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★☆

うつくしまドットねっと通信

☆★
第３２８号<平成２９年１月４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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【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２回公募の開始について
◇「災害対応等ロボット導入事業」募集期間延長のご案内
【講演会・セミナー】
◆ふくしま企業塾「新規事業計画作成セミナー（郡山会場）」受講生募集のお知らせ
◇福島県よろず支援拠点「講演会＆個別経営相談会」開催のお知らせ
◆平成２８年度「ICT活用セミナー」受講生募集のお知らせ
◇平成２８年度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）
【お知らせ】
◆地域イノベーション戦略支援プログラム

最終研究成果発表会開催のご案内

◇企業の採用・人事担当者等による高校視察事業のご案内

────────────────────────────────────────
★☆ 【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２回公募を、以下のとおり実施いたします。
■
※

平成２８年度第２回公募期間
平成２９年１月４日（水）から平成２９年１月３１日（火）まで （必着）
平成２９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。

詳しく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

────────────────────────────────────────
★☆ 「災害対応等ロボット導入事業」募集期間延長のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
福島県では、県内で製造又は開発された、災害対応ロボットや廃炉・除染ロボット、イ
ンフラ点検ロボット、無人航空機、重量物を運ぶための負担軽減ロボット、教育ロボット
を県内で活用する事業者等に対して、その導入費の一部を補助しております。
今回、以下のとおり募集期限を延長しましたので、是非ご検討ください。
(1) 補助対象者
県内外の法人（公共機関も含みます）、個人事業主（農業林業漁業に従事する者に限ります）
(2) 補助額・補助率
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１．補助限度額 1,500万円
（ただし、同一ロボットに関する補助額は、合計1,500万円までとします。）
２．補助率 1/2以内
(3) 募集期限
延長前） 平成28年12月22日（木）
↓
延長後） 平成29年1月31日（火）
(4) 注意点
応募受付順に、審査・採択を行います。
そのため、応募期間内であっても、予算上限に達した場合は、応募を締め切ることがあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021f/dounyu.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

────────────────────────────────────────
★☆ ふくしま企業塾「新規事業計画作成セミナー（郡山会場）」
受講生募集のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
会社を取り巻く厳しい経営環境のなかでは、従来の延長線上を超えたビジネスモデルの
再構築やビジネスのイノベーション（変革）が必要となっています。
自社に潜在する技術シーズ、事業アイデアやコア技術・商品などを活用し、マーケティ
ング理論を踏まえた事業計画の作成にチャレンジしてみませんか。
【開催日時】平成２９年

１月１８日（水）
１月２４日（火）
２月 ３日（金）
２月１７日（金）
３月１４日（火）

全日程とも１０時～１６時

【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１（郡山市）
【受講対象】新規事業責任者、販路開拓責任者、経営者や後継者
【募集定員】１５名
（定員になり次第締め切らせていただきますが、申込期限を過ぎても定員に達し
ない場合は、講座開始前まで引き続き募集いたします。）
【受 講 料】２０，０００円
（受講料には５日間の昼食代が含まれます。）
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/seminar/2016/shinki-k.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「講演会＆個別経営相談会」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
「ゴジてれChu!」でおなじみの福島中央テレビアナウンサー大野智子氏をお招きし、伝
えることの大切さについての講演会を開催しますので、ご案内申し上げます。
また、講演会終了後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２９年１月２５日（水）１４：００～１５：３０
【場 所】白河信用金庫 新白信ビル ３階 イベントホール
【講演１】「事業者の方のたくさんの笑顔のために」
福島県よろず支援拠点 チーフコーディネーター
【講演２】「伝えることの大切さ」
福島中央テレビアナウンサー 大野 智子 氏
【定 員】１００名
【参加・相談】無料
【締 切】平成２９年１月１８日（水）
（定員になり次第締め切ります。）
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詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/shinchaku/yorozu/kouenkai.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

────────────────────────────────────────
★☆ 平成２８年度「ICT活用セミナー」受講生募集のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
クラウドサービスの活用で、管理業務（会計、給与計算、勤怠管理、経費精算、請求書
発行、スケジュール共有、データ共有など）をより楽にし、よりコストを下げましょう。
クラウドサービスは、次から次へと新しいものがリリースされていますが、（１）最新
のクラウドサービス（主に管理業務系）にはどのようなものがあるのか、（２）それらの
具体的な導入事例（何ができて何ができないのか）、（３）どのように導入するのかにつ
いて分かりやすく解説し、皆さまの業務効率化に役立つ情報を提供いたします。
【 テーマ 】『中小企業のためのクラウドサービスによる業務効率化』
【開催日時】平成２９年２月２１日（火） １３：３０～１５：３０
【開催場所】コラッセふくしま ５階 小研修室（福島市）
【募集定員】３０名（定員になり次第、締め切らせていただきます。）
【申込締切】平成２９年１月３１日（火）まで
【受 講 料】無料
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/seminar/2016/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

