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事務局:公益財団法人福島県産業振興センター

━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.utsukushima.net ━━━━━━━━━━
<<もくじ>>
【公募】
◆自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金公募のご案内
【講演会・セミナー】
◇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
◆福島県プロフェッショナル人材戦略拠点「セミナー＆個別相談会」開催のお知らせ
◇福島県よろず支援拠点「アントレプレナーフォーラム」開催のお知らせ
◆「ISO１４００１内部監査員養成セミナー（第３回）」開催のご案内
◇「なぜなぜ分析演習セミナー（第２回）」開催のご案内
◆「酒質設計のための実践・きき酒セミナー」開催のご案内
◇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※）開催のご案内 ～セミナー受付開始～
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────────────────────────────────────────
★☆ 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金公募のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
原子力災害により甚大な被害を受けた福島県の避難指示区域等において工場・店舗等を
新増設する企業に対する補助金の公募を受け付けています。
【公募期間】平成２８年７月７日（木）～平成２８年９月３０日（金）
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/modules/invitation/article.php?storyid=680
お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター
自立・帰還支援チーム
TEL：０２４－５７３－５４５０ FAX：０２４－５７３－６９３０

────────────────────────────────────────
★☆ 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 ☆★
────────────────────────────────────────
中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士であり、公的資金の活用支援に数多くの実
績を持つ佐藤巨人コーディネーターが、補助金・助成金獲得のポイントついて分かりやす
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９月２７日（火）１３：３０～１４：３０
【場 所】いわき産業創造館「ラトブ」６階 会議室１
【講 師】福島県よろず支援拠点 コーディネーター 佐藤 巨人
【テーマ】「補助金・助成金獲得のポイント！」
【定 員】３０名
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【参加・相談】無料
【締 切】平成２８年９月１６日（金）
※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/201609.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

────────────────────────────────────────
★☆ 福島県プロフェッショナル人材戦略拠点「セミナー＆個別相談会」
開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
福島県プロフェッショナル人材戦略拠点では、国の地方創生施策の一環であるプロフェ
ッショナル人材事業を実施しています。これは、地域企業の「攻めの経営」への転身を促
し、企業の成長戦略を具現化できる経験豊富なプロフェッショナル人材との出会いをサポ
ートし、地方への人材環流の促進を図るものです。
このたび、成長戦略とプロフェッショナル人材の必要性についてのマインド醸成を図り
成長意欲を喚起するためのセミナーを開催いたします。
また、セミナー終了後に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】平成２８年９月２９日（木）１４：３０～１６：００
【会 場】コラッセふくしま５階 小研修室（福島市）
【講 師】東北大学大学院 経済学研究科 教授 大滝 精一 氏
【テーマ】「福島復興と地方創生」
【定 員】８０名
【参加費】セミナー・個別相談ともに、無料
【申込方法】申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ又はＥ－mailでお申込みください。
【申込締切】平成２８年９月２３日（金） （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/maga/prosemi.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
福島県プロフェッショナル人材戦略拠点 担当：高野
ＴＥＬ：０２４－５２５－４０９１ ＦＡＸ：０２４－５２５－４０９６
E-mail: projinzai@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 福島県よろず支援拠点「アントレプレナーフォーラム」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
福島県内で創業した若手の起業家３名をお招きし、「起業したい！その思いを応援しま
す！」というテーマのフォーラムを開催しますので、ご案内申し上げます。
また、フォーラム終了後「起業相談会」を開催しますので、この機会にぜひご参加くだ
さい。
【日
【場
【講

時】平成２８年１０月１２日（水） １４：００～１６：２０
所】コラッセふくしま ５階 研修室
演１】「夢を叶える～女性のプチ起業について～」
エステティックサロンfuru 代表 長沢 千恵子 氏
【講 演２】「夢への大きな一歩。２つの理念を掲げ新規開院」
幸福堂わく整骨院 代表 和久 貴幸 氏
【講 演３】「白河を世界とつなぎたい！英語を軸に広げるビジネスチャンス作り」
（株）イーラボラトリーしらかわ 代表取締役 伊澤 玲花 氏
【講 演４】「先輩起業家からの応援メッセージ」
L‘ANIT 代表 高橋 彩水 氏
【定 員】８０名
【参加・相談】無料
【締 切】平成２８年１０月５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
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http://www.utsukushima.net/shinchaku/yorozu/entrepreneur.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：小堀、吉田
TEL：０２４－９５４－４１６１ FAX：０２４－９５４－４１６４

