本貿易振興機構（ジェトロ）群馬貿易情報センター  電話 027-310-5205 

 



－ ２ 補助金・助成金等 － 

 - 11 -

 働く方々のスキルアップを目指す皆様へ  

◎認定職業訓練事業費補助 

職業能力開発促進法に基づき、従業員等に認定職業訓練を行う中小企業事業主等

に、運営費の一部を補助します。 

詳細は、厚生労働省ホームページ「認定訓練助成事業費補助金」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzai 

kaihatsu/nintei/02.html 

問合せ先 群馬県産業経済部労働政策課産業人材育成室技能振興係 

電話 027-226-3414 
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３ 相談・アドバイス（窓口・専門家派遣）                       

 ベンチャーや創業・開業に挑戦する皆様へ  

◎ビジネスサポート BASE ぐんま“ココカラ”【(公財)群馬県産業支援機構】 

 （創業に係る相談窓口として令和 3 年度末まで設置していた「創業支援センター」の

相談機能は、「ビジネスサポート BASE ぐんま“ココカラ”」に一元化しました。） 

 ※ビジネスサポート BASE ぐんま“ココカラ”については、「経営の安定、強化・革新

を図る皆様へ」の項目にてご確認ください。 

 

◎ぐんま創業者支援塾【(公財)群馬県産業支援機構】 

創業者のビジネスプランの磨き上げや創業直後の課題の解決、創業者同士のネットワ

ーク構築などを目的として、創業後の方を対象とした塾を実施しています。 

問合せ先 

 群馬県産業経済部未来投資・デジタル産業課スタートアップ推進室連携促進係  

電話 027-226-3336 

 (公財)群馬県産業支援機構総合相談課 

電話 027-265-5013 

 

 経営の安定、強化・革新を図る皆様へ  

◎ビジネスサポート BASE ぐんま“ココカラ”・群馬県よろず支援拠点【(公財)群馬県産

業支援機構】 

経営戦略や販路開拓、DX、事業再構築、経営革新等の経営課題や多様な起業ニーズ

等に対して、幅広い知識と経験を有するマネージャーがアドバイスを行います。 

詳細は、(公財)群馬県産業支援機構ホームページ「ビジネスサポート BASE ぐん

ま」または、群馬県よろず支援拠点ホームページ「群馬県よろず支援拠点」を御覧く

ださい。 

【対象者】中小・小規模事業者 

【費 用】無料 

ＵＲＬ（ビジネスサポート BASE ぐんま） https://www.g-
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inf.or.jp/html/consultation_001.html 

ＵＲＬ（群馬県よろず支援拠点） https://www.yorozu-gunma.jp/ 

問合せ先 

 (公財)群馬県産業支援機構ビジネスサポート BASE ぐんま“ココカラ” 

電話 027-265-5013 

 群馬県よろず支援拠点 電話 027-265-5016 

 

◎事業協同組合等の設立相談 

中小企業等協同組合法に基づく共同事業等を行おうとする中小・小規模事業者の方

が、組合設立等の相談窓口としてご利用できます。 

【対象者】共同生産加工、共同販売、共同受注等、組合員の事業に関する共同事業を

行おうとする４人以上の中小・小規模事業者 

【費 用】無料 

問合せ先 群馬県中小企業団体中央会 電話 027-232-4123 

 

◎事業協同組合等の運営相談 

事業協同組合等の経営上の問題（管理、事業運営、会計、税務、金融、労働等）につ

いての相談や指導員による巡回指導、専門家による個別指導が受けられます。 

 【対象者】事業協同組合、企業組合、商工組合等 

【費 用】無料 

問合せ先 群馬県中小企業団体中央会 電話 027-232-4123 

 

◎商工会・商工会議所等の行う経営改善普及事業 

主として小規模事業者の方が商工会・商工会議所等の経営指導員に経営に関する相

談を行い、指導を受けられるとともに、必要に応じて専門家の派遣も受けられます。 

 【対象者】小規模事業者等 

【費 用】無料 

問合せ先 

 各商工会、各商工会議所 

 群馬県商工会連合会経営支援課 電話 027-231-9779 

 

◎商工会議所・商工会連合会の行う経営安定特別相談事業 
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取引先が倒産した、債権保全をしたい、仕事の受注量が減った、赤字経営が解消さ

れない、こうした経営問題に関して、倒産を未然防止するために秘密厳守・無料でご

相談に応じます。 

 【対象者】中小・小規模事業者 

【費 用】無料。ただし、法手続など費用負担が生じる場合は相談者負担。 

問合せ先 

 前橋、高崎、桐生、伊勢崎、太田、館林商工会議所 

 群馬県商工会連合会経営支援課 電話 027-231-9779 

 

◎融資相談 

円滑な資金調達を図るため中小・小規模事業者からの制度融資に関する相談に応じ

ます。 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課金融係  電話 027-226-3332 

 

◎中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジ支援 

中小企業活性化協議会がハブとなって金融機関、民間専門家、各種支援機関とも連携

し、様々な経営上の問題点を抱えている中小企業に対して、収益力改善・事業再生・再

チャレンジを一元的に支援します。  

【対象者】県内中小企業者 

【費 用】無料 

問合せ先 群馬県中小企業活性化協議会((公財)群馬県産業支援機構内)  

電話 027-265-5061 

 

◎経営革新計画承認制度 

 経営革新計画は、事業者が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を

図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。 

計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できるほか、計画

が県に承認されると様々な支援策の対象となります。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g0910001.html 

問合せ先[申請窓口]  

群馬県産業経済部地域企業支援課経営・事業承継支援係 電話 027-226-3339 

問合せ先[策定･実行] 
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 (公財)群馬県産業支援機構 ビジネスサポート BASE ぐんま“ココカラ”  

電話 027-265-5013 

 商工会（連合会）、各商工会議所 

 認定経営革新等支援機関 

 

 

◎プロフェッショナル人材戦略拠点 

県内の中小・小規模事業者等に対し、その成長の具現化に必要となる、経験豊富

な、プロフェッショナル人材の活用を促します。また、こうした人材の地方環流、集

積を促進するため、地域金融機関や地元経済団体、民間人材ビジネス事業者などと連

携し、県内中小・小規模事業者等の人材確保を支援します。 

詳細は、(公財)群馬県産業支援機構ホームページ「プロフェッショナル人材戦略拠

点」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.g-inf.or.jp/html/professional_001.html 

問合せ先 群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点（(公財)群馬県産業支援機構内） 

電話 027-265-5057 

 

◎ものづくりマイスター（熟練技能者）派遣 

群馬地域技能振興コーナーが、若年技能者育成のために、事業所（中小企業に限る）

に「ものづくりマイスター」（熟練技能者）を派遣して、技能指導等を行います。 

問合せ先 

 群馬地域技能振興コーナー（群馬県職業能力開発協会内） 

電話 0270-23-7761 

 群馬県産業経済部労働政策課産業人材育成室技能振興係 

電話 027-226-3414 

 

