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【公募】
◆第５回「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア２０１６」
（ＲＥＩＦふくしま２０１６＊）出展者募集開始について
◇「2016 福島県新技術・新工法展示商談会in NISSAN」出展者募集について
◆「ロボット関連産業基盤強化事業の対象事業」の公募について
◇「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」の公募について
◆平成２８年度

研究開発助成金（第１回）公募開始について

【講演会・セミナー】
◇「いまさら聞けない化学物質規制の基礎」開催のお知らせ
◆「平成２８年度

ISO１４００１内部監査員養成セミナー（第１回）」開催のお知らせ

◇「ＣＡＤ/ＣＡＥ操作体験セミナー（第１回）」開催のお知らせ
【お知らせ】
◆「2016 福島広域商談会」のご案内

～発注企業を募集しています！～

◇「ふくしまＰＩＴネットワーク」について

────────────────────────────────────────
★☆ 第５回「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア２０１６」
（ＲＥＩＦふくしま２０１６＊）出展者募集開始について ☆★
────────────────────────────────────────
福島県と福島県産業振興センターは、１０月１９日（水）、２０日（木）に郡山市の
ビッグパレットふくしまで開催する、第５回「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業
フェア２０１６」（ＲＥＩＦふくしま２０１６）の出展者を募集いたします。
ＲＥＩＦふくしま２０１６は、再生可能エネルギー関連産業の最新の技術・製品が一
堂に会する展示会です。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。皆様からの出展のお申し込みをお待ちし
ております。
【主
【日
【会
【内
【対

催】福島県、（公財）福島県産業振興センター
時】平成２８年１０月１９日（水）、２０日（木）午前１０時～午後５時
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）
容】展示会（２６０小間）、セミナー、マッチングイベント、交流会等
象】・再生可能エネルギー・省エネルギー産業に係る企業
・関連産業に参入・展開を目指す企業
・研究開発を行う大学等研究機関・支援機関
【出展料】福島県内企業・団体 ６０,０００円/小間（税込）
※１小間（W 3,000mm×D 2,700mm×H 2,400mm）
福島県外企業・団体 ８０,０００円/小間（税込）
【申込締切】平成２８年７月２０日（水）
詳しくはこちらをご覧ください
http://reif-fukushima.jp
【参

考】（昨年の実績）
開 催 日：平成２７年１０月２８日（水）、２９日（木）午前１０時～午後５時
出展規模：１７６団体・２８２小間
来場者数：６，３６９人
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＊「ＲＥＩＦ（リーフ）ふくしま２０１６」は、当フェアの愛称です。
（ＲＥＩＦ：Ｒｅｎｅｗａｂｌｅ Ｅｎｅｒｇｙ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ

Ｆａｉｒ）

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
TEL：０２４－９５９－１９６１ FAX：０２４－９５９－１９５２
E-mail: reif-fukushima@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「2016 福島県新技術・新工法展示商談会in NISSAN」出展者募集について ☆★
────────────────────────────────────────
福島県と福島県産業振興センターでは、日産自動車株式会社（神奈川県厚木市）におい
て、展示商談会を下記により開催することといたしました。
この展示商談会は、福島県内企業の持つ新技術や新工法を提案し、日産グループ各社へ
の新規参入や取引拡大、協力関係の構築を目指すものです。
この機会にぜひ応募ください。
【開 催 日】平成２８年９月８日（木）～９日（金）
【会
場】日産自動車（株）テクニカルセンター
（神奈川県厚木市岡津古久５６０－２）
【参 加 費】２０，０００円（１提案）
【募 集 枠】４０社
【申込方法】「出展申込書（Excel）」及び「展示パネル原稿（Excel）」をE-mailにて提出
【締
切】平成２８年５月２４日（火） ※先着順ではございません。
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/modules/invitation/article.php?storyid=663
お申し込み・お問い合わせ先
福島県輸送用機械関連産業協議会 事務局
公益財団法人福島県産業振興センター
取引支援課
担当：齋藤
福島市三河南町１－２０ コラッセふくしま６階
TEL：０２４－５２５－４０７７ FAX：０２４－５２５－４０７９

────────────────────────────────────────
★☆ 「ロボット関連産業基盤強化事業の対象事業」の公募について ☆★
────────────────────────────────────────
福島県では、「ロボット関連産業」の集積を目指し、ロボットの要素技術の開発や実証
を行う県内企業を支援するため、標記事業を実施しております。
今回、以下のとおり公募を開始しましたので、是非ご検討下さい。
【対象事業】

