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★☆

うつくしまドットねっと通信

☆★
第２６９号<平成２６年７月１５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１回公募の開始について
◇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ふくしま２０１４）出展者募集（７/３１まで）
◆福島駅西口インキュベートルーム（起業支援室）入居者募集のご案内
◇「ものづくり小規模事業者等人材育成事業」公募のご案内
【講演会・セミナー】
◆「オシロスコープ入門」のご案内
◇「統合マネジメントシステムの進め方と最新情報」のご案内
◆「ISO１４００１内部監査員養成セミナー（第２回）」のご案内
◇福島駅西口インキュベートルーム勉強会のご案内（入場無料）
【お知らせ】
◆「平成２６年度第１回ふくしま地中熱利用情報交換フォーラム」のご案内
◇「平成２６年度福島県ハイテクプラザ研究成果発表会」のご案内

────────────────────────────────────────
★☆ 【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１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１回公募を、以下のとおり実施いたします。
対象となる事業をお考えの皆様におかれましては、ご相談の上、ぜひご応募ください。
■
※

平成２６年度第１回公募期間
平成２６年７月１日（火）から平成２６年７月３１日（木）まで
平成２６年１０月１日から開始（事業着手）する事業が対象となります。
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
〒９６０－８０５３ 福島市三河南町１－２０（コラッセふくしま２Ｆ）
TEL：０２４－５２５－４０３５ FAX：０２４－５２５－４０３６

────────────────────────────────────────
★☆ 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ふくしま２０１４）出展者募集（７/３１まで） ☆★
────────────────────────────────────────
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
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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
ネスに取り組まれる企業・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。
７月３１日（木）まで出展者を募集しております。残り小間わずかとなりましたので、
お早目にお申し込みください。
【主 催】福島県、（公財）福島県産業振興センター
【日 時】平成２６年１２月３日（水）、４日（木） １０：００～１７：００
【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（２６０小間）、各種セミナー、 マッチングイベント、出展者交流会等
【出展分野】①再生可能エネルギー関連 ②省エネルギー関連 ③関連ものづくり企業
④産学官連携 ⑤その他
【出展料】・福島県内企業・団体
６０,０００円／小間（税込）
・福島県外企業・団体
８０,０００円／小間（税込）
・プレゼンテーション
２０,０００円／枠 （税込）〔２０分/枠 出展者のみ〕
※国、地方公共団体、大学等公的研究機関は、出展のご案内をご覧ください。
【申込締切】平成２６年７月３１日（木）
申込方法等、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
E-Mail： reif-fukushima@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 福島駅西口インキュベートルーム（起業支援室）入居者募集のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
福島県では、県内で新たに事業を開始しようとする方や事業の開始後間もない方を対象に、
低廉な料金で施設を提供するとともに、専門の支援人材 （インキュベーションマネージャー）
を中心に、各種課題に対する一貫したサポート（相談対応、診断、情報提供等）を行うなど、
ハード・ソフトの両 面から支援を行うインキュベートルームを開設しております。
このたび、空室の入居者を募集いたしますので、ぜひご利用ください。
【募集期間】平成２６年７月７日（月）～平成２６年８月２２日（金）
詳しくはこちらをご覧ください
http://incu.jp/20140707.html
お問い合わせ先
指定管理者：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
福島市三河南町１番２０号コラッセふくしま６階
担当：新城、佐々木
TEL：０２４－５２５－４０４８ FAX：０２４－５２５－４０６９
E-mail: shinjo@incu.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「ものづくり小規模事業者等人材育成事業」公募のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
（一財）製造科学技術センターでは、「ものづくり小規模事業者等人材育成事業」の
公募申請を受け付けております。
「ものづくり小規模事業者等人材育成事業」は、ものづくり中核人材の育成のため、
指定された講座を受講する際に、受講料、旅費、宿泊費の２／３の補助金を補助する制度
です。
【募集期間】平成２６年３月３１日（月）から平成２６年９月５日（金）
【申込締切】第４回 平成２６年７月３１日（木）、第５回（最終）平成２６年９月５日（金）
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.mstc.or.jp/jinzai/
お申し込み・お問い合わせ先
〒１０５－０００１ 東京都港区虎ノ門１－１７－１ 虎の門５森ビル５階
一般財団法人製造科学技術センター ものづくり人材育成事業部
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FAX：０３－３５００－４８９５