 事業承継に取り組む皆様へ  

◎事業承継×デジタル化サポート事業（専門家派遣事業） 

  事業承継に係る課題や経営課題等の見える化を行うとともに、課題解決や経営力強

化（磨き上げ）に向け、専門家がサポートします。     

経営力強化等の手段としてデジタル技術の活用可能性についても提案します。 
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【対象者】県内中小・小規模事業者 

【費 用】無料。ただし、専門家派遣は３回以内、年間３０事業者まで。 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課 経営・事業承継支援係  

電話 027-226-3339 

 

◎事業承継・引継ぎ支援センターによる事業承継支援【(公財)群馬県産業支援機構】  

県内中小・小規模事業者の円滑な事業承継・引継ぎに向け、事業承継に関する相

談、M＆A マッチング支援、事業承継計画策定支援、経営者保証解除に向けた支援等

をワンストップで対応します。 

【対象者】県内中小・小規模事業者 

【費 用】相談無料 

詳細は、ホームページ「群馬県事業承継・引継ぎ支援センター」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.g-inf.or.jp/html/regeneration_003.html 

問合せ先 事業承継・引継ぎ支援センター（(公財)群馬県産業支援機構内) 

電話 027-265-5040 

 

産学官連携や新たな研究開発に取り組む皆様へ  

◎ものづくりに関する技術支援 

群馬産業技術センター及び東毛産業技術センターにおいて、中小企業等のものづく

りに関する技術的課題に対して相談やアドバイス（無料）、各種試験・評価（有料）

などを行います。 

また、繊維工業試験場において、繊維に関する技術的課題に対して相談やアドバイ

ス（無料）、各種試験・評価（有料）などを行います。 

ＵＲＬ 県立産業技術センターホームページ「技術相談」 

http://www.tec-lab.pref.gunma.jp/consult/index.html 

繊維工業試験場ホームページ「技術支援業務」 

https://www.pref.gunma.jp/07/p20210029.html 

問合せ先 

 群馬産業技術センター企画管理係 電話 027-290-3030 

 東毛産業技術センター機械技術係 電話 0276-40-5090 

 繊維工業試験場   技術支援係 電話 0277-52-9950 
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◎受託研究 

中小企業等のニーズに基づき研究を受託し、依頼企業から研究のための経費相当額

を受け入れて企業に代わって研究を行います。 

【費 用】有料 ※研究内容により料金が異なります。あらかじめお問い合わせくだ

さい。 

問合せ先 

 群馬産業技術センター企画管理係 電話 027-290-3030 

 東毛産業技術センター機械技術係 電話 0276-40-5090 

 繊維工業試験場技術支援係 電話 0277-52-9950 

 

◎知財総合支援窓口 

知的財産に関する悩みや課題をワンストップで解決する知財総合支援窓口を設置し

て、知的財産の活用・事業化の促進につなげます。 

詳細は、（独）工業所有権情報・研修館ホームページ「ＩＮＰＩＴ 群馬県知財総

合支援窓口」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/gunma/ 

問合せ先 

 前橋本所 027-290-3070 

 太田支所 0276-55-5464 

 

◎自動車サプライヤー支援センター  

変革期を迎えている自動車部品のサプライヤーを対象に、コーディネーターによる

技術支援やデジタル分野の人材育成、最新情報の発信を行い、地域企業の抱える課題

への解決策となる取組を展開します。 

詳細は、（公財）群馬県産業支援機構ホームページ「自動車サプライヤー支援セン

ター事業」を御覧ください。 

  

ＵＲＬ https://www.g-inf.or.jp/html/car_001.html 

問合せ先 （公財）群馬県産業支援機構自動車サプライヤー支援センター 

電話 027-265-5015 
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◎事業多角化や新分野進出に向けた相談・助言  

事業多角化や新分野進出を目指す企業に対し、コーディネーターがマッチングや新

たな取引構築に向けた相談・助言を行います。 

詳細は、特定非営利活動法人北関東産官学研究会ホームページを御覧ください。 

ＵＲＬ http://www.hikalo.jp/ 

問合せ先 特定非営利活動法人北関東産官学研究会 電話 0277-46-1060 

 

◎製造現場やサービス現場へのロボット導入相談・助言 

製造現場等へのロボット導入を検討している企業に対し、コーディネーターが相談・

助言を行います。 

 

問合せ先 （公財）群馬県産業支援機構工業支援課 電話 027-265-5015 

 

◎スマートファクトリー化に向けた相談・助言 

デジタル技術の活用によりスマートファクトリー化に取り組む企業に対し、コーデ

ィネーターが相談・助言を行います。 

 

問合せ先 （公財）群馬県産業支援機構工業支援課 電話 027-265-5015 

 

◎航空宇宙産業参入支援 

航空宇宙産業への参入を目指す企業向けに、産学官連携、宇宙ベンチャーとの共創

により、宇宙ビジネス参入や衛星データ利活用、研究開発を伴走支援します。また、

メールマガジンによる最新情報の提供等を行います。 

詳細は、県ホームページ「ぐんま航空宇宙産業振興協議会”Ｈｉｚｕｒｕ”」を御覧く

ださい。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g1600768.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課ものづくりイノベーション室技術開発係 

電話 027-226-3352 

 

 販路開拓・受注機会の拡大を目指す皆様へ  

◎上海事務所による相談 
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中国における県内企業のビジネス展開を支援するため、群馬県上海事務所において

相談の対応や専門家の紹介を行うほか、現地視察先や商談先の手配・訪問同行・通訳

等を行います。 

詳細は、群馬県上海事務所ホームページを御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.gunmash.cn/jp/ 

問合せ先 群馬県上海事務所 電話 +86-21-5290-6218 

 E-mail gunma.pref@gunmash.cn 

 

◎受発注取引あっせん 

受注・発注企業の紹介あっせん及び企業情報等の提供を行うほか、下請取引の適正

化に関する相談に応じます。 

【費 用】無料 

問合せ先 (公財)群馬県産業支援機構工業支援課 電話 027-265-5015 

 

◎販路開拓支援 

提案型企業として販路開拓を目指す皆様を支援するため、ものづくり販路支援コー

ディネーターが、販路計画書作成支援、展示商談会での展示・商談方法アドバイス等

を行います。 

【費 用】無料 

問合せ先 (公財)群馬県産業支援機構工業支援課 電話 027-265-5015 

 

◎マッチング支援 

県内事業者によるコンベンション開催需要の獲得を支援するため、コンベンション

産業支援コーディネーターが、主催者等のニーズに合ったコンベンションパートナー

を紹介します。 

詳細は、県ホームページ「コンベンションパートナー」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/07/ay01_00031.html 

問合せ先 群馬県産業経済部戦略セールス局イベント産業振興課 

ＭＩＣＥ推進係 電話 027-897-2708 

 

 国際競争力の強化を図る皆様へ  
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◎広域首都圏輸出製品技術支援センターにおける技術相談 

群馬産業技術センターにおいて、国際規格（電気、機械、化学など）に精通した専

門相談員による、海外向け製品の技術相談を行います。 

詳細は、（地独）東京都立産業技術研究センターホームページ「ＭＴＥＰ／広域首

都圏輸出製品技術支援センター」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.iri-tokyo.jp/site/mtep/ 