・ロボットの要素技術の開発や実証試験等
・要素技術を組み合わせたロボット開発

【補助額】

（１）対象事業費の上限 １，０００万円
（２）補助率
・中小企業 ３／４
・大企業
２／３

【公募期間】平成２８年４月１５日(金)～５月１６日(月)
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021f/kibankyoka2801.html
お問い合わせ先
福島県商工労働部 ロボット産業推進室
TEL: ０２４－５２１－８０５８ FAX:０２４－５２１－７９３２
E-mail: robot@pref.fukushima.lg.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」の公募について ☆★
────────────────────────────────────────
福島県では、福島イノベーション・コースト構想の重点分野について、地元企業等及び
地元企業等との連携等による地域振興に資する実用化開発等を促進し、福島県浜通り地域
ページ(2)

H28.5.16原稿.txt
の産業復興の早期実現を図るため、その経費の一部を補助します。
【補助対象分野（重点分野）】
・ロボット、エネルギー、環境・リサイクル、農林水産業、環境回復、住民の健康確保
につながる医学(医療機器等)又は廃炉・汚染水対策など放射線の知識が必要となる分
野等
【補助対象地域（福島県浜通り地域）】
・いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、
大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村の１５市町村
【補助対象内容（実用化開発等）】
・原則として、福島県浜通り地域において実施される重点分野に係る研究開発や実証など
実用化・事業化に向けた取組。
【補助対象者】
・地元企業等
・地元企業等と連携して実施する企業
【補助率及び補助上限額】
・中小企業：補助対象経費１０．５億円の２／３（７億円）を補助
・大企業 ：補助対象経費１４．０億円の１／２（７億円）を補助
※補助上限額：1事業計画あたり７億円（連携支援の場合、合計額）
【予算額】６９．７億円
【募集期間】平成２８年４月２７日（水）～５月２６日（木）１７時必着
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/tiikihultukou.html
お問い合せ先
福島県商工労働部 産業創出課（担当：目黒）
TEL：０２４－５２１－７２８３、FAX：０２４－５２１－７９３２

────────────────────────────────────────
★☆ 平成２８年度 研究開発助成金（第１回）公募開始について ☆★
────────────────────────────────────────
三菱UFJ技術育成財団は昭和５８年の設立以来、技術指向型の中小企業の育成を通じて、
我が国産業の発展並びに中小企業の経営高度化に貢献することを目的とした公益財団法人
です。
当財団では、毎年、上記目的を達成する事業の一環として、新製品、新技術の研究開発
に対する助成事業を行っており、第１回公募を４月１日より５月３１日まで行います。
また、当財団の助成金交付・債務保証を受けた中小企業の更なる成長をご支援するため
に株式保有事業も行っております。
企業の成長に対応して、助成金交付に加え株主となることにより、従来以上に長期的に
ご支援してまいります。
皆様の新規性に富み、意欲的なプロジェクトでのご応募をお待ちしております。
■助成金
【対象企業・プロジェクト】
・新技術、新製品等の研究開発を行う、設立・創業後もしくは新規事業進出後５年以内
の中小企業または個人事業者。
・現在の技術水準から見て新規性のある機械、システム、製品等の開発で、原則として、
２年以内に事業化が可能なプロジェクト。
【助成金額】
助成金として、次のいずれか少ないほうの金額を交付致します。
・１プロジェクトにつき３百万円以内。
・研究開発対象費用の１／２以下。
【公募期間】
平成２８年４月１日（金）～平成２８年５月３１日（火）
■株式保有
【対象企業】
・当財団の助成金交付・債務保証を過去に受けた中小企業
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・当財団の助成金交付・債務保証を受けた際のプロジェクトによる新製品、新技術の
開発及び事業化により成長が見込める者。
【保有額】
・１社につき５百万円以内。ただし、対象企業の議決権の過半数を超えない金額
【公募期間】
・随時受け付けます
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.mutech.or.jp/whatsnew/index.html
お問い合わせ先
公益財団法人三菱UFJ技術育成財団
〒１０５－００１４ 東京都港区芝２丁目４番３号
TEL：０３－５７３０－０３３８

