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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２８年度第１回公募の開始について
◇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
◆ふくしま産業復興企業立地補助事業（第９次募集）について
【講演会・セミナー】
◇「腐食防食セミナー ～電子材料・部品における腐食のメカニズムと防食対策～」
受講生募集のお知らせ
◆「平成２８年度 ISO１４００１内部監査員養成セミナー（第２回）」
受講生募集のお知らせ
◇福島県よろず支援拠点「セミナー＆個別経営相談会」開催のお知らせ
◆ふくしま企業塾

管理者養成セミナー

「経営計画」

受講生募集のお知らせ

◇平成２８年度第１回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２８年度知的財産権制度説明会（初心者向け）開催」のご案内
◇平成２９年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞候補者の推薦について
◆「毎月勤労統計調査特別調査」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２８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、その経費の一部を助成する
「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２８年度第１回公募を、以下のとおり実施いたします。
■
※
※

平成２８年度第１回公募期間
平成２８年７月１日（木）から平成２８年７月２９日（金）まで （必着）
平成２８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。
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
〒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

────────────────────────────────────────
ページ(1)

H28.7.1原稿.txt
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

＊「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

────────────────────────────────────────
★☆ ふくしま産業復興企業立地補助事業（第９次募集）について ☆★
────────────────────────────────────────
県が実施するふくしま産業復興企業立地補助事業の第９次募集が行われます。
公募期間は、平成２８年６月１日（水）から平成２８年７月２９日（金）までになります。
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。
また、国が実施する「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」の第６次募集
が現在行われております（平成２８年７月２９日（金）正午まで）。
今後、事業所の建屋及び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。
詳しくはこちらをご覧ください
〈ふくしま産業復興企業立地補助事業（第９次募集）〉
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021a/fukushimahojyokin.html
〈津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金（第６次募集）〉
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021a/kunihojyokin.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

────────────────────────────────────────
★☆ 「腐食防食セミナー ～電子材料・部品における腐食のメカニズムと防食対策～」
受講生募集のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
日常生活に広く用いられている金属材料の腐食は、ある意味、避けられない現象ではあ
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りますが、腐食メカニズムを知ることで、試験方法・防食対策を選定する事が容易となり
ます。
本セミナーでは、なぜ腐食が起きるのかを腐食の特徴・メカニズムについて基礎から学
びます。電子材料・部品における腐食環境の形成要因に関して、事例を紹介しながら詳細
に説明し、最新情報を含め、腐食を防止するための材料・環境・構造の観点からの対策に
ついて分かりやすく解説いたします。
【日
【内

時】平成２８年 ７月２６日（火）１３：３０～１６：３０
容】１.腐食の基礎
２.電子材料・部品の腐食の特徴と腐食のメカニズム
３.電子材料・部品における腐食環境の形成
４.電子材料・部品の防食技術
５.質疑応答
【講
師】公益社団法人 腐食防食学会腐食センター センター長 石川 雄一氏
【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
【定
員】３０名
【受 講 料】３，０００円（消費税を含む）
【締
切】平成２８年 ７月１５日（金）
【申込方法】申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたはE-mailでお申し込みください。
（受講が承認された方には、後日受講決定通知と受講料請求書をお送りします。）
詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2016/04/post-181.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２回）」
受講生募集のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
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
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８月８日（月）、９日（火）、１０日（水）
（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７月２２日（金）（ただし、定員になり次第締め切ります。）
【申込方法】受講申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたはE-mailでお送りください。
（受講が承認された方には、受講料請求書とともに後日、通知いたします。）
詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2016/04/post-204.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

