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【公募】
◆特許出願経費等助成事業（助成金）公募のご案内
◇福島県中小企業外国出願支援事業（助成金）公募のご案内
◆【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２９年度第１回公募の開始について
◇第６回「ふくしま再生可能エネルギー産業フェア２０１７」
（ＲＥＩＦふくしま２０１７）出展者募集開始
◆「中小企業等復旧・復興支援事業」のご案内
【講演会・セミナー】
◇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
◆「信頼性評価技術の最新動向（環境・振動・落下・衝撃）」開催のお知らせ
【お知らせ】
◇第３３回「産学官交流のつどい」のご案内
◆中小企業等経営強化法説明会を開催します（６月２９日、７月１４日仙台）

────────────────────────────────────────
★☆ 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
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【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。
※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

────────────────────────────────────────
★☆ 【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２９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２９年度第１回公募を、以下のとおり実施いたします。
公募開始に先立ち、県内４方部で公募説明会を開催いたしますので、お申し込みの上、
ぜひご参加ください。
■
※

平成２９年度第１回公募期間
平成２９年７月３日（月）から平成２９年７月３１日（月）まで （必着）
平成２９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。

■ 公募説明会
いずれも開始時刻は１３：３０からとなります（事前申込制）。
・平成２９年６月２０日（火） コラッセふくしま５Ｆ（福島市） 小研修室
・平成２９年６月２１日（水） 福島県ハイテクプラザ（郡山市） 多目的ホール
・平成２９年６月２２日（木） 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） 多目的ホール
・平成２９年６月２７日（火） いわき産業創造館（ラトブ６Ｆ）（いわき市）会議室１
※

説明会の申込書は、こちらをご覧ください。
http://www.utsukushima.net/fund/h28/2fundsetumeikai.pdf

事業内容について、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 経営支援部 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

────────────────────────────────────────
★☆ 第６回「ふくしま再生可能エネルギー産業フェア２０１７」
（ＲＥＩＦふくしま２０１７）出展者募集開始 ☆★
────────────────────────────────────────
福島県と県産業振興センターは、１１月８日（水）、９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
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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。
現在、県内外企業の皆様に広く出展を募集しております。
【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２９年１１月８日（水）、９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、各種セミナー、 視察ツアー、出展者交流会
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
【出展料等】
・福島県内企業・団体
６０,０００円／小間（税込）
・福島県外企業・団体
８０,０００円／小間（税込）
・プレゼンテーション
２０,０００円／枠（税込）〔２０分/枠 出展者のみ〕
※国、地方公共団体、大学等公的研究機関は、出展のご案内をご覧下さい。
【申込締切】平成２９年７月２０日（木）
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.reif-fukushima.jp
お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター
エネルギー・エージェンシーふくしま
〒９６３－０２１５ 郡山市待池台１丁目１２番地（福島県ハイテクプラザ内）
TEL：０２４－９５９－１９６１ FAX：０２４－９５９－１９５２
E-mail: reif-fukushima@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「中小企業等復旧・復興支援事業」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
福島県では、東日本大震災により被災された中小企業等の県内における事業再開を支援
するため、中小企業等復旧・復興支援事業を実施します。
【受付期間】平成２９年６月５日（月）～平成２９年７月７日（金）１７時まで
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021a/kenntannhojo26.html
お問い合わせ先
福島県庁 商工労働部
企業立地課
TEL：０２４－５２１－７２８０（製造業・建設業）
商業まちづくり課 TEL：０２４－５２１－７２９９（卸売・小売業）
商工総務課
TEL：０２４－５２１－７２７０（サービス業他）

────────────────────────────────────────
★☆ 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、わかりや
すくご紹介させていただきます。
【開催日時】平成２９年８月 ２日（水）
８月 ８日（火）
全日程とも１０時～１６時
８月２２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/2017/keiei.pdf
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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 経営支援部経営支援課
TEL：０２４－５２５－４０３７ FAX：０２４－５２５－４０３６