問合せ先 

 (地独)東京都立産業技術研究センター輸出製品技術支援センター 

電話 03-5530-2126 

 群馬産業技術センター企画管理係 電話 027-290-3030 

 

◎標準化活用支援パートナーシップ制度 

自治体・産業振興機関、地域金融機関、大学・公的研究機関等(パートナー機関)と

一般財団法人日本規格協会(JSA)が連携し、標準化を通じて、中堅・中小企業等の優

れた技術・製品の国内外におけるマーケティングを支援(情報提供、助言等)します。 

詳細は、経済産業省ホームページ「標準化活用支援パートナーシップ制度」を御覧

ください。 

ＵＲＬ https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun-kijun/katsuyo/partner/i

ndex.html 

問合せ先 

 (一財)日本規格協会(JSA) 総合標準化相談室 電話 050-1742-6025          

 群馬産業技術センター企画管理係 電話 027-290-3030 

 

 環境・省エネ・安全対策の推進に取り組む皆様へ  

◎群馬県ＢＣＰ（事業継続計画）策定支援  

群馬県と東京海上日動火災保険(株)との協定の下、「災害に強い群馬」を目指し

て、県内企業のＢＣＰの普及・策定支援を図るため、希望する企業を訪問し、個別具

体的なＢＣＰ策定を支援します。 

詳細は、県ホームページ「群馬県のＢＣＰ（事業継続計画）策定支援について」を

御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g0900986.html 
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問合せ先 

 群馬県産業経済部地域企業支援課経営・事業承継支援係 電話 027-226-3339 

 東京海上日動火災保険(株)群馬支店前橋支社 電話 027-235-7714 

 

 雇用の安定を図る皆様へ  

◎若者の採用に関する相談・アドバイス 

群馬県若者就職支援センター（ジョブカフェぐんま）では、若者の採用に関する相

談・アドバイスなどを行っています。 

詳細は、ジョブカフェぐんまホームページ「企業の方へ」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.wakamono.jp/corporate/index.php 

問合せ先 

 群馬県若者就職支援センター高崎センター【高崎】電話 027-330-4510 

 群馬県若者就職支援センター東毛サテライト【桐生】電話 0277-20-8228 

 群馬県産業経済部労働政策課就労支援係 電話 027-226-3404 

 

◎女性の再就職応援事業（仮称） 

  国・市町村と連携し、再就職等を希望する女性を対象とした再就職支援セミナー及

び再就職相談を県内８市町で実施します。 

詳細が決まり次第、県ホームページに公開します。 

問合せ先群馬県産業経済部労働政策課就労支援係 電話 027-226-3404 

 

◎中高年齢者の採用に関する相談（シニア就業支援センター） 

群馬県若者就職支援センター（ジョブカフェぐんま）高崎センター内に設置してい

る「シニア就業支援センター」では、中高年齢者の採用を考えている企業の方への相

談・情報提供を行っています。 

【相談内容】中高年齢者の採用・定着に関するコンサルティング など 

問合せ先 

 シニア就業支援センター 電話 027-381-8872 

 群馬県産業経済部労働政策課就労支援係 電話 027-226-3404 

 

◎企業に対する障害者雇用についての相談・支援（障害者就労サポートセンター） 
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労働政策課内に、障害者の就労に係る施策を総合的に展開する「障害者就労サポー

トセンター」を設置しています。当サポートセンターに配置された職員が、個別企業

の実情に合わせた相談・支援を行います。 

問合せ先 群馬県産業経済部労働政策課就労支援係 電話 027-226-3403 
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 ４ 機器開放・施設開放              

 産学官連携やあらたな研究開発に取り組む皆様へ  

◎産業技術センターの試験機器等の利用（機器開放）  
産業技術センターに設置されている研究開発のための試験研究機器をご利

用いただけます。 
詳細は、県立産業技術センターホームページ「機器使用について」を御覧

ください。 
ＵＲＬ http://www.tec-lab.pref.gunma.jp/setsubi/kiki/ 
問合せ先 

 群馬産業技術センター企画管理係 電話 027-290-3030 
 東毛産業技術センター機械技術係 電話 0276-40-5090 

 
◎産業技術センターの開放研究室  

産業技術センターの設備・機器およびソフト面の支援を活用して研究開発
などを行う県内中小企業の方に、当センター内の研究室（開放研究室）を貸
し出します。 

詳細は、県立産業技術センターホームページ「開放研究室の利用につい
て」を御覧ください。 

ＵＲＬ http://www.tec-lab.pref.gunma.jp/setsubi/incubation/ 
問合せ先 

 群馬産業技術センター企画管理係 電話 027-290-3030 
 東毛産業技術センター機械技術係 電話 0276-40-5090 

 
◎産業技術センターの多目的ホール、研修室等  

研修、会議、展示会等に利用できる多目的ホール、研修室等の施設を貸し
出します。 

詳細は、県立産業技術センターホームページ「施設利用について」を御覧
ください。 

ＵＲＬ http://www.tec-lab.pref.gunma.jp/setsubi/sisetsu/index.html 
問合せ先 

 群馬産業技術センター企画管理係 電話 027-290-3030 
 東毛産業技術センター機械技術係 電話 0276-40-5090 
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５ 研修・セミナーなど                      

 経営の安定、強化・革新を図る皆様へ  

◎ぐんまＳＤＧｓ推進ネットワーク 

ＳＤＧｓの概要、企業の取組状況などを紹介し、具体的な導入方法を学ぶ講習やセ

ミナーなどを実施します。また、先進事例をとりまとめたビジネスプラクティスによ

る情報発信などの支援を行います。 

詳細は、ぐんまＳＤＧｓ推進ネットワークホームページ「ＳＤＧｓぐんまビジネス

ポータル」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://sdgsgunma-bp.com  

問合せ先 ぐんまＳＤＧｓ推進ネットワーク（事務局：群馬県産業経済部産業戦略

室新事業推進係）電話 027-226-2974 

 

◎ＢＣＰ（事業継続計画）策定支援 

ＢＣＰの概要、企業の取組状況などを紹介し、具体的な策定の方法を説明します。

また、個別の BCP 策定支援はもちろんのこと、実効力のあるＢＣＰ策定のためのポ

イントなどを解説するセミナー、中小・小規模事業者等の方向けにＢＣＰの策定を支

援するワークショップ、ＢＣＭ（事業継続マネジメント）支援を行います。 

詳細は、県ホームページ「群馬県のＢＣＰ（事業継続計画）策定支援について」を

御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g0900986.html 

問合せ先 

 群馬県産業経済部地域企業支援課経営・事業承継支援係 電話 027-226-3339 

 東京海上日動火災保険㈱群馬支店前橋支社 電話 027-235-7714 

 

◎サービス産業イノベーションセミナー 

サービス産業の生産性向上やニューノーマル対応を図るため、ＩＴに関するセミナ

ー及び講習会を開催します。 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課流通・サービス業係  

電話 027-226-3344 
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 産学官連携や新たな研究開発に取り組む皆様へ  

