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うつくしまドットねっと通信

☆★
第２７７号<平成２６年１１月１７日号>
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【公募】
◆【助成金のご案内】「ふくしま産業応援ファンド事業」
「ふくしま農商工連携ファンド事業」 平成２６年度第２回公募の開始について
【講演会・セミナー】
◇【受講無料】 「事業継続マネジメントシステム（BCMS）セミナー」のご案内
◆【受講無料】 「事業継続計画（BCP）策定セミナー」のご案内
◇【受講無料】ＩＣＴ活用セミナー「ネットショップで売上アップ！！」のご案内
◆よろず支援拠点「セミナー＆個別相談会」開催のお知らせ
◇再生可能エネルギー産業フェア２０１４基調講演
「水素エネルギー、再生可能エネルギーの新時代」のご案内
◆「経営者保証ガイドライン」に関するセミナー・個別相談会のご案内
【お知らせ】
◇第３回「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア２０１４」
（ＲＥＩＦ(リーフ)ふくしま２０１４）開催のご案内
◆景気動向調査、受・発注動向調査について

────────────────────────────────────────
★☆ 【助成金のご案内】「ふくしま産業応援ファンド事業」
「ふくしま農商工連携ファンド事業」 平成２６年度第２回公募の開始について ☆★
────────────────────────────────────────
（公財）福島県産業振興センターでは、県内の農林漁業者や中小企業者等の皆様が、商
品開発・技術開発・販路開拓等の取組みを行うに当たって、その経費の３分の２以内を助
成する「ふくしま産業応援ファンド事業」及び「ふくしま農商工連携ファンド事業」を実
施しており、このたび、平成２６年度第２回公募を、以下のとおり実施いたします。
また、公募開始に先立ち、県内４方部で公募説明会を開催いたしますので、お申し込み
の上、ぜひご参加ください。
■
※

平成２６年度第２回公募期間
平成２６年１２月１７日（水）から平成２７年１月３０日（金）まで
平成２７年４月１日から開始（事業着手）する事業が対象となります。

■ 公募説明会
いずれも開始時刻は１３：３０からとなります（事前申込制）。
・平成２６年１２月１１日（木） 福島県ハイテクプラザ（郡山市） 研修室
・平成２６年１２月１２日（金） いわき産業創造館（ラトブ６Ｆ）（いわき市） 会議室１
・平成２６年１２月１５日（月） コラッセふくしま４Ｆ（福島市） 中会議室４０１
・平成２６年１２月１６日（火） 会津アピオスペース２Ｆ（会津若松市） 研修室
詳しい事業内容については、こちらをご覧ください
ふくしま産業応援ファンド事業
http://www.utsukushima.net/fund/ouen.htm
ふくしま農商工連携ファンド事業
http://www.utsukushima.net/fund/noushoukou.htm
お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 企業支援部経営支援課
TEL：０２４－５２５－４０３５
FAX：０２４－５２５－４０３６
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────────────────────────────────────────
★☆ 【受講無料】 「事業継続マネジメントシステム（BCMS）セミナー」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
（公財）福島県産業振興センターでは、主に県内中小企業の経営者・実務者を対象とし
て、事業継続マネジメントシステムについて基礎から学ぶセミナーを開催いたします。
企業経営には、地震や火災、集団感染等さまざまな緊急事態（リスク）が存在します。
特に東日本大震災の発生以降、そのような緊急事態が起きた場合でも被害を最小限に抑え、
一刻も早く復旧するための計画づくりが重要となってきております。
BCMSの構築、BCPの策定は、貴社の信用を高めるとともに、新たなビジネスチャンス創出
にもつながりますので、ぜひご参加ください。
【開催日時】平成２６年１２月５日（金）１３時３０分～１６時００分
【開催場所】郡山ユラックス熱海 １階 第４会議室
（郡山市熱海町熱海２丁目１４８－２）
【 講 師 】阿部マネジメントオフィス代表・経営士 阿部 憲夫 氏
【募集定員】２０名（定員になり次第、締め切らせていただきます。）
【受 講 料】無料
【 内 容 】・BCMS、BCM、BCPとは
・想定される被害について
・重要商品提供のための対策について
・緊急時の体制
・BCPを実施するには
参加申込書など、詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
http://www.utsukushima.net/seminar/2014/bcms-bcp.pdf
お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 企業支援部経営支援課
TEL：０２４－５２５－４０３４ FAX：０２４－５２５－４０３６

