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◆ふくしま産業復興企業立地補助事業（第１０次募集）について
【講演会・セミナー】
◇福島県よろず支援拠点「支援機関様向けセミナー」開催のお知らせ
◆「ＥＭＣ設計スキルアップセミナー」開催のお知らせ
◇「製品含有化学物質管理セミナー・入門編」開催のお知らせ
◆「平成２９年度

ISO１４００１内部監査員養成セミナー（１）」開催のお知らせ

◇平成２９年度 第２回 オフタイムサロン
『被災地域産業の早期復興を促す 地域産学官連携スタイル
「福島堀切川モデル」の確立を目指した取り組み』開催のご案内

────────────────────────────────────────
★☆ 特許出願経費等助成事業（助成金）公募のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
福島県産業振興センターでは、福島県内の中小企業者等のみなさまが、国内において特
許等（特許、実用新案、意匠、商標）を出願する際に係る費用の一部を助成することで、
技術の進歩及び新事業の早期創出を図ります。
【募集期間】平成２９年５月１日（月）～６月２３日（金）必着
【助成対象者】福島県内に本社、研究開発拠点、生産拠点等が所在する中小企業者又はそ
のグループ
【助 成 額】平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日までに、出願及び経費支払の事
実が認められた出願経費に対して、２分の１以内の助成を行います。
助成額の上限は、特許の場合３０万円、それ以外の場合は１５万円です。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://fukushima-techno.com/
お申し込み・お問い合わせ先
〒９６３－０２１５ 郡山市待池台１－１２（福島県ハイテクプラザ内）
公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部技術振興課 齋藤宏
電話：０２４－９５９－１９５１ FAX：０２４－９５９－１８８９
Email: f-tech@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 福島県中小企業外国出願支援事業（助成金）公募のご案内
☆★
────────────────────────────────────────
福島県産業振興センターでは、福島県内の中小企業者等のみなさまが、外国への特許等
（特許、実用新案、意匠、商標（冒認対策商標含む））を出願する際に係る費用の一部を
助成することで、外国への戦略的な産業財産権の活用を促進します。
【募集期間】平成２９年５月１日（月）～６月２３日（金）必着
【助成対象者】福島県内に事業所を有する中小企業者等又はそのグループ
※申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許出願を行っており、年
度内に外国特許庁への出願を行う予定であることが必要です。
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※事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人において、地域団体商標の
出願を行う場合、本事業の対象となり得ます。
【助 成 額】交付決定後から平成３０年２月２８日までに、出願及び経費支払の事実が認
められた出願経費に対して、２分の１以内の助成を行います。
【１出願当たりの上限額】
特許は上限１５０万円
実用新案、意匠、商標は上限６０万円
ただし、冒認対策商標の場合は上限３０万円
１企業当たりの上限額は３００万円
詳しくはこちらをご覧ください。
http://fukushima-techno.com/
お申し込み・お問い合わせ先
〒９６３－０２１５ 郡山市待池台１－１２（福島県ハイテクプラザ内）
公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部技術振興課 齋藤宏
電話：０２４－９５９－１９５１ FAX：０２４－９５９－１８８９
Email: f-tech@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ ふくしま産業復興企業立地補助事業（第１０次募集）について ☆★
────────────────────────────────────────
１．県が実施するふくしま産業復興企業立地補助事業の第１０次募集が行われます。
公募期間は、平成２９年４月２７日（木）から平成２９年６月３０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、申請を検討される場合には、県企業立地課にご相談ください。
福島県庁企業立地課（企業立地補助金担当）TEL：０２４－５２１－８５２３
事業の詳細については、第１０次募集の募集情報を確認してください。
なお、第１０次募集に伴い、説明会も開催しますので、補助金の申請を御検討されてい
る企業の皆様は、説明会への参加をお願いします（参加する場合には、参加申込書によ
り必ず事前メール fukushima-rittihojyo@pref.fukushima.lg.jp で県庁企業立地課まで
申し込みをお願いします）。
２．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７次公募が
現在行われております（平成２９年５月１５日（月）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、みずほ情報総研株式会社「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」
公募ページをご覧ください。
３．国が実施する「自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（※）」の第２次公募が予定
（公募開始は平成２９年６月上旬頃）されています。
（※）自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金は、被災者の「働く場」を確保し、今後
の自立帰還を加速するため、福島県の避難指示区域等を対象に、工場等の新増設を行う
企業を支援し、雇用の創出及び産業集積を図ることを目的としています。
詳しくは、みずほ情報総研株式会社のホームページをご覧ください
https://www.mizuho-ir.co.jp/index.html
県企業立地課ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021a/
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

────────────────────────────────────────
★☆ 福島県よろず支援拠点「支援機関様向けセミナー」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
（株）おくや代表取締役松崎健太郎氏をお招きし、「支援機関様向けセミナー」を開催
しますので、ご案内申し上げます。
【日
【場
【報

時】平成２９年６月１５日（木）１４：００～１６：１５
所】コラッセふくしま ４階 多目的ホール
告】「よろず支援拠点事業の近況の報告」
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福島県よろず支援拠点 チーフコーディネーター 渡辺 正彦
【講演１】「オランダ施設園芸視察から考える新３Kとは？」
福島県よろず支援拠点 コーディネーター 鷲山 英喜
【講演２】「未来に豆蒔くあったか仕事 ―農商工連携型６次化を目指して―」
(株)おくや 代表取締役 松崎 健太郎 氏
【定 員】１００名
【参加・相談】無料
【締 切】平成２９年６月８日（木）
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/modules/invitation/article.php?storyid=755
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：水野谷
TEL：０２４－９５４－４１６１ FAX：０２４－９５４－４１６４