────────────────────────────────────────
★☆ 「オシロスコープ入門」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
電気信号の観測にオシロスコープは欠かせない計測器です。しかし、実際の測定場面に
おいて、見たい波形を的確に捉え、正しく測定を行うことは、意外に難しいものです。
そこで本セミナーでは、オシロスコープを実際に操作しながら、測定原理や基本的な操作
方法を習得し、オシロスコープを用いた正しい測定が行えるようになることを目指します。
２～３名で1台のオシロスコープを操作します。尚、一般的な電気知識（電圧・電流・周
波数・単位等）を習得された方を対象とします。
【日
【場
【講

時】平成２６年７月３０日（水）１３：００～１７：００
所】福島県ハイテクプラザ １階研修室（郡山市）
師】アジレント・テクノロジー(株)アプリケーションエンジニアリング部
デジタルソリューショングループ 佐貫 聡信 氏
【受講料】３，０００円（消費税含む）
【定 員】１６名
【締 切】平成２６年７月１６日（水）（ただし、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://fukushima-techno.com/training/2014/04/post-127.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：竹内
TEL：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
E-mail: seminar@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「統合マネジメントシステムの進め方と最新情報」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
ISO９００１、ISO１４００１等複数のマネジメントシステムの構築･運用は非効率的です。
“複数のISO規格要求を対比し統合する”という考え方ではなく、“規格要求を業務プロ
セスに統合する(組込む)”という考え方が重要で、これが２０１５年改定の基本概念です。
一つのマネジメントシステムを運用するという考え方は、“本来業務をマネジメントシ
ステム化する”ということで、既に複数のシステムを単独運用している場合や二つ目、三
つ目のISO規格の取組み･スリム化も容易にできます。
２０１５年改定情報を交えながら、システム統合の進め方を説明します。
【日 時】平成２６年 ７月２９日（火） １３：３０～１６：３０
【場 所】福島県ハイテクプラザ １階研修室（郡山市）
【講 師】一般財団法人日本品質保証機構ＩＳＯ東北事務所 所長 千田 守氏
【受講料】５，０００円（消費税を含む）
【定 員】２４名
【締 切】平成２６年 ７月１８日（金）（ただし、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://fukushima-techno.com/training/2014/04/post-139.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：玉木
TEL：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
E-mail: seminar@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「ISO１４００１内部監査員養成セミナー（第２回）」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
環境マネジメントシステムを始めとして、組織のマネジメントシステムの運用において、
内部監査の重要性が高まっています。どのように環境マネジメントシステムを構築し実践
すればよいのか。
また、規格が要求している内部監査の効果的実施について、事例研究と実施演習を交え
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て解説します。
【日

時】平成２６年８月６日（水）、７日（木）、２０日（水）、２１日（木）
（４日間。いずれも９：３０～１６：３０まで）
【場 所】福島県ハイテクプラザ １階研修室（郡山市）
【講 師】三井ＩＳＯエコ技術士事務所 所長 三井 孝次郎 氏
【受講料】２０，０００円（消費税を含む）
【定 員】２４名
【締 切】平成２６年 ７月２４日（木）（ただし、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://fukushima-techno.com/training/2014/04/140012.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：玉木
TEL：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
E-mail: seminar@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 福島駅西口インキュベートルーム勉強会のご案内（入場無料）
☆★
────────────────────────────────────────
福島駅西口インキュベートルームでは、下記のとおり勉強会を開催いたします。
伝わる。伝える。「起業家に必要な自分を伝える能力を学ぼう」
【講 師】斎藤恭紀（さいとう やすのり）氏
株式会社斎藤予報士事務所 代表
気象予報士 ・ 防災士
福島テレビスーパーニュース レギュラー出演中
【内 容】自分や商品の魅力を表現するプレゼンテーション力。 そのために必要な工夫や
アイデアは起業家にとって必須とも言えるでしょう。「いかに情報を視聴者に判
り易く見せるか」 ということにおいて、 非常に多彩な工夫を凝らしてる斎藤さん。
その狙いや本音、 戦略を学べる貴重な勉強会です。
【日 時】平成２６年７月１９日（土） １４：００～１５：３０
【場 所】コラッセふくしま６階 マルチパーパスルーム
詳しくはこちらをご覧ください
http://incu.jp/pdf/20140719.pdf
※参加には事前の申込みが必要となります。
お名前（会社名）、ご住所、TEL、FAX、E-mailアドレスをご記入の上、E-mail、
FAXにてお申込み下さい。また、電話でのお申込 みも受け付けております。会場の
都合上、先着順になります。満席になり次第締め切りとなりますのでご了承ください。
（定員３０名）
お申し込み・お問い合わせ先
指定管理者：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
福島市三河南町１番２０号 コラッセふくしま６階
福島西口インキュベートルーム
担当：鈴木
TEL：０２４－５２５－４０４８ FAX：０２４－５２５－４０６９
E-mail: info@f-vst.com