◎中小企業研修（一般研修） 

県内企業の技術力の向上や後継者育成を目的に、研修を実施します。 

詳細は、県立産業技術センターホームページ「研修・セミナーの開催一覧」を御覧

ください。 

ＵＲＬ http://www.tec-lab.pref.gunma.jp/seminar/seminar_list.html 

問合せ先 群馬産業技術センター企画管理係 電話 027-290-3030 

 

◎中小企業研修（受託研修） 

企業や各種団体からの高度な研修の要望に、個々に対応します。オーダーメイドで

研修内容を自由に設計できます。 

問合せ先 群馬産業技術センター企画管理係 電話 027-290-3030 

 

◎技術講習会及び成果報告会 

最新技術の講習会や産業技術センターの研究成果を発表する報告会などを開催します。 

問合せ先 群馬産業技術センター企画管理係 電話 027-290-3030 

 

◎技術講演会及び成果報告会 

繊維関連の情報を提供する技術講演会や繊維工業試験場の研究成果や製品試作等に

関する報告会などを開催します。 

問合せ先 繊維工業試験場技術支援係 電話 0277-52-9950 

 

 地場産業のパワーアップを目指す皆様へ  

◎専門技術研修 

県内繊維関連企業の技術力向上や後継者育成を目的に、専門的な知識 

・技術の習得を図るための研修を実施します。 

問合せ先 繊維工業試験場技術支援係 電話 0277-52-9950 
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◎受託研修  

繊維関連企業の要望に合わせたオーダーメイドによる研修を実施するほか、職員の

講師派遣も行います。 

問合せ先 繊維工業試験場技術支援係 電話 0277-52-9950 

 

 地域・まちなかの活性化に取り組む皆様へ  

◎官民連携によるリノベーションまちづくりの推進事業 

民間のまちづくり会社が空き家・空き店舗等の遊休不動産を活用し、地域の課題を

解決する新しいコンテンツ（産業）を創出する活動を支援するため、セミナー等を開

催します。 

詳細は、県ホームページ「リノベーションまちづくり」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g0901266.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課流通・サービス業係 電話 027-226-

3342 

 

◎ｅスポーツ関連セミナー・フォーラム 

近年、大きな注目を集めているｅスポーツについて、理解を深めるとともに、ｅス

ポーツを活用した地方創生、ビジネス参入や人づくりに関する必要な知識・ノウハウ

を学ぶセミナー等を開催します。 

問合せ先 群馬県産業経済部戦略セールス局ｅスポーツ・新コンテンツ創出課 

ｅスポーツ係 電話 027-897-2706 

 

 国際競争力の強化を図る皆様へ  

◎物流セミナー 

県内に立地する企業等を対象に、物流をテーマとしたセミナー等を開催します。 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課流通・サービス業係 電話 027-226-

3342 
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 雇用の安定を図る皆様へ  

◎企業向け障害者雇用研修会 

障害者雇用への理解・認識を深めていただく機会として、以下の研修会を開催しま

す。いずれも参加費は無料です。 

（１）地域別研修会 

【対 象 者】企業の経営者や人事担当者など 

【目   的】障害者の受入れに向けた障害者雇用全般の理解促進 

【期日・会場】年間 8 回開催（オンライン含む） 

※事前に参加者募集の広報等を行います。 

（２）定着支援研修会 

【対 象 者】企業内で障害者と一緒に働く方など 

【目   的】障害者を採用後の職場内での配慮方法等の理解促進 

【期日・会場】企業からの依頼を受けて随時開催 

問合せ先 群馬県産業経済部労働政策課就労支援係 電話 027-226-3403 

 

◎障害者テレワークセミナー 

  県内企業の 障害者雇用促進及び障害者の就労機会拡大を目的に、障害者テレワーク

セミナーを開催します。 

  詳細が決まり次第、県ホームページに掲載します。 

問合せ先 群馬県産業経済部労働政策課就労支援係 電話 027-226-3403 

 

◎外国人雇用管理セミナー 

外国人労働者の適正な管理と労働条件の確保等を目的として開催します。 

詳細は、県ホームページ「外国人の雇用」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g22g_00103.html 

問合せ先 

 群馬労働局職業安定部職業対策課 電話 027-210-5008 

 群馬県産業経済部労働政策課労働政策係  電話 027-226-3402 

 

 働く方々のスキルアップを目指す皆様へ  

◎モデルベース開発人材育成 
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デジタル技術を活用した仮想空間上での開発手法を学ぶ人材育成講座を開催しま

す。 

【対象者】モデルベース開発を活用している、または検討中の県内企業の従業者等 

問合せ先 （公財）群馬県産業支援機構自動車サプライヤー支援センター 

電話 027-265-5015 

 

◎ロボットシステムインテグレーターの育成講座 

製造現場やサービス現場へのロボット導入に際し、必要不可欠なロボットシステム

インテグレーターの育成講座を開講します。 

【対象者】製造現場やサービス現場へのロボット導入を検討している県内企業の従業

者等 

問合せ先 （公財）群馬県産業支援機構工業支援課 電話 027-265-5015 

 

◎IoT・AI 人材育成 

業務の高効率化、高付加価値化を目指し、IoT・AI 導入を検討している県内企業に

自社の IoT・AI 導入をリードする人材の育成講座を開催します。 

【対象者】IoT・AI 導入を検討している県内企業の従業者等 

問合せ先 群馬産業技術センタースマートファクトリー推進係 電話 027-290-3030  

 

◎スキルアップセミナー（在職者訓練） 

群馬県立産業技術専門校では、企業の皆様や在職者の方々のレベルアップ、課題解

決等を応援するため、「スキルアップセミナー」を実施します。 

詳細は、県ホームページ「スキルアップセミナー（在職者訓練）のご案内【随時募

集】」または各専門校ホームページを御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g2910002.html 

問合せ先 

 前橋産業技術専門校 電話 027-230-2211 https:// maetech.ac.jp/ 

 高崎産業技術専門校 電話 027-320-2221 https://takatech.ac.jp/ 

 太田産業技術専門校 電話 0276-31-1776 https://otatech.ac.jp/ 

 群馬県産業経済部労働政策課産業人材育成室技術人材係 電話 027-226-3412 

 

◎ものづくり現場新人研修  
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ものづくり企業の新人が、製造現場で不可欠となる基礎知識（図面やＱＣの基本

等）を習得するための研修会を実施します。 

詳細は、(公財)群馬県産業支援機構ホームページ「ものづくり現場新人研修」を御

覧ください。 

ＵＲＬ https://www.g-inf.or.jp/html/training_003.html 

問合せ先 

 公益財団法人群馬県産業支援機構工業支援課 電話 027-265-5015 

 

◎技能五輪全国大会 

若手技能者が、日頃の鍛錬の成果を競い合い、さらなる技能水準の向上を図ること

を目的とした競技大会です。 

詳細は、群馬県職業能力開発協会ホームページ「技能五輪」を御覧ください。 

ＵＲＬ http://www.gvada.jp/competition.html#02 

問合せ先 

 群馬県職業能力開発協会 電話 0270-23-7761 

 群馬県産業経済部労働政策課産業人材育成室技能振興係 電話 027-226-3414 

 