────────────────────────────────────────
★☆ 【受講無料】 「事業継続計画（BCP）策定セミナー」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
（公財）福島県産業振興センターでは、主に県内中小企業の経営者・実務者を対象とし
て、事業継続計画について学び、実際に貴社に合ったBCPを作成するためのセミナーを開催
いたします。
企業経営には、地震や火災、集団感染等さまざまな緊急事態（リスク）が存在します。
特に東日本大震災の発生以降、そのような緊急事態が起きた場合でも被害を最小限に抑え、
一刻も早く復旧するための計画づくりが重要となってきております。
BCMSの構築、BCPの策定は、貴社の信用を高めるとともに、新たなビジネスチャンス創出
にもつながりますので、ぜひご参加ください。
【開催日時】平成２６年１２月１２日（金）、１８日（木）
いずれも１０時００分～１６時００分
【開催場所】福島県ハイテクプラザ 研修室
（郡山市待池台１丁目１２番地）
【講
師】阿部マネジメントオフィス代表・経営士 阿部 憲夫 氏
【募集定員】２０名（定員になり次第、締め切らせていただきます。）
【受 講 料】無料
【 内 容 】・BCP策定の際の注意
・BCPの策定実践
参加申込書など、詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
http://www.utsukushima.net/seminar/2014/bcms-bcp.pdf
お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 企業支援部経営支援課
TEL：０２４－５２５－４０３４ FAX：０２４－５２５－４０３６

────────────────────────────────────────
★☆ 【受講無料】ＩＣＴ活用セミナー「ネットショップで売上アップ！！」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
(公財)福島県産業振興センターでは、主に県内中小企業の皆様を対象として、インター
ネットを活用した販売における最新の市場動向や、集客率アップのポイント等を紹介する
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セミナーを開催いたします。
集客や販売促進の手段として、ネット活用が欠かせない時代です。実績豊富な講師により、
基礎から学べる機会ですので、これからネット販売を始めたい方や、始めたばかりで思うよ
うに売上が上がらないとお悩みの方は、ぜひご参加ください。
【開催日時】平成２６年１２月９日（火）１３：３０～１６：３０
【開催場所】ビッグパレットふくしま マルチパーパスルーム２
（郡山市南二丁目５２）
【講
師】Shikama.net代表／中小機構販路開拓アドバイザー 志鎌 真奈美
【募集定員】４０名（定員になり次第、締め切らせていただきます。）
【受 講 料】無料
【申込締切】平成２６年１２月２日（火）まで

氏

参加申込書など、詳しくはこちらのチラシをご覧ください
http://www.utsukushima.net/seminar/2014/ict.pdf
お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 企業支援部経営支援課
ＴＥＬ：０２４－５２５－４０３７ ＦＡＸ：０２４－５２５－４０３６

────────────────────────────────────────
★☆ よろず支援拠点「セミナー＆個別相談会」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
主婦発明家のカリスマ、(株)発明ラボックス代表取締役松本奈緒美氏（福島市出身）を
お迎えし、第一回よろず支援拠点「セミナー＆個別相談会」を開催しますので、ご案内申
し上げます。
また、セミナー終了後個別相談会を実施しますので、この機会にご利用ください。
【日

時】白河会場 平成２６年１１月２６日（水）１３：００～１５：００
福島会場 平成２６年１１月２７日（木）１３：３０～１５：３０
【場 所】白河会場 白河市産業プラザ人材育成センター 研修室
福島会場 コラッセふくしま ５階 小研修室
【講 師】(株)発明ラボックス 代表取締役 松本奈緒美氏
【テーマ】「消費者ニーズの探り方とヒット商品の作り方」
【定 員】白河会場 ２０名
福島会場 ３０名
【参加・相談】無料
【締 切】平成２６年１１月１９日（水）
（定員になり次第締め切ります。）
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/shinchaku/yorozu/26.11semi.pdf
お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター
福島県よろず支援拠点 担当：星、吉田
TEL：０２４－５２５－４０６４
FAX：０２４－５２５－４０６５

────────────────────────────────────────
★☆ 再生可能エネルギー産業フェア２０１４基調講演
「水素エネルギー、再生可能エネルギーの新時代」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
最前線のジャーナリストがみたエネルギー革命の動向。
再生可能エネルギーの新時代に、日本の製造業が中核を担い、再び日本企業が世界をリー
ドする可能性について、実例をもとに解説します。
必聴！
【日
【場
【講

日本企業が再び自信を取り戻し、元気になる講演です。

時】平成２６年１２月３日（水） １３：００～１４：３０
所】ビッグパレットふくしま コンベンションホール（郡山市）
師】泉谷 渉 氏
株式会社産業タイムズ社 代表取締役社長
一般社団法人日本電子デバイス産業協会 副会長
【定 員】３００名
【受講料】無 料
【締 切】平成２６年１１月２１日（金）
ページ(3)

