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【公募】
◆平成２９年度「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」第2次公募のご案内
◇福島駅西口インキュベートルーム（起業支援室）入居者募集のご案内
◆「平成２９年 美味いものどころ ふくしまの恵み個別商談会」参加者募集について
【講演会・セミナー】
◇ふくしま企業塾 管理者養成セミナー「営業力強化」受講生募集のお知らせ
◆ふくしま企業塾「新規事業計画作成セミナー（福島会場）」受講生募集のお知らせ
◇最新技術セミナー
「産業用ロボットの活用事例と最新技術紹介」
◆「ふくしま商談スキルアップ塾」受講生募集について
◇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】
◆「毎月勤労統計調査特別調査」のご案内

────────────────────────────────────────
★☆ 平成２９年度「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」第2次公募のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
福島県では、浜通り地域等の１５市町村において産業復興の早期実現を図るため、福島
イノベーション・コースト構想の重点分野に係る地元企業等又は地元企業等との連携等
による地域振興に資する実用化開発等の費用の一部を補助しております。
このたび、この「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」の第２次公募を開始しま
したので、お知らせいたします。
○補助対象分野（重点分野）
・ロボット､エネルギー､環境･リサイクル､農林水産業､環境回復､
住民の健康確保につながる医学(医療機器等)又は廃炉･汚染水対策
など放射線の知識が必要となる分野等
○補助対象地域（福島県浜通り地域等）
・いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、
富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、
飯館村の１５市町村
○補助対象内容（実用化開発等）
・原則として、福島県浜通り地域において実施される重点分野に係る
研究開発や実証など実用化・事業化に向けた取組。
○補助対象者
・地元企業等、地元企業等と連携して実施する企業
○補助率及び補助上限額
・中小企業：補助対象経費１０．５億円の２／３（７億円）を補助
・大企業 ：補助対象経費１４．０億円の１／２（７億円）を補助
※補助上限額：１事業計画あたり７億円（連携支援の場合、合計額）
○予算額
・６９．７億円
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○募集期間
平成２９年７月２０日（木）～８月２１日（月）１７時必着
※新規のみ募集します。
※平成２９年８月１０日（木）までに「提案希望届」の提出による
エントリーが必須です。
詳しくはこちらをご覧ください（福島県産業創出課のホームページ）
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/29jituyoka-hama2.html
お問い合わせ先
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社（管理業務委託機関）
〒９６０－８０３６ 福島県福島市新町４－１９ 山口ビル３階
TEL：０２４－５７２－３３５２
担当：阿部

────────────────────────────────────────
★☆ 福島駅西口インキュベートルーム（起業支援室）入居者募集のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
福島県では、県内で新たに事業を開始しようとする方や事業の開始後間もない方を対象
に、低廉な料金で施設を提供するとともに、専門の支援人材 （インキュベーションマネ
ージャー）を中心に、各種課題に対する一貫したサポート（相談対応、診断、情報提供等）
を行うなど、ハード・ソフトの両面から支援を行うインキュベートルームを開設しており
ます。
このたび、空室の入居者を募集いたしますので、ぜひご利用ください。
【募集期間】平成２９年８月２５日（金）１７：００必着
【入居時期】平成２９年９月下旬以降（予定）
書面審査及び面接審査を実施します。
８月下旬～９月中旬（予定）
詳しくはこちらをご覧ください
http://incu.jp/20170705.html
お問い合わせ先
施設設置者：福島県
指定管理者：特定非営利活動法人福島県ベンチャー・ＳＯＨＯ・テレワーカー共働機構
福島市三河南町１番２０号コラッセふくしま６階
担当：新城、佐々木
TEL：０２４-５２５-４０４８ FAX：０２４-５２５-４０６９
E-mail: shinjo@incu.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「平成２９年 美味いものどころ ふくしまの恵み個別商談会」
参加者募集について ☆★
────────────────────────────────────────
福島県では、県産農林水産物及びそれらを活用した加工食品の販路の回復・拡大を目的
として、県内の農林水産業者・加工業者と食品バイヤー等との個別商談会を開催するにあ
たり、参加事業者を募集します。
【商談会概要】
〈商談会名〉平成２９年美味しいものどころ ふくしまの恵み個別商談会
〈開催日〉 平成２９年１１月２２日（水）１１：００～１７：００
〈開催場所〉東京ドームシティ プリズムホール（東京都文京区後楽１－３－６１）
〈内 容〉 参加事業者とバイヤーを事前にマッチングし、バイヤーの商談テーブルを
生産者が訪問する個別商談方式による商談会を実施します。
【募集期限】平成２９年８月２１日（月）まで
※募集締切後、参加申込書について参加条件の確認を行い、参加者を決定し
お知らせします。
【募集事業者数】１００事業者程度
（申込者多数の場合は、先着順とさせていただくことがあります。）
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36035a/megumishoudankai.html
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お問い合わせ先
平成２９年 美味しいものどころ ふくしまの恵み個別商談会 事務局
TEL：０２４－５９４－２１４５ FAX：０２４－５９４－２１４７
E-mail: megumi@nisshindo.co.jp
受付時間：９：１５～１８：１５（休業日／土・日・祝日）

