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うつくしまドットねっと通信

☆★
第２７８号<平成２６年１２月１日号>

事務局:公益財団法人福島県産業振興センター
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<<もくじ>>
【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
◇ふくしま産業復興企業立地補助事業（第７次募集）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
◇福島県よろず支援拠点第二回「セミナー＆個別相談会」開催のお知らせ
◆福島駅西口インキュベートルーム講演会のご案内（入場無料）

────────────────────────────────────────
★☆ 【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

────────────────────────────────────────
★☆ ふくしま産業復興企業立地補助事業（第７次募集）について ☆★
────────────────────────────────────────
福島県が実施するふくしま産業復興企業立地補助事業の第７次募集が行われます。
公募期間は、平成２６年１１月１７日（月）から平成２７年１月１６日（金）までにな
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ります。
今後、事業所の設備の新増設を計画されている企業の皆様は、活用についてご検討くだ
さい。
なお、申請を検討される場合には、県企業立地課にご相談ください。
事業の詳細については、第７次募集の募集情報を確認してください
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021a/fukushimahojyokin.html
お問い合わせ先
福島県庁 企業立地課（企業立地補助金担当）
TEL：０２４－５２１－８５２３

────────────────────────────────────────
★☆ 【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
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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
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

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

────────────────────────────────────────
★☆ 福島県よろず支援拠点第二回「セミナー＆個別相談会」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
ITの専門家、NPO法人福島インターネットテレビジョン理事長鷲山英喜氏をお迎えし、
第二回よろず支援拠点「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】いわき会場
平成２６年１２月１６日（火）１３：３０～１５：３０
会津若松会場 平成２６年１２月１９日（金）１３：３０～１５：３０
【場 所】いわき会場
いわき産業創造館（ラトブ６階）セミナー室
会津若松会場 会津アピオ 第三研修室
【講 師】NPO法人福島インターネットテレビジョン 理事長 鷲山 英喜氏
【テーマ】「販路拡大！ユーチューブの効果的な活用術」
【定 員】いわき会場 ２０名
会津若松会場 ２０名
【参加・相談】 無料
【締 切】平成２６年１２月９日（火）
定員になり次第締め切ります。
参加、相談のお申し込など、詳細はこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/shinchaku/yorozu/26.12semi.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：０２４－９５４－４１６１ FAX：０２４－９５４－４１６４

────────────────────────────────────────
★☆ 福島駅西口インキュベートルーム講演会のご案内（入場無料） ☆★
────────────────────────────────────────
～ 二兎を追うもの ～
女性として母として、私らしい起業─ないなら作る、私らしい働き方─
２０１１年に中小企業庁長官賞を受賞し、今年は北京で開催された「APEC女性と経済
フォーラム」で講師を行うなど、「すべての女性が輝く社会」 の象徴として、今最も注目
されている女性起業家・光畑由佳社長。「産後の新しいライフスタイル」を提案するため、
自らの育児中の経験を元に開発し た授乳服で起業しました。
「子連れ出勤」を実践する自社の取り組みや、社会的起業家として男性も女性も「巻き
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込む力」、しなやかに力強く活動を続ける社長の原動力などを紹 介して頂きます。
【講 師】有限会社モーハウス 代表 光畑由佳 氏（みつはたゆか）
【日 時】平成２６年１２月７日（日）１４：００～１５：３０
【場 所】福島テルサ ４階「つきのわ」（福島市）
〈福島テルサ案内図〉
http://www.f-shinkoukousha.or.jp/terrsa/pdf/10-kaijou.pdf
【定 員】６０名（先着順）
【主 催】特定非営利活動法人福島県ベンチャー・SOHO・テレワーカー共働機構
詳しくはこちらをご覧ください
http://incu.jp/pdf/20141207.pdf
お申し込み・お問い合わせ先
福島西口インキュベートルーム
福島市三河南町１番２０号 コラッセふくしま６階
TEL：０２４－５２５－４０４８ FAX：０２４－５２５－４０６９
E-mail：info@f-vst.com（担当：鈴木）
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「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２７９号は平成２６年１２月１５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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【編集・発行】
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
TEL:０２４－５２５－４０３４ FAX:０２４－５２５－４０３６
URL : http://www.utsukushima.net/
E-mail : sien@f-open.or.jp

掲載記事の無断転載を禁じます。
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