◎働く女性応援事業 

起業や副業なども含めた多様な働き方の実現や企業等組織の中でより活躍するため

のスキルアップ方法などを学ぶワークショップを開催します。 

詳細は、県ホームページ「働く女性応援事業」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g22g_00022.html 

問合せ先 群馬県産業経済部労働政策課就労支援係 電話 027-226-3404 

 

労働環境の整備に取り組む皆様へ  

◎新しい働き方実現プロジェクト 

ポストコロナ時代の新しい働き方として、テレワーク等を活用した新しい働き方を

県内企業が実現できるよう、ワークショップ等を開催します。 

詳細が決まり次第、県ホームページに公開します。 

 問合せ先 群馬県産業経済部労働政策課人材確保係 電話 027-226-3408 
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◎働き方改革推進 

県内中小企業等を対象に、働き方改革実現のための研修会やイクボス養成塾の開催

及び働き方改革アドバイザーの認定等を行います。 

詳細が決まり次第、県ホームページに公開します。 

問合せ先 群馬県産業経済部労働政策課人材確保係 電話 027-226-3408 

 

◎働き方改革実践ガイド 

働き方改革の内容や実践方法等を周知・啓発するために、働き方改革の実践方法等

をまとめたガイドブックを作成しました。 

詳細は、県ホームページ「群馬県働き方改革実践ガイド」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g22g_00089.html 

問合せ先 群馬県産業経済部労働政策課人材確保係 電話 027-226-3408 
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 ６ 情報の利活用                      

 経営の安定、強化・革新を図る皆様へ  

◎Ｇ－ＢＯＳＳネットメールマガジン配信 

各種施策、研修・講習会、イベント情報など、経営・販路拡大等に役立つ情報を月

２回お届けします。登録料・購読料は無料ですので、お気軽にご登録ください。 

詳細は、(公財)群馬県産業支援機構ホームページ「メールマガジンＧ－ＢＯＳＳネ

ット」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.g-inf.or.jp/mailmagazine/index.html 

問合せ先 (公財)群馬県産業支援機構工業支援課 電話 027-265-5015 

 

 産学官連携や新たな研究開発に取り組む皆様へ  

◎情報提供 

県公設試験研究機関の研究成果、所有する設備・機器等の情報、講習会・研修会の

案内をホームページ及び情報誌によりお知らせします。 

ＵＲＬ 

 群馬産業技術センター http://www.tec-lab.pref.gunma.jp/ 

 繊維工業試験場    http://www.pref.gunma.jp/07/p20210013.html 

問合せ先 

 群馬産業技術センター企画管理係 電話 027-290-3030 

 繊維工業試験場技術支援係 電話 0277-52-9950 

 

◎産業技術センターメールマガジン「まる得通信」配信 

新規導入機器やセミナー、各種助成制度等の最新情報をお届けします。お気軽にご

登録ください。 

詳細は、群馬県立産業技術センターホームページ「メールマガジン（まる得通信）」

を御覧ください。 

ＵＲＬ http://www.tec-lab.pref.gunma.jp/info/maru/ 

問合せ先 群馬産業技術センター企画管理係 電話 027-290-3030 
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 県内に事業所・工場を立地する皆様へ  
◎空き工場・遊休地対策 

県ホームページ上で企業所有物件の情報提供を行っています。 

詳細は、県ホームページ「物件情報のご利用にあたって」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g0110015.html 

問合せ先 群馬県産業経済部未来投資・デジタル産業課投資促進係 

 電話 027-226-3317 

 

◎ロケ協力施設の募集 

ぐんまフィルムコミッション（事務局：ロケ誘致推進室）では、映画やテレビドラ

マ等のロケ地として協力いただける企業所有物件を募集しています。施設使用料や立

会い費用等を設定することで、ロケの受け入れが収益につながります。 

問合せ先 群馬県産業経済部戦略セールス局ｅスポーツ・新コンテンツ創出課 

ロケ誘致推進室地域プロデュース係 電話 027-897-2970 

 

◎撮影支援事業者の募集 

ぐんまフィルムコミッション（事務局：ロケ誘致推進室）では、映画やテレビドラ

マ等の制作会社にロケ弁や宿泊施設、機材レンタル、購入品などのサービスを提供す

る事業者を募集しています。 

問合せ先 群馬県産業経済部戦略セールス局ｅスポーツ・新コンテンツ創出課 

ロケ誘致推進室地域プロデュース係 電話 027-897-2970 

 

 

地場産業のパワーアップを目指す皆様へ  
◎地場産品商談サイト いっぴん！ぐんま 

県内地場産業企業（食品、繊維、伝統工芸品等）と全国の取引相手との商談のプラ

ットフォームとなるサイトを活用してオンラインでの販路開拓を支援します。 

【サイト掲載料】無料 

ＵＲＬ https://shoudan-gunma.com 
問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課地場産業係 電話 027-226-3358 
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◎繊維工業試験場「せんい技術情報」配信 

繊維工業試験場の研究成果や繊維関連分野での新技術及び新製品紹介など、主とし

て繊維関連技術に関する情報をＦＡＸあるいはメールでお届けします。お気軽にご登

録ください。 

【配信日】隔月（奇数月）１回（必要に応じて、号外も発行します） 

【登 録】繊維工業試験場へメール（senkoushi@tec-lab.pref.gunma.jp）、またはお

電話でお申し込みください。 

【購読料】無料 

問合せ先 繊維工業試験場技術支援係 電話 0277-52-9950 

 

◎「繊維工業試験場ＦＡＸ＆メール情報」配信  

繊維工業試験場で開催される行事や講演会の情報及びその概要、関連機関が開催す

る研修・講習会、イベント情報など、繊維関連企業に役立つ情報をＦＡＸあるいはメ

ールでお届けします。お気軽にご登録ください。 

【配信日】不定期 

【登 録】繊維工業試験場へメール（senkoushi@tec-lab.pref.gunma.jp）、または 

お電話でお申し込みください。 

【購読料】無料 

問合せ先 繊維工業試験場技術支援係 電話 0277-52-9950 

 

 雇用の安定を図る皆様へ  

◎出向・移籍支援事業 

全国 47 都道府県に地方事務所を設置する産業雇用安定センターでは、「失業なき

労働移動」を目指し、独自の全国ネットを活用して出向・移籍（転籍）・再就職につ

いての相談、人材情報の収集及び提供・あっせんを行っています。 

詳細は、(公財)産業雇用安定センターホームページ「事業主・企業の支援」を御覧

ください。 

ＵＲＬ http://www.sangyokoyo.or.jp/company/service/index.html 

問合せ先 (公財)産業雇用安定センター群馬事務所 電話 027-255-2586 
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 販路開拓を図る皆様へ  

◎群馬県ものづくり企業オンライン展示場「GUNMA VIRTUAL EXPO」 

製造業を中心とした発注メーカー等向けに県内企業の技術や製品をＰＲします。 

詳細は、ホームページ「GUNMA VIRTUAL EXPO」をご覧ください。 

【出展費用】 無料 

ＵＲＬ https://www.gunma-virtualexpo.jp/ 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課ものづくりイノベーション室マーケティング支援係 