────────────────────────────────────────
★☆ 「ＥＭＣ設計スキルアップセミナー」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
このセミナーでは、ＥＭＣ設計に必要なノイズ放射の原理を、数式に拠らずわかりやす
く解説します。また、業界標準のＥＭＩチェックツールの機能とメリットを、デモンスト
レーションを交えて紹介。ＰＣによる操作体験ができる実践的なセミナーです。さらに、
福島県ハイテクプラザの電波暗室やシールドブースなど貸出し設備の案内とデモもあり、
企業のみなさんが設備を利用する際のポイントなどを紹介します。
【内

容】・効率的なＥＭＣ設計の考え方
・ノイズ放射原理を本質から理解するための考え方
・ＥＭＣ検証ルール適用への考え方
・電子回路基板ＥＭＩルールチェックソフトウェアの体験
・福島県ハイテクプラザの電波暗室等の測定環境貸出設備の紹介と見学
【日 時】平成２９年６月２０日（火）１３：３０～１７：００
【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
【受講料】３，０００円（消費税含む）
【講 師】サイバネットシステム株式会社
【定 員】２０名
【締 切】平成２９年６月９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://fukushima-techno.com/training/2017/03/emc.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

────────────────────────────────────────
★☆ 「製品含有化学物質管理セミナー・入門編」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
製品含有化学物質管理とは何か？管理するとはどういうことか？担当者が知っておかな
ければならないポイントを、基礎知識からわかりやすく解説する初心者向けの入門編。
このセミナーは、初めて化学物質管理の担当になられた方、取引先から管理体制につい
て要求されている担当の方、化学物質管理を始めたい方・見直したい方におすすめです。
化学物質管理の基本となる「規制対応」「管理体制」「情報伝達」をキーワードに、エン
ドユーザーが求める体制や各種情報の収集方法について、担当者が悩むポイントを講師が
過去の経験と今の業界スタンスに合わせて解説します。
【日 時】平成２９年６月２２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 化学物質管理部門 副部門長 佐竹 一基 氏
【定 員】３０名（定員になり次第締め切ります）
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【締

切】平成２９年６月９日（金）

詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2017/03/post-243.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２９年度 ISO１４００１内部監査員養成セミナー（１）」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
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２９年６月２７日（火）、２８日（水）、２９日（木）
（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２９年６月９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/2017/03/post-238.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２９年度 第２回 オフタイムサロン
『被災地域産業の早期復興を促す 地域産学官連携スタイル
「福島堀切川モデル」の確立を目指した取り組み』開催のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
本講演では、福島県地域産業復興支援アドバイザーとして５年目の活動を迎える東北
大学の堀切川一男氏を講師に「被災地域産業の早期復興を促す地域産学官連携スタイル
『福島堀切川モデル』の確立を目指した取り組み」をテーマにご講演頂きます。
堀切川先生におきましては、「仙台市地域連携フェロー」として次々と新製品の開発・
事業化の成果を生み出し、「仙台堀切川モデル」と呼ばれ全国的にも広く周知されてお
ります。
中小企業との開発・事業化事例は１００件以上に上り、本市においても２社の企業が
堀切川先生のアドバイスを頂き製品開発まで至りました。
今回は、その福島県の事例も交えて、お話し頂きます。
聴講は無料となりますので、この機会にぜひご来場ください。
【日

【場
【講

時】平成２９年５月１８日（木）
〈講演会〉１８：００～１９：３０
〈交流会〉１９：３０～２０：３０
所】いわき産業創造館 企画展示ホール
（いわき市平字田町１２０番地 ＬＡＴＯＶ６階）
師】堀切川 一男（ほっきりがわ かずお）氏
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（福島県 地域産業復興・創生アドバイザー／東北大学大学院工学研究科 教授）
【定 員】４０名程度
【参加費】無 料（交流会参加の方は別途１，０００円）
【申込み方法】
ＦＡＸ又はメール、お電話にて「会社名」・「所属」・「職名」・「氏名」・「住所」・
「連絡先」・「交流会参加の有無」をご記入の上、下記申込み先へお申込みください。
※案内チラシ、申込書はこちらからダウンロードできます
○案内チラシ＆申込書
（PDF） http://www.iwaki-sangakukan.com/offtime/docs/29_offtime_2.pdf
○申込書
（WORD）http://www.iwaki-sangakukan.com/offtime/docs/29_offtime_2.doc
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.iwaki-sangakukan.com/offtime/2017/04/29.html
お申し込み・お問い合わせ先
公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会
〒９７０－８０２６ 福島県いわき市平字田町１２０番地
ＬＡＴＯＶ６階 いわき産業創造館内
TEL：０２４６－２１－７５７０ FAX：０２４６－２１－７５７１71
E－mail：iwaki-sangakukan@bz01.plala.or.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「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３３８号は平成２９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。
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TEL:０２４－５２５－４０３４ FAX:０２４－５２５－４０３６
URL : http://www.utsukushima.net/
E-mail : webmaster@f-open.or.jp
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