────────────────────────────────────────
★☆ 「信頼性評価技術の最新動向（環境・振動・落下・衝撃）」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
家電、電機、自動車の電子化は、加速的に増加しています。これに伴い各部品の信頼性
試験も、環境因子だけでなく複合的な評価が求められています。このセミナーでは、基礎
～試験規格、事例や手法も踏まえてご紹介します。一部、カタログ展示、小型の試験器の
展示、デモも行います。
【日
【場
【定
【締

時】平成２９年７月２０日（木）１０：００～１６：３０
所】福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台１-１２）
員】３０名
切】平成２９年７月７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/post-217.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３３回「産学官交流のつどい」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
産業界と大学及び国県等の試験研究機関との「出会いの場」をこれまで以上に広げ、好
評を得ていますポスターセッションと交流会の同時開催を今年も開催します。
【日時】平成２９年７月７日（金）１４：００～
【場所】ザ・セレクトン福島 ３階「吾妻」（福島市）
【締切】平成２９年６月３０日（金）
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.chuokai-fukushima.or.jp/system/index.php?dl=000156,1
お申し込み・お問い合わせ先
福島県電子機械工業会
FAX：０２４－５３６－１２１７

────────────────────────────────────────
★☆ 中小企業等経営強化法説明会を開催します（６月２９日、７月１４日仙台） ☆★
────────────────────────────────────────
平成２９年度税制改正により、経営力向上計画の認定に基づく固定資産税の減免措置の
対象が、従来の機械装置のほか、建物附属設備、検査・測定工具、器具備品まで拡充され
ました。また、中小企業経営強化税制の新設により、一定の要件を満たすなどの設備等に
ついて税額控除または特別償却の選択利用が可能になりました。これに伴い、３月１５日
より新たな手続がスタートしております。
既に経営力向上計画の認定を受けた事業者におかれましても、今回の拡充により、計画
内容の変更申請をすることで、新たな対象設備の投資に対して税制措置を受けることも可
能となります。
本説明会では、これらの税制関係や経営力向上計画の申請方法などにつきまして説明さ
せていただきます。
【日時】
●第３回
平成２９年６月２９日（木）１３：３０～１５：００
（個別相談：１５：００～１６：００）
●第４回
平成２９年７月１４日（金）１３：３０～１５：００
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（個別相談：１５：００～１６：００）
【定員（先着順）】各回ともに５０名
【場所】
仙台合同庁舎B棟５F 東北経済産業局５A・５B会議室
仙台市青葉区本町３－３－１
【説明会の内容】
(１)税制措置・金融支援の活用について
(２)経営力向上計画の策定について
(３)質疑応答
(４)個別相談
【申込み締切】
第３回（６月２９日開催）：６月２７日（火）
第４回（７月１４日開催）：７月１２日（水）
【個別相談について】
・事前登録制になります。メール又はＦＡＸにてお申し込み下さい。
・１事業者あたりの相談時間の目安は１５分程度とさせていただきます。
・順番は原則申込み順とし、各回定員（１０者）になり次第締め切らせていただきます。
・説明会終了後少しお待ちいただく場合がございますので、予めご了承下さい。
【８．その他】
※定員となり参加いただけない場合は、ご連絡させていただきます。
※質疑の時間等により終了時間が変更する場合がございます。
※開場は、各３０分前から行います。
※入館の際には、1F正面玄関にて当局職員が受付を行います。
※合同庁舎内の駐車場の駐車可能台数が非常に少ないので、お車でお越しの際にはお近くの
有料駐車場をご利用下さい。駐車料金はご負担願います。
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/topics/170410.html
お問い合わせ先
東北経済産業局 産業部 経営支援課
担当：酒井原、鈴木、伊藤
TEL：０２２－２２１－４８０６（直通）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「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３４０号は平成２９年７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。
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