────────────────────────────────────────
★☆ 福島県よろず支援拠点「セミナー＆個別経営相談会」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
陳列、空間演出など店舗デザインの専門家である水野谷コーディネーターが、お客さま
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の購買意欲を刺激して、意識的に来店・入店していただくためのブランディング、売上ア
ップにつながる空間演出や陳列など、来店したいと思っていただくお店づくりの手法につ
いて分かりやすく説明いたします。
また、セミナー終了後に個別経営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】平成２８年７月２８日（木）１３：３０～１４：３０
【場 所】会津喜多方商工会議所 大会議室
【講 師】福島県よろず支援拠点 コーディネーター 水野谷 悌子
【テーマ】「売れる店舗のつくり方」
【定 員】４０名
【参加・相談】無料
【締 切】平成２８年７月２０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/20160728.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
福島県よろず支援拠点 担当：小堀、吉田
TEL：０２４－９５４－４１６１ FAX：０２４－９５４－４１６４

────────────────────────────────────────
★☆ ふくしま企業塾 管理者養成セミナー 「経営計画」 受講生募集のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
管理者、中間管理者を対象とした、経営計画書作成セミナーを開講します。
組織を支える管理者、中間管理者は、自社を取り巻く内的、外的環境を診断・分析し、
自社のあるべき姿を設計、具現化に向けた取り組みを推し進める必要があります。現状か
らあるべき姿の具現化までに必要な実行性のある経営計画書作成のポイントを、初めての方
にもわかりやすくご紹介させていただきます。
【開催日時】平成２８年８月 ４日（木）
平成２８年８月１８日（木）
全日程とも１０時～１６時
平成２８年８月３０日（火）
【開催場所】コラッセふくしま（福島市）
【受講対象】管理者・中間管理者
【募集定員】１６名（定員になり次第、締め切らせていただきます。）
【受 講 料】１２，０００円
（受講料には３日間の駐車場代が含まれます。昼食は各自ご用意ください。）
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/seminar/2016/keiei.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
────────────────────────────────────────
★☆ 平成２８年度第１回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）☆★
────────────────────────────────────────
Ｗｏｒｄでつくる！簡単チラシ講座 ～専用ソフトがなくても簡単にチラシを作成～
専用ソフトがなくてもＷｏｒｄでかっこいいチラシを１円もかけずに簡単に作成できま
す。画像を編集する方法など、Ｗｏｒｄの機能をわかりやすく説明します。
【講 師】ワッツ・ビジョン代表 人材育成コンサルタント 笹崎久美子 氏
【準備物】Ｗｏｒｄがインストールされたノートパソコンと電源アダプタをご持参ください。
【日 時】平成２８年７月２２日（金） １８：３０～２０：００
【場 所】コラッセふくしま ６階 マルチパーパスルーム
【定 員】２０名（先着順）
【主 催】福島県
■参加には事前の申込みが必要となります。
講演会はどなたでも参加が可能です。ご希望の方は下記URLより参加申込書をダウンロード
して必要事項を記入の上、FAXにてお申し込みくださ い。又、TEL、E-mailでのお申し込み
も受け付けております。会場の都合上、先着順となります。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。
詳しくはこちらをご覧ください
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【参加申込書】ＰＤＦ形式
http://incu.jp/pdf/20160722.pdf
お申し込み・お問い合わせ先
福島駅西口インキュベートルーム（福島県が設置する創業支援施設）
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@incu.jp（担当：佐々木／井上）
URL: http://incu.jp/

────────────────────────────────────────
★☆ 「平成２８年度知的財産権制度説明会（初心者向け）開催」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
特許庁は、これから知的財産権制度を学びたい方、企業等において知財部門に新しく配
属された方などを対象に、初心者向けの説明会を開催いたします。東北管内では、８月に
各地で開催されます。
本説明会では、特許庁の産業財産権専門官が、特許、意匠、商標等、知的財産権制度の
概要を中心に、各種支援策や地域におけるサービス等を分かりやすく丁寧に御説明いたし
ます。
参加費は無料で、参加者には特許庁作成のテキストを無料配布しておりますので、この
機会に奮って御参加ください。
【開催日程】時間は１３：３０～１７：００（各会場共通）
青森県