────────────────────────────────────────
★☆ 「ISO１４００１内部監査員養成セミナー（第３回）」開催のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
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
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１０月１２日（水）、１３日（木）、１４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９月３０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-205.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

────────────────────────────────────────
★☆ 「なぜなぜ分析演習セミナー（第２回）」開催のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
改善活動を通じて、問題を引き起こしている変化要因や真の原因を追及する力こそ、今
要求されている現場力です。解析手法の１つである「なぜなぜ分析」は、故障・不良・災
害などの真の原因を“なぜなぜ”と繰り返すことで追求していく手法です。本セミナーで
は、真の原因にたどり着くために「なぜなぜ分析」の基本的なルールを学んでいただき、
後半は演習を行いながら、その進め方を体得します。「なぜなぜ分析」は正しく理解し活
用すれば、確実に仕事に生かせるようになります。改善力アップの必須知識として是非お
役立て下さい。
【日

時】平成２８年１０月２１日（金）
（９：３０～１７：００）
【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
【講
師】（株）日本能率協会コンサルティング ＴＰＭコンサルタント 安部 孝氏
【定
員】３６名
【受 講 料】１０，０００円（消費税を含む）
【申込方法】申込書に必要事項を御記入の上、ＦＡＸ又はE-mailでお申し込みください。
（受講が承認された方には、受講料請求書とともに締切後通知いたします）
【締
切】平成２８年１０月 ７日（金）（ただし、定員になり次第締め切ります）
※定員を超えた場合は、１社１名にさせて頂く場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2016/04/post-208.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）
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FAX：０２４－９５９－１８８９

────────────────────────────────────────
★☆ 「酒質設計のための実践・きき酒セミナー」開催のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
清酒を製造する際、その酒質のコンセプトを明確にし、そのとおりの酒質を得ることが、
ますます重要となっています。そのためには自らのきき酒能力を養うことはもちろん、近
年市場で人気のある銘柄の酒質を理解することも重要な要因の一つです。
本セミナーでは、きき酒能力を高めるとともに、市販酒の酒質を理解することにより、
商品開発のための酒質設計の能力を高め、より市場のニーズに応える商品開発能力を養う
ことを目的としております。
【開催日時】平成２８年１０月２４日（月）９：３０～１６：００
第１部 きき酒の能力を高める ９：４０～１４：００
（※間に休憩１時間を挟みます。）
きき酒実践「きき酒の基礎と分析型きき酒」
講師：福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター
醸造・食品科長 鈴木 賢二氏
第２部 最新清酒の酒質動向 １４：１０～１６：００
きき酒実践「販売店から見た最新人気銘柄の酒質動向」
講師：有限会社泉屋 代表取締役 佐藤 広隆氏
【場
所】福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター
（会津若松市一箕町大字鶴賀字下柳原８８－１）
【定
員】２０名 (定員を越えた場合は県内従事者を優先させていただきます。)
【受 講 料】３，０００円
【締
切】平成２８年１０月１４日（金）
【申込方法】申込書に必要事項をご記入のうえ、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、後日受講決定通知書兼請求書をお送りいたします。）
※セミナー修了後、福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター主催で、午後６：００
から講師を交えての懇親会を催します。会場：若松市内未定、会費：5,000円程度を予定して
おります。
詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2016/04/post-188.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