電話 027-226-3359 



－ ７ 資格や計画の認定 － 

 - 35 -

 ７ 資格や計画などの認定・承認・指定制度                      

 産学官連携や新たな研究開発に取り組む皆様へ  

◎ブロックゲージ、ノギス、マイクロメータの ISO17025 認定校正 

長さ分野（一次元寸法測定器）の「ISO/IEC17025」の認定試験所である群馬産業

技術センターにおいて、長さ計測の標準器であるブロックゲージやノギス、マイクロ

メータの認定校正を実施します。（群馬産業技術センターでは、認定校正機関として

JCSS、MRA ロゴマーク付き校正証明書を発行します。このロゴマークが付いた証明

書は、国際的に通用します。） 

【費 用】有料 

 ＵＲＬ http://www.tec-lab.pref.gunma.jp/irai/iso17025.html 

問合せ先 群馬産業技術センター計測係 電話 027-290-3030 

 

 県内に事業所・工場を立地する皆様へ  

◎群馬県中小企業モデル工場の指定 

企画提案型企業又は開発型企業としての特色を有し、地域の中核企業としての活躍

が期待される工場を「群馬県中小企業モデル工場」として指定し、中小企業経営の生

きた実例として広く紹介するとともに、指定工場間の交流を図ります。 

詳細は、県ホームページ「中小企業モデル工場制度の概要」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g0910122.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課ものづくりイノベーション室マーケティング支援係 

電話 027-226-3359 

 

◎地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画 

地域未来投資促進法に基づく群馬県基本計画に定めた要件に該当する事業を行う事

業者は、工場等の新設・増設の着手前に「地域経済牽引事業計画」を作成し、知事へ

の承認申請することができます。承認を受けた事業者は、条件に応じて各種特例措置

を受けることができます。 

詳細は、県ホームページ「地域未来投資促進法について」を御覧ください。 
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ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g01g_00007.html 

問合せ先 群馬県産業経済部未来投資・デジタル産業課投資促進係 

電話 027-226-3317 

 

◎地域再生法に基づく地方活力向上地域等特定業務施設整備計画（本社機能移転・拡充） 

本社機能の移転又は拡充を図る事業者は地域再生法に基づく地方活力向上地域等特

定業務施設整備計画を作成し、知事へ認定申請することができます。認定を受けた事

業者は、条件に応じて各種特例措置を受けることができます。 

詳細は、県ホームページ「地方拠点強化税制（企業の本社機能移転等の促進）につ

いて」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g0100150.html 

問合せ先 群馬県産業経済部未来投資・デジタル産業課投資促進係 

電話 027-226-3317 

 

 地場産業のパワーアップを目指す皆様へ  

◎県ふるさと伝統工芸品の指定及び伝統工芸士の認定 

郷土の自然と暮らしの中で育まれ、受け継がれてきた伝統工芸品を「群馬県ふるさ

と伝統工芸品」に指定することにより、その名声を高め、伝統工芸品産業の振興を図

ります。 

また、指定を受けた群馬県ふるさと伝統工芸品の製造に従事している者のうち、高

度の伝統技術・技法を保持する者を「群馬県ふるさと伝統工芸士」として認定し、そ

の社会的評価を高め、伝統技術・技法の維持向上と技術習得意欲の高揚を図り、後継

者の確保と工芸品の次代への継承につなげます。 

詳細は、県ホームページ「伝統工芸」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g1610029.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課地場産業係 電話 027-226-3358 

 

◎グッドデザインぐんま商品選定 

優れたデザインの工業製品等をグッドデザインぐんま商品として選定し、展示会の

開催、県ホームページなどを通じてＰＲします。 

詳細は、県ホームページ「グッドデザインぐんま」を御覧ください。 
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ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct00001588.html 

問合せ先 群馬県産業経済部地域企業支援課地場産業係 電話 027-226-3358 

 

 国際競争力の強化を図る皆様へ  

◎Gunma Excellence 施設認定制度 
外国人旅行者におもてなしの心を伝え、ストレスフリーに滞在出来る施設を

「Gunma Excellence 施設」として登録します。登録された施設は、県の多言語観光

情報発信サイトに施設情報を公開、群馬県の海外向け事業で施設を PR するなど、県

としてインバウンドの推進をサポートします。 

詳細は、県ホームページ「Gunma Excellence 施設を募集します」をご覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/01/g35g_00137.html 

問合せ先 群馬県産業経済部戦略セールス局観光魅力創出課インバウンド推進係  

電話 027-226-3384 

 

◎外国人誘客のためのパートナー施設 
外国人旅行者を増やすことを目的に、外国人誘客に取り組んでいる（これから取り

組む）観光事業者様を対象としたパートナー施設を随時募集しています。 

詳細は、県ホームページ「パートナー施設を募集します」をご覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/01/g35g_00054.html 

問合せ先 群馬県産業経済部戦略セールス局観光魅力創出課インバウンド推進係  

電話 027-226-3384 

 
◎広域首都圏輸出製品技術支援センターにおける規格適合性評価試験サービス 

海外規格に準拠した評価試験を実施します。 

【費 用】有料 ※試験の種類により料金が異なります。あらかじめお問い合わせ 

ください。 

問合せ先 

 (地独)東京都立産業技術研究センター輸出製品技術支援センター 

電話 03-5530-2126 

 群馬産業技術センター企画管理係 電話 027-290-3030 

 東毛産業技術センター機械技術係 電話 0276-40-5090 
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 働く方々のスキルアップを目指す皆様へ  

◎技能検定試験 

働くうえで必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度です。合格者に

は「技能士」の称号が与えられます。 

詳細は、県ホームページ「技能検定」または群馬県職業能力開発協会ホームページ

「技能検定とは」を御覧ください。 

ＵＲＬ（県） https://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct00001534.html 

ＵＲＬ（協会） https://www.gvada.jp/test.html 

問合せ先 

 群馬県産業経済部労働政策課産業人材育成室技能振興係 電話 027-226-3414 

 群馬県職業能力開発協会 電話 0270-23-7761 

 

◎職業訓練指導員免許 

職業能力開発促進法による普通課程の職業訓練を行う場合は、職業訓練指導員の免

許を受けた者がいなければなりません。 

 免許は、県が実施する職業訓練指導員試験に合格するなどの方法で取得します。な

お、申請のみで取得できる場合もあります。（工業等の高等学校の普通教員免許所有

者等） 

ＵＲＬ（県） https://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct00005902.html 

問合せ先 群馬県産業経済部労働政策課産業人材育成室技能振興係 

電話 027-226-3414 

 

◎卓越した技能者（現代の名工）表彰 

優秀技能者を厚生労働大臣が表彰します。 

詳細は、県ホームページ「現代の名工一覧」を御覧ください。 

ＵＲＬ（県） https://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct00006037.html 