────────────────────────────────────────
★☆ 平成２８年度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） ☆★
────────────────────────────────────────
地域活性化のための創造的事業の立ち上げ方
～起業から上場までの道のり、福島の復興にかける想いと今後の展望～
【講 師】株式会社ピーエイ代表取締役社長
一般社団法人ふくしまチャレンジはじめっぺ代表理事

加藤博敏

氏

【内 容】株式会社ピーエイの加藤博敏社長は福島市出身。福島大学卒業後、地域活性化を
ミッションに起業され、同社を東証上場まで導かれました。「ジョブポスト」
の運営など様々な求人情報サービスを始めとして、女性の社会進出を応援する
ための保育事業、海外展開まで次々と事業を創造されています。また、東日本
大震災後は、福島の復興のための様々な事業にも全力でコミットされています。
講演会当日は、加藤社長ご自身の起業体験や、福島にかける想いを熱く語って
いただきます。
【日
【場
【定
【主

時】平成２９年２月１１日（土） １４：３０～１５：３０
所】コラッセふくしま ５階 研修室
員】７０名（先着順）
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
http://incu.jp/pdf/20170211.pdf
お申し込み・お問い合わせ先
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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/

────────────────────────────────────────
★☆ 地域イノベーション戦略支援プログラム 最終研究成果発表会開催のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
福島県及び公益財団法人福島県産業振興センターの主催による地域イノベーション戦略
支援プログラム最終研究成果発表会を下記により開催致しますので、再生可能エネルギー
にご関心をお持ちの企業、自治体関係者の皆様を始め、多数のご参加をお待ち申し上げて
おります。
【日 時】平成２９年２月３日（金）

【会
【申

１３：００～１４：００（ポスターセッション）
１４：００～１７：００（研究成果発表会）
１７：３０～１９：００（交流会）※希望者のみ
場】杉妻会館 ４階 牡丹（福島市杉妻町、県庁隣り）
込】下記URLよりチラシをダウンロードし、必要事項を記入の上、FAXにてお申し込
み下さい。
※募集チラシ（PDF形式）のダウンロードはこちら
http://f-inov.jp/s-seika290203-3.pdf

【申込締切】平成２９年１月３０日（月）
【その他】車でお越しの皆様は、県庁駐車場をご利用願います。
【地域イノベーション戦略支援プログラムについて】
本プログラムは、「再生可能エネルギー先駆けの地ふくしま」の実現を目指し、文部
科学省のイノベーションシステム整備事業により平成２４年に事業を開始して５年が経過
しました。
本事業におきましては、１１名の招へい研究者が福島大学を始め県内４大学において再
生可能エネルギーの研究開発と事業化に向けて活動して参りましたが、平成２９年３月を
持ちましてプログラムは終了いたします。この間、再生可能エネルギーの研究開発・人材
育成において多くの成果を出すとともに、今後の事業化に向けて大きく動き出しています。
また、この事業を通して今までにない「産・学・官・金」による再生可能エネルギーの
強力なネットワークが構築されました。今後、このネットワークを絶やすことなく、更に
発展させていきたいと考えます。
つきましては、この機会を大学・企業・自治体関係者の皆様が一同に会し、再生可能エ
ネルギー分野における技術開発、事業化等についての情報交換・交流する場としたいと考
えますので、多数の皆様のご参加をお願い致します。
なお、事業化分科会参画企業の成果（ポスターセッション、成果品）も展示致しますの
で、併せてご覧下さるようお願いします。
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

────────────────────────────────────────
★☆ 企業の採用・人事担当者等による高校視察事業のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
福島県では、工業高校における課題研究発表会（視察）を開催いたします。
県内高校において実施されている、企業と連携した実践的な取組み事例を視察すること
により、産業界と教育界の更なる連携を図り、県内産業の復興を担う人材の効果的な育成
を推進することを目的としております。
【スケジュール】
○第１回 平成２９年１月１４日（土）９：１０～１２：２０
〈浜〉
◆県立小高工業高校
場
所：南相馬市スポーツセンターアリーナ
申込期限：平成２９年１月６日（金）
○第２回 平成２９年１月３１日（火）１２：４５～１５：１５
〈会津〉 ◆県立会津工業高校
場
所：会津工業高校南体育館
申込期限：平成２９年１月２０日（金）
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○第３回 平成２９年２月２１日（火）１２：４５～１５：１５
〈中通り〉◆県立郡山北工業高校
場
所：郡山北工業高校第１体育館
申込期限：平成２９年２月１０日（金）
参加申込書等、詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/maga/kshisatu.docx
お申し込み・お問い合わせ先
福島県 商工労働部産業人材育成課
担当：二階堂
TEL：０２４－５２１－７３００ FAX：０２４－５２１－７９３２
E-mail: nikaidou_yousuke_01@pref.fukushima.lg.jp
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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３２９号は平成２９年１月１６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 : webmaster@f-open.or.jp

掲載記事の無断転載を禁じます。
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