────────────────────────────────────────
★☆ 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※）開催のご案内 ～セミナー受付開始～ ☆★
────────────────────────────────────────
福島県と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。
５回目を迎える今年は、過去最多の１７７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、産総研福島再生可能エ
ネルギー研究所などの視察ツアーや著名講師によるセミナー、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。
＜＜開催概要＞＞
【主
催】福島県、（公財）福島県産業振興センター
【日
時】平成２８年１０月１９日（水）、２０日（木）午前１０時～午後５時
※１９日（水）９時３０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（１７７団体、２９１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、福島空港ソーラーパーク視察ツアー等
（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
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のほか、増田寛也東京大学公共政策大学院客員教授等による再生可能エネ
ルギーと人口問題に関するセミナー、再生可能エネルギー先進地のドイツ、
デンマーク等の取組を紹介するセミナー等を予定しています。
【出展分野】・再生可能エネルギー関連 ・省エネルギー関連
・関連ものづくり産業、その他 ・学校、自治体、支援機関
【入
場】無料（登録入場制）
※事前参加登録、もしくは当日の会場の受付にて登録していただきます。
各種申込等、詳しくはこちらをご覧ください
http://reif-fukushima.jp
お問い合わせ
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
○ 参考（昨年の実績） 開催日：平成２７年１０月２８日（水）、２９日（木）
出展規模：１７６団体・２８２小間
来場者数：６，３６９名
※「ＲＥＩＦふくしま２０１６」は、当フェアの愛称です。
（ＲＥＩＦ：Ｒｅｎｅｗａｂｌｅ Ｅｎｅｒｇｙ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｆａｉｒ）

────────────────────────────────────────
★☆ 「再生可能エネルギー産業フェア２０１６」
基調講演（増田 寛也 氏）のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
日本創成会議・人口減少問題検討分科会 座長を務めた増田寛也氏が、再生可能エネル
ギーと人口問題について、福島の明日を語ります。
【日
【会
【講

時】平成２８年１０月１９日（水）１３：００～１４：１０
場】ビッグパレットふくしま（郡山市） コンベンションホール
師】増田寛也氏
東京大学 公共政策大学院 客員教授
元総務大臣、元岩手県知事
【テーマ】「福島の明日を考える ～再生可能エネルギーと人口問題～」
【定 員】３００名
【参加費】無料
【申込方法】申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ又はＥ－mailでお申込みください。
または、再生可能エネルギー産業フェア2016オフィシャルホームページから
もお申し込みできます。（http://reif-fukushima.jp/）
【申込締切】平成２８年１０月１２日（水）
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/shinchaku/maga/reif1019.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
技術支援部（テクノ・コム）
ＴＥＬ：０２４－９５９－１９２９

ＦＡＸ：０２４－９５９－１８８９

────────────────────────────────────────
★☆ 「再生可能エネルギー産業フェア２０１６」
特別講演（真山 仁 氏）のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
NHK土曜ドラマ『ハゲタカ』の著者 真山仁が、日本のエネルギー問題を真正面から問い
かけます。
そして、未来を変えるクリーンエネルギー「地熱発電」の可能性に迫ります。
【日
【会
【講

時】平成２８年１０月２０日（木）１３：００～１４：００
場】ビッグパレットふくしま（郡山市） コンベンションホール
師】真山 仁 (まやま じん)氏
小説家 NHK土曜ドラマ『ハゲタカ』の著者
【テーマ】「再生の切り札 地熱が日本を救う！！」
【定 員】３００名
【参加費】無料
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【申込方法】申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ又はＥ－mailでお申込みください。
または、再生可能エネルギー産業フェア2016オフィシャルホームページから
もお申し込みできます。（http://reif-fukushima.jp/）
【申込締切】平成２８年１０月１２日（水）
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/shinchaku/maga/reif1020.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
技術支援部（テクノ・コム）
ＴＥＬ：０２４－９５９－１９２９ ＦＡＸ：０２４－９５９－１８８９

────────────────────────────────────────
★☆ 定期講演会のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
一般財団法人とうほう地域総合研究所では、「試練は人を磨く」をテーマに桑田真澄氏を
講師に迎え講演会を開催いたします。
【テーマ】「試練は人を磨く」
【日 時】平成２８年１０月２４日（月） １３：３０～１５：００
【場 所】とうほう・みんなの文化センター 大ホール（福島県文化センター）
（福島市春日町５－５４）
【講 師】桑田 真澄 氏
【参加費】無料
※事前予約は不要です。
詳しくはこちらをご覧ください
http://fkeizai.in.arena.ne.jp/
お問い合わせ先
一般財団法人とうほう地域総合研究所
TEL：０２４－５２３－３１７１

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「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３２２号は平成２８年１０月３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
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