ＵＲＬ（国） https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou 

_roudou/jinzaikaihatsu/meikou/index.html 

問合せ先 群馬県産業経済部労働政策課産業人材育成室技能振興係 

電話 027-226-3414 

 

◎優秀技能者表彰 

優秀な技能者を県が表彰します。 
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（１）群馬県優秀技能者表彰（ぐんまの名工） 
【対 象 者】技能検定１級又は単一等級等に合格し、県内業界の第一人者と目され

る 41 歳以上の現役の技能者 

【推薦方法】各市町村、関係団体から県に推薦 

 

（２）群馬県若年優秀技能者表彰（ぐんま明日の名工） 
【対 象 者】技能検定１級又は単一等級等に合格し、全国規模の技能競技大会等に

出場経験がある、40 歳以下の現役の若年技能者 

【推薦方法】各市町村、関係団体から県に推薦 

ＵＲＬ（県） https://www.pref.gunma.jp/06/g22g_00213.html 

問合せ先 群馬県産業経済部労働政策課産業人材育成室技能振興係 

電話 027-226-3414 

 

◎複合技能認定  

複数の技能を有する優れた技能者に「複合技能認定証」を交付します。 

【対 象 者】県内に在住または在勤し、①～③のいずれかに該当する者 

①２職種以上において、いずれも１級若しくは単一等級の技能検定合格者 

②２職種以上において、１職種が１級若しくは単一等級の技能検定合格

者で、他の職種でも２級以上の技能検定合格者 

③同一職種の２作業以上で、１級若しくは単一等級の技能検定合格者 

【申請方法】所定の申請書に必要事項を記載し、技能検定合格証書の写しを添付 

ＵＲＬ（県） https://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct00001534.html 

問合せ先 群馬県産業経済部労働政策課産業人材育成室技能振興係 

電話 027-226-3414 

 

 労働環境の整備に取り組む皆様へ  

◎群馬県いきいきＧカンパニー認証制度 

育児・介護と仕事との両立支援や職場における女性の活躍推進、従業員の家庭教育

等ワーク・ライフ・バランスの実現を図り、男性・女性を問わずすべての労働者が働

きやすい職場環境づくりを推進する企業の取り組みを応援します。 

群馬県いきいきＧカンパニーとして認証された企業に対しては、認証書を交付し、

取組実現に向け、様々な支援を行います。 
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詳細は、県ホームページ「群馬県いきいきＧカンパニー認証制度」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g2200269.html 

問合せ先 群馬県産業経済部労働政策課人材確保係 

電話 027-226-3405 



－ ８ 勤労者・求職者・離職者等のための支援制度 － 

 - 41 -

 ８ 勤労者・求職者・離職者等のための支援制度                      

 勤労者の皆様へ  
◎県民労働相談センター  

県庁に「ぐんま県民労働相談センター」を設置し、解雇、賃金不払い等の労働問題

をはじめ、職場のいじめ、人間関係など幅広い相談に応じます。 

また、高崎・太田の２箇所の行政県税事務所に「県民労働相談センター」を附置

し、県のセンターと連携して、労働相談に対応します。 

詳細は、県ホームページ「ぐんま県民労働相談センター」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g2210002.html 

問合せ先 

 ぐんま県民労働相談センター（群馬県産業経済部労働政策課内） 

 西部県民労働相談センター（高崎行政県税事務所内） 

 東部県民労働相談センター（太田行政県税事務所内） 

電話 0120-54-6010（フリーダイヤル） 

 

◎働く人のｅ－カウンセリングコーナー 

働く人が、職場の人間関係や仕事に関する悩みについて、気軽に相談できるよう

に、県のホームページ上にｅメール相談窓口「働く人のｅ－カウンセリングコーナ

ー」を開設して相談に応じています。 

相談に対しては職場でのメンタルヘルスの専門家である産業カウンセラーが回答し

ます。 

詳細は、県ホームページ「相談受付」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g2210031.html 

問合せ先 群馬県産業経済部労働政策課労働政策係 電話 027-226-3402 

 

◎働く人のメンタルヘルス相談の実施  

働く人のメンタルヘルスに関して、産業カウンセラーとの面接相談を実施します

（予約制）。 

詳細は、県ホームページ「働く人のメンタルヘルス相談の実施」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g2210003.html 
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問合せ先 群馬県産業経済部労働政策課労働政策係 電話 027-226-3402 

 

◎勤労者教育資金 

県内に１年以上居住し、同一の企業に１年以上勤務している勤労者またはその子ど

もの高校や大学等への進学・就学のために必要な資金を融資します。 

詳細は、県ホームページ「勤労者向け融資制度のご案内」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g2210038.html 

問合せ先 

 中央労働金庫県内各支店 

 群馬県産業経済部労働政策課労働政策係 電話 027-226-3402 

 

◎中小企業退職金共済制度 

退職金制度を持つことが困難な中小企業に、中小企業の方の相互共済と国の援助で

退職金制度を確立することを目的として作られた国の制度です。 

【掛金の種類】月額 5,000 円から 30,000 円までの 16 種類 

詳細は、(独行)勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部ホームページ

「中小企業退職金共済制度」を御覧ください。 

ＵＲＬ http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/index.html 

問合せ先 (独行)勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部 

電話 03-6907-1234 

 

 求職者・離職者等の皆様へ  

◎ジョブカフェぐんまメールマガジン配信 

求人を希望する企業の紹介や、ジョブカフェぐんまが実施する企業説明会などのイ

ベント情報をお届けします。 

【配信日】１日および 15 日の毎月２回 

【登 録】ジョブカフェぐんまホームページ（https://www.wakamono.jp/）からお

申し込みください。 

【購読料】無料 

詳細は、群馬県若者就職支援センターホームページ「メールマガジン登録」を御覧

ください。 
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ＵＲＬ https://jobcafe.cloudbiz.jp/hp/mail-magazine.php 

問合せ先 

 群馬県若者就職支援センター高崎センター 電話 027-330-4510 

 群馬県産業経済部労働政策課就労支援係 電話 027-226-3404 

 

◎女性の再就職応援事業（仮称） 

  国・市町村と連携し、再就職等を希望する女性を対象とした再就職支援セミナー及

び再就職相談を県内８市町で実施します。 

詳細が決まり次第、県ホームページに公開します。 

問合せ先群馬県産業経済部労働政策課就労支援係 電話 027-226-3404 

 

◎就職氷河期世代専門相談窓口 

就職氷河期世代の仕事探しをサポートするため、群馬県若者就職支援センター（ジ

ョブカフェぐんま）高崎センター内に「就職氷河期世代専門相談窓口」を開設してい

ます。相談者への就労支援はもちろん、採用を考えている企業の方への相談・情報提

供も行っています。 

【開所日・受付時間】月～土曜日（年末年始、祝日を除く）10:00～17:00 

ＵＲＬ https://www.wakamono.jp 

問合せ先 

 群馬県産業経済部労働政策課就労支援係 電話 027-226-3404 

 就職氷河期世代専門相談窓口（群馬県若者就職支援センター高崎センター内） 

電話 027-330-4510 

 