H26.11.17原稿.txt
※お申し込みいただいた方は、当日受付にお越しください。
定員に達し、入場できない方に対してのみ連絡いたします。
詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2014/09/post-146.php
お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター
技術支援部（テクノ・コム） 担当：阿部
TEL ０２４－９５９－１９２９ FAX ０２４－９５９－１８８９
E-mail: f-tech@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「経営者保証ガイドライン」に関するセミナー・個別相談会のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
経営者保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破綻しても一定の生活費等を残
すことができるルール｢経営者保証に関するガイドライン｣(２０１４年２月適用開始)に関
する無料のセミナー・個別相談会を開催します。
中小企業・小規模事業者、支援機関や士業の方々を対象に、１１月２８日に説明会を開
催し、経営者保証に依存しない融資や保証債務整理時の対応などについて分かりやすく説
明しますので、積極的にご参加ください。
【 開催日時 】平成２６年１１月２８日（金）１３時３０分開始
【 会
場 】郡山市総合福祉センター
【 参 加 費 】無料
【参加対象者】中小企業・小規模事業者・支援機関・士業等
【 募集人員 】４０名（先着順）

個別セミナー・個別相談会に関する詳細・お申込はこちらをご覧ください
http://keieishahosho.smrj.go.jp
（中小企業基盤整備機構のホームページにリンクします）
お問い合わせ先
経営者保証ガイドラインセミナー事務局
TEL：０３－５９１３－６３８２
受付時間：平日１０：００～１７：００（土・日・祝日を除く）
E-mail： keieishahosho@wm.smrj.go.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 第３回「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア２０１４」
（ＲＥＩＦ(リーフ)ふくしま２０１４）開催のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
福島県と福島県産業振興センターは、１２月３日（水）、４日（木）に郡山市のビッグ
パレットふくしまにて、再生可能エネルギー関連産業の展示会を開催いたします。
この展示会では、再生可能エネルギー関連産業の育成・集積に向けて、関連産業でビジ
ネスに取り組む企業・団体の皆様に技術・情報の発信及び商談・交流の場を提供します。
３回目を迎える今年は、過去最多の１６９企業・団体が本県に集結します。開催当日は、
国内外の企業や研究機関による最新技術・製品の展示はもとより、今年４月に開所した産
総研福島再生可能エネルギー研究所と連携した視察ツアーやセミナー、更には海外出展ブ
ースツアーなど多彩なイベントを取りそろえております。
皆様のご来場をお待ちしております。
【主
【日

催】福島県、（公財）福島県産業振興センター
時】平成２６年１２月３日（水）、４日（木）午前１０時～午後５時
※３日（水）９時４０分よりオープニングセレモニーを開催します。
【会
場】ビッグパレットふくしま（福島県郡山市南２丁目５２番地）
【内
容】展示会（１６９団体、２８５小間）、セミナー、取引商談会、
福島再生可能エネルギー研究所（ＦＲＥＡ）視察ツアー等
・主なセミナー
産総研福島再生可能エネルギー研究所によるＦＲＥＡ“再エネ”セミナー
のほか、昨年１１月に２ＭＷ風車の運転が開始した浮体式洋上風力実証研究
事業や地元企業・大学の特徴的な取組に関するセミナー、更には、産業タイ
ムズ社代表取締役社長泉谷渉氏による今話題の水素エネルギーに関するセミ
ナー等を実施します。詳細は、別添資料を御参照ください。
【出展分野】・再生可能エネルギー関連 ・省エネルギー関連
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・関連ものづくり産業、その他 ・学校、自治体、支援機関
場】無料（※各種イベントについては事前のお申込みが必要です。）

詳しくはこちらをご覧ください
http://reif-fukushima.jp/
お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター
技術支援部（テクノ・コム）
TEL：０２４－９５９－１９６１
FAX：０２４－９５９－１９５２

────────────────────────────────────────
★☆ 景気動向調査、受・発注動向調査について ☆★
────────────────────────────────────────
公益財団法人福島県産業振興センターでは、平成２６年９月末時点での景気動向調査、
受・発注動向調査の結果を取りまとめましたのでお知らせします。
こちらからご覧ください
http://www.utsukushima.net/information/shinkoujoho/
お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 企業支援部
経営支援課TEL：０２４－５２５－４０３４（景気動向調査関係）
取引支援課TEL：０２４－５２５－４０７７（受・発注動向調査関係）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「うつくしまドットねっと通信」は、起業家を目指す方や現に企業を経営されている皆様
に有用性の高い情報を総合的かつ適時・適切に提供するメールマガジンです。
今後とも皆様のお役に立つ情報を提供していきたいと考えておりますのでどうぞよろしく
お願いいたします。
「うつくしまドットねっと通信」の登録・配信解除はこちらからお願いいたします。
http://www.mag2.com/m/0001594018.html
「うつくしまドットねっと通信」第２７８号は平成２６年１２月１日発行予定です。
今回もご覧いただきましてありがとうございました。
お問い合せはこちらまでお願いします。
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公益財団法人福島県産業振興センター(経営支援課)
〒９６０－８０５３ 福島市三河南町1番20号
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