三菱東京UFJ銀行芝ビル

────────────────────────────────────────
★☆ 「いまさら聞けない化学物質規制の基礎」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
本年度、１回目の環境セミナーは、化学物質規制の基礎知識を身につけたい方のための
基礎編を開催します。世界の化学物質規制法（REACH規則等）及び製品含有化学物質規制法
（RoHS指令等）の、基礎の内容で初心者や、もう一度基礎から確認したい方を対象とします。
実務における企業対応の進め方についてもお話ししますので、広い知識と最新の情報をお
求めの方、ぜひご参加下さい。
◆REACH編（化学物質規制）
・世界の化学物質規制の潮流（２０２０年目標に向けて）
・EU REACH規制とは？
・アメリカ・アジア各国の化学物質規制法の概要
◆RoHS編（製品含有化学物質規制）
・EU RoHS指令とは？
・世界に波及する各国RoHS指令の概要
・RoHS指令が求める管理とは？
・RoHS以外の気にする規制は？
◆企業対応編
◆質疑応答
※セミナーは常に最新情報を取り入れ更新しております。当日のスライドや資料に、内容変更
や順番の入れ替え等の可能性があることを予めご了承ください。
【日 時】平成２８年５月２６日（木）１３：００～１６：３０
【場 所】福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台１－１２）１Ｆ 研修室
【受講料】５，０００円（消費税含）受講料の納入については、後日ご連絡いたします。
【講 師】一般社団法人産業環境管理協会 化学物質管理情報センター
技術参与 松浦徹也 氏
【定 員】３０名（定員になり次第締め切ります）
【締 切】平成２８年５月２０日（金）
詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2016/04/post-209.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
〒９６３－０２１５ 郡山市待池台１－１２（福島県ハイテクプラザ内）
TEL：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
E-mail: seminar@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「平成２８年度 ISO１４００１内部監査員養成セミナー（第１回）」
開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
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。
このセミナーは、ＩＳＯ１４００１：２０１５に基づいて行います。
【日

時】平成２８年６月８日（水）、９日（木）、１０日（金）
（３日間、いずれも９：３０～１６：３０まで。）
【場 所】福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台１－１２）１階 研修室
【講 師】ＩＳＯコミニュケーション 代表 菊地 正彦 氏
【受講料】２５，０００円（消費税を含む）
【定 員】２４名
【締 切】平成２８年５月２７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/2016/04/post-203.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
〒９６３－０２１５ 郡山市待池台１－１２（福島県ハイテクプラザ内）
TEL：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
E-mail: seminar@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「ＣＡＤ/ＣＡＥ操作体験セミナー（第１回）」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
コンピュータシミュレーションは製品設計において必要不可欠なツールです。それを効
果的に活用するためには、設計者自身が正しい知識を持って実施することがポイントとな
ります。このセミナーは、製品設計のための基本から、最新の機能まで少人数で学ぶ１日
コースです。
SOLIDWORKS ２０１６を操作し、実際に体験してください。皆様のご参加をお待ちして
おります。
【日 時】平成２８年６月１６日（木）１０：００～１７：００
【場 所】福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台１-１２）１階 研修室
【受講料】３，０００円
【定 員】１０名（定員を超えた際は、１社１名にさせて頂く場合がございます）
【講 師】株式会社ＴＥＫ
【締 切】平成２８年５月３１日（火）（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/2016/04/post-180.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
〒９６３－０２１５ 郡山市待池台１－１２（福島県ハイテクプラザ内）
TEL：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
E-mail: seminar@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「2016 福島広域商談会」のご案内 ～発注企業を募集しています！～ ☆★
────────────────────────────────────────
発注企業の皆様と主に福島県内の受注企業の皆様が一堂に会し、商談や情報交換を行っ
ていただく場として、下記により「2016福島広域商談会」を開催いたします。
ぜひ、ご参加いただき新規取引先の開拓や新たなパートナーづくりにご活用ください。
【日
時】平成２８年７月２２日（金） １２：２０～１６：３０
【場
所】ビッグパレットふくしま（福島県郡山市南２丁目５２番地）
【 参加費 】無料
【募集企業数】５０社程度
【申込期限】平成２８年５月２４日（火）
（先着順となりますので、お早めにお申し込みください。）
【申込方法】「参加申込書」をダウンロードし必要事項をご記入のうえ、メール又はFAX
にてお申込みください。
【 申込先 】hoshikawa@f-open.or.jp
FAXも可 (０２４－５２５－４０７９)
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詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/modules/invitation/article.php?storyid=660
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 取引支援課
担当：星川
TEL：０２４－５２５－４０７７ FAX：０２４－５２５－４０７９

────────────────────────────────────────
★☆ 「ふくしまＰＩＴネットワーク」について ☆★
────────────────────────────────────────
県内企業・研究機関の技術情報が不正に流出するのを防ぐため、県警本部と県、県内経
済団体でふくしま技術情報等不正流出防止ネットワーク（愛称：ふくしまＰＩＴネットワ
ーク）を発足いたしました。
今後、被害防止にかかる情報の提供に努めていきます。
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/maga/pit.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
企画管理部 総務企画課
TEL：０２４－５２５－４０７０

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「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３１４号は平成２８年６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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【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 : webmaster@f-open.or.jp

掲載記事の無断転載を禁じます。
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