◎地域若者サポートステーション 

若年無業者（ニート）の職業的自立を支援するため、「ぐんま若者サポートステー

ション」及び「ぐんま若者サポートステーション 東毛常設サテライト」を設置し、

働くことについて悩んでいる 15～49 歳までの若者（現在、在学中でなく、仕事をさ

れていない方）やその家族に対する相談・支援事業を実施します。 

【開所日・受付時間】 

 ぐんま若者サポートステーション 

月～金、第２・第４土曜日（年末年始、祝日を除く）10:00～18:00 

 ぐんま若者サポートステーション 東毛常設サテライト 
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火・水・木・金、第２・第４土曜日（年末年始、祝日を除く）10:00～18:00 

詳細は、ぐんま若者サポートステーションホームページ「ぐんま若者サポートステ

ーション」を御覧ください。 

ＵＲＬ http://www.gunma-sapo.info/ 

問合せ先 

 ぐんま若者サポートステーション 電話 027-233-2330 

 ぐんま若者サポートステーション 東毛常設サテライト 電話 0276-57-8222 

 

◎首都圏における就職相談窓口 

首都圏在住の方へ向けて、群馬県へのＵ・Ｉターンを促進するため、ぐんま暮らし

支援センター（東京都千代田区有楽町）において、就職相談を受け付けています。 

詳細は、県ホームページ「群馬県の移住・就職相談窓口「ぐんま暮らし支援センタ

ー」」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/04/b1500368.html 

問合せ先 ぐんま暮らし支援センター 電話 03-6256-0440 

 

◎Ｕ・Ｉターン就職支援 

群馬県へのＵ・Ｉターン就職を促進することを目的として、オンラインを活用した

合同企業説明会をはじめとした各種イベントを開催するとともに、県内外の大学等と

連携した群馬県独自のＵ・Ｉターン就職支援協力校制度「Ｇターン倶楽部」の参加大

学等を通じて、本県出身者に県内の就職情報や企業情報を積極的に発信・提供してい

ます。 

また、企業側のニーズと学生側のニーズを踏まえて柔軟な対応ができる、群馬県独

自の学生向けインターンシップ「Ｇターンシップ」を実施しています。県外在住学生

には「Ｇターンシップ」参加交通費を補助します。 

※「Ｇターン」とは、「群馬県へのＵ・Ｉターン」のことをいいます。 

詳細は、群馬県若者就職支援センターホームページ「Ｕ・Ｉターン就職相談」を御

覧ください。 

ＵＲＬ https://wakamono.jp/ui/index.php 

問合せ先 

 群馬県若者就職支援センター高崎センター 電話 027-330-4510 

 群馬県産業経済部労働政策課人材確保係 電話 027-226-3408 
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◎施設内訓練（産業技術専門校） 

前橋、高崎、太田の各産業技術専門校において、製造業等のものづくり産業を担う

若年技能者を育成する公共職業訓練で、訓練科ごとに地域企業の人材ニーズに沿った

カリキュラムを設定し、企業の求める若年ものづくり人材を育成しています。 

詳細は、県ホームページ「産業技術専門校の施設内訓練とは」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g2910003.html 

問合せ先 

 前橋産業技術専門校  電話 027-230-2211 https://maetech.ac.jp/ 

 高崎産業技術専門校  電話 027-320-2221 https://takatech.ac.jp/ 

 太田産業技術専門校  電話 0276-31-1776 https://otatech.ac.jp/ 

 群馬県産業経済部労働政策課産業人材育成室技術人材係 電話 027-226-3412 

 

◎群馬県シニア就業支援センター 

群馬県シニア就業支援センターでは、中高年齢者に多様な就業機会を提供するた

め、再就職に向けた就職相談や退職後の能力活用についての相談のほか、就農・起業

・地域活動などについての相談も行っています。 

詳細は、県ホームページ「群馬県シニア就業支援センターをご利用ください」を御

覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g2200402.html 

問合せ先 

 群馬県シニア就業支援センター 電話 027-381-8872 

 群馬県産業経済部労働政策課就労支援係 電話 027-226-3404 

 

◎障害者就労サポートセンター  

一人でも多くの障害者の就労希望を実現するため、企業や就労支援機関への支援な

ど、関係機関との連携強化により、就労支援体制の整備、職場実習・就職先の開拓を積極的

に推進していきます。 

問合せ先 群馬県産業経済部労働政策課就労支援係 電話 027-226-3403 

 

◎障害者就業・生活支援センター 

障害者就業・生活支援センターでは、障害のある方の就業及びこれに伴う日常生活



－ ８ 勤労者・求職者・離職者等のための支援制度 － 

 - 46 -

・社会生活を支援しています。また、障害のある方を雇用している、又はこれから雇

用しようと考えている事業主の方への支援も行っています。 

詳細は、県ホームページ「障害者就業・生活支援センター」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g2200102.html 

問合せ先 

 各障害者就業・生活支援センター 

 群馬県産業経済部労働政策課就労支援係 電話 027-226-3403 

 

◎委託訓練（離職者等再就職訓練） 

再就職に当たり、必要となる知識や技能の習得を目指す求職者の方を対象に、民間教

育訓練機関（大学、短大、専門学校、ＮＰＯ法人等）に委託して行う職業訓練です。 

問合せ先 

 前橋産業技術専門校 電話 027-230-2211 https://maetech.ac.jp/ 

 群馬県産業経済部労働政策課産業人材育成室技術人材係 電話 027-226-3412 

 

◎障害者委託訓練 

障害のある方の雇用・就業を促進するため、企業・ＮＰＯ法人・民間の教育訓練機

関等に委託して行う職業訓練です。 

問合せ先 

 前橋産業技術専門校 電話 027-230-2211 https://maetech.ac.jp/ 

 群馬県産業経済部労働政策課産業人材育成室技術人材係 電話 027-226-3412 

 

◎失業者緊急教育資金  

県内に１年以上居住し、原則として同一の企業に１年以上勤務していた失業者また

は同一企業に１年以上勤務していた人が失業者となった後、再就職して１年未満であ

る勤労者の子どもの高校や大学等への進学・就学のために必要な資金を融資します。 

詳細は、県ホームページ「勤労者向け融資制度のご案内」を御覧ください。 

ＵＲＬ https://www.pref.gunma.jp/06/g2210038.html 

問合せ先 

 中央労働金庫県内各支店 

 群馬県産業経済部労働政策課労働政策係 電話 027-226-3402 
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◎企業都合退職者の再就職支援 

現在企業に在籍している方が企業の都合によって再就職の必要性が生じる場合、企

業からの要請に基づき、本人が希望しての登録後より、在職中から離職後１年間にわ

たり職業相談や職業訓練の斡旋（一部経費助成あり）・研修・職業紹介などを通じて

再就職支援を行います。（支援は再就職１回で終了します） 

企業都合退職とは希望退職・定年退職・62 歳～64 歳の雇用確保措置終了者、雇用

契約期間満了、解雇等をいいます。 

【費用】無料（在職中に雇用保険に加入していること） 

問合せ先 (公財)産業雇用安定センター群馬事務所 電話 027-255-2586 