平成２８年８月２６日(金曜日)
アスパム（４階十和田）
青森市安方一丁目１番-４０号

５０名

岩手県

平成２８年８月２３日(火曜日)
岩手県工業技術センター（１階大ホール）
盛岡市北飯岡２－４－２５
８０名

宮城県

平成２８年８月２２日(月曜日)
TKPガーデンシティ仙台（３０階ホールD）
仙台市青葉区中央１－３－１ AER３０階
１５０名

秋田県

平成２８年８月２４日(水曜日)
カレッジプラザ（大講義室）
秋田市中通二丁目１－５１明徳館ビル２階

山形県

福島県

平成２８年８月９日(火曜日)
山形県JAビル（大会議室C）
山形市七日町三丁目１番１６号

５０名

７０名

平成２８年８月１９日(金曜日)
ビッグパレットふくしま（３階中会議室B（南））
郡山市南二丁目52番地
１００名

【講義内容】１３：３０～１４：５０
１５：００～１５：５０
１６：００～１７：００

知的財産権・特許・実用新案制度の概要
意匠・商標制度の概要
産業財産権の活用、各種支援策の紹介等

※説明会のテキストは、開催当日に配布致します。
【講

師】

特許庁 産業財産権専門官

【主

催】

特許庁、東北経済産業局

【申込方法】

事前申込み制になります。
事務局ホームページの申込フォームからお申し込みいただくか、事
務局宛にＥ－ｍａｉｌ、電話又はＦＡＸでお申し込みください（定
員になり次第、受付を締め切らせていただきます）。
http://www.jiii.or.jp/h28_shoshinsha/

詳しくはこちらをご覧ください
▼東北経済産業局ＨＰ（東北管内）
http://www.tohoku.meti.go.jp/2004_tokkyo/topics/160615_1.html
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▼特許庁ＨＰ（全国版）
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h28_beginner.htm
お問い合わせ先
○説明会の内容や参加申込みに関するお問い合わせ
知的財産権制度説明会運営事務局（一般社団法人発明推進協会）
ＴＥＬ:０３－３５０２－５４３６
E-mail: h28_shoshinsha@jiii.or.jp
○その他のお問い合わせ
特許庁総務部普及支援課 産業財産権専門官
ＴＥＬ:０３－３５８１－１１０１（内線２３４０）

────────────────────────────────────────
★☆ 平成２９年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞候補者の推薦について ☆★
────────────────────────────────────────
文部科学省では、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた
者について、その功績を讃えることにより、科学技術に携わる者の意欲の向上を図り、も
って我が国の科学技術水準の向上に寄与することを目的とする科学技術分野の文部科学大
臣表彰を定めております。
受賞候補者の推薦は、推薦機関が行う事となっており、福島県が推薦機関の１つとなっ
ています。このたび、平成２９年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞候補者の募集を
行いますので、お知らせします。
詳細は県産業創出課のホームページをご覧下さい
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/kuhu2017.html
お問い合わせ先
福島県商工労働部産業創出課
TEL：０２４－５２１－７２８３

FAX：０２４－５２１－７９３２

────────────────────────────────────────
★☆ 「毎月勤労統計調査特別調査」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
本年７月３１日現在で、１人から４人の労働者を雇用する事業所を対象に、「毎月勤労
統計調査特別調査」を実施します。
調査対象となられた事業主のみなさまの調査への御理解と御回答をお願いいたします。
【対象事業所】
厚生労働省が指定した県内４０調査区内に所在する、１人から４人の労働者を雇用す
る事業所
【調査期間】
平成２８年８月から９月まで
【調査事項】
賃金、労働時間、労働者数等
【調査方法】
知事が任命した統計調査員が対象事業所を訪問して調査します。
【その他】
調査票に書かれた事柄は、統計法により厳しく秘密が守られ、統計以外の目的に用い
られることは禁じられています。安心してお答えください。
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/31-1.html
お問い合わせ先
福島県企画調整部統計課
TEL：０２４－５２１－７１４５

FAX：０２４－５２１－７９１４
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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
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「うつくしまドットねっと通信」第３１７号は平成２８年７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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【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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