────────────────────────────────────────
★☆ 「平成２６年度第１回ふくしま地中熱利用情報交換フォーラム」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
(公財)福島県産業振興センターでは、文部科学省 地域イノベーション戦略支援プログ
ラムの一環として、再生可能エネルギーの事業化を目指した取り組みを進めています。
このたび、昨年度に引き続き、再生可能エネルギーとしての地中熱利用に関する情報
交換を目的とした「平成26年度第1回ふくしま地中熱利用情報交換フォーラム」を開催い
たします。
当日は、「地中熱利用、地域での普及課題と解決に向けた提案」と題し、地中熱利用
促進協会 理事長 笹田 様より講演をいただくとともに、先進事例として、県内自治体様、
県内企業様の取り組みなどのお話を予定しております。
皆様どうぞふるってご参加ください。
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【日時】平成２６年７月２３日（水）１４時００分～１６時３０分
【場所】福島県ハイテクプラザ 多目的ホール（郡山市）
参加申込書及びフォーラムの詳しい内容については、こちらをご覧ください。
チラシ及び参加申込書
http://f-inov.jp/14-1st-G-Forum.pdf
フォーラムの説明
http://f-inov.jp/N-Forum.html
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 地域イノベ事務局
TEL：０２４－９６３－０１２１ FAX：０２４－９６３－０１２２
E-mail: inov-jim@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「平成２６年度福島県ハイテクプラザ研究成果発表会」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
昨年度にハイテクプラザで実施した研究開発や技術支援等の成果を広く御活用いただく
ため、研究成果発表会を開催いたします。
多くの皆様の御参加をお待ちしております。
■福島県ハイテクプラザ（郡山）
【日 時】平成２６年７月１８日（金） １３：００～１６：３０
【場 所】福島県ハイテクプラザ 多目的ホール 研修室（郡山市）
【内 容】・特別講演「イノベーションコースト構想
－浜通り再生に向けた視点と具体策－」
復興庁 福島復興局 参事官補佐 野崎開太氏
・研究成果発表「浅部地中熱利用システムの開発」ほか８件
・ポスターセッション
お問い合わせ先
福島県ハイテクプラザ

企画連携部企画管理科

TEL：０２４－９５９－１７３６

■福島技術支援センター
【日 時】平成２６年８月４日（月） １３：１５～１５：５０
【場 所】福島技術支援センター 研修室
【内 容】・特別講演 「地域からのグローバルブランド戦略」
～オンリーワンのものづくりとブランド創出～
佐藤繊維株式会社 代表取締役 佐藤 正樹 氏
・研究成果発表「円形刃による高精度裁断とパターン展開システム
の開発と衣料の製品化」ほか２件
お問い合わせ先
福島県ハイテクプラザ

繊維・材料科

TEL：０２４－５９３－１１２２

■いわき技術支援センター
【日 時】平成２６年７月２５日（金）１３：３０～１６：１５
【場 所】いわき技術支援センター 研修室
【内 容】・特別講演「水素エネルギー社会に向けた技術開発」
（独）産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所
再生可能エネルギー研究センター 副センター長 古谷博秀氏
・研究成果発表「シーム溶接における接合部の高品質化技術」ほか３件
お問い合わせ先
福島県ハイテクプラザ

機械・材料科

TEL：０２４６－４４－１４７５

詳細は、ハイテクプラザホームページに掲載するパンフレットをご覧ください
http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/index-pc.html
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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
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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２７０号は平成２６年８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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【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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