────────────────────────────────────────
★☆ ふくしま企業塾 管理者養成セミナー「営業力強化」受講生募集のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
管理者、中間管理者を対象とした、営業力強化セミナーを開講します。
経営目標を最大効率で実現する営業マネジメント手法をご紹介させていただきます。
【開催日時】平成２９年９月 ６日（水）
平成２９年９月１３日（水）
両日とも１０時～１６時
【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】８，０００円
（受講料には２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。）
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/seminar/2017/eigyouryoku.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 経営支援部経営支援課
TEL：０２４－５２５－４０３７
FAX：０２４－５２５－４０３６

────────────────────────────────────────
★☆ ふくしま企業塾「新規事業計画作成セミナー（福島会場）」
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

９月１１日（月）
９月２６日（火）
１０月１１日（水）
１０月３１日（火）
１１月１６日（木）

全日程とも１０時～１６時

【開催場所】コラッセふくしま（福島市）
【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、駐車場代が含まれます。）
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/seminar/2017/shinki-f.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 経営支援部経営支援課
TEL：０２４－５２５－４０３７
FAX：０２４－５２５－４０３６

────────────────────────────────────────
★☆ 最新技術セミナー
「産業用ロボットの活用事例と最新技術紹介」 ☆★
────────────────────────────────────────
現在までの産業用ロボットの成長の軌跡を振り返った上で、今後のものづくりがどう進
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化するか、またその際にロボットがどのように進化していくかを紹介します。
ぜひご参加ください。
【日
【講

時】平成２９年８月２２日（火）１０：００～１２：００
師】株式会社 安川電機
ロボット事業部 ロボット技術部長
岡久 学 氏
【場 所】福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台１－１２）
【受講料】無料
【定 員】１００名
【締 切】平成２９年８月１８日（金）
詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2017/03/post-218.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：阿部
〒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

────────────────────────────────────────
★☆ 「ふくしま商談スキルアップ塾」受講生募集について ☆★
────────────────────────────────────────
福島県では、県産農林水産物及びそれらを活用した加工食品の販路回復・拡大を目的と
して、県内の農林水産業者・加工業者と食品バイヤー等との商談会や各種展示会への出展、
商談力の向上を図るための取組を実施しております。つきましては、県内の農林水産業者や
食品加工業者を対象に、商談会での商談成立に結び付けるため「マーケティングの基礎」や
「商談ノウハウ」を学ぶスキルアップ塾を開講します。
全６回講座としておりますが、第２回目からの参加を募集します。
【開催日時】
第１回 平成２９年 ６月３０日（金）※公開講座セミナーを実施しました。
第２回 平成２９年 ８月２２日（火）
第３回 平成２９年 ９月２０日（水）
第４回 平成２９年１０月１０日（火）
第５回 平成２９年１１月 ７日（火）
第６回 平成３０年２月予定
いずれの回も１３：００～１６：３０
【場所】福島県農業総合センター（郡山市日和田町高倉字下中道１１６番地）
※第４回のみ郡山市市民交流プラザ（郡山市駅前二丁目１１－１ビッグアイ７階）
【申込期限】平成２９年８月１７日（木）
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36035a/skillup.html
お申し込み・お問い合わせ先
ふくしま商談スキルアップ塾 事務局（公益財団法人流通経済研究所内）
TEL：０３－５２１３－４５３４ FAX：０３－５２７６－５４５７
E-mail: fukushima-skjuku@dei.or.jp
受付時間：平日９：３０～１７：３０（休業日／土・日・祝日）

────────────────────────────────────────
★☆ 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） ☆★
────────────────────────────────────────
ファッションジプシーとして世界を目指す！
～ミャンマーの難民から、ファッションデザイナー、起業家として夢を叶える道のり～
【講 師】
ザニー株式会社ＺＡＲＮＹ．Ｋ．Ｋ代表取締役
ファッションデザイナー
国連ＵＮＨＣＲ協会広報委員 渋谷ザニー 氏
【内 容】メンズモデルとして、「渋谷１０９メンズ」のビルボードを飾った後、
「渋谷１０９」ブランドや「ユニクロ」のＴシャツなどのデザインを手掛けた。
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「ＺＡＲＮＹ（ザニー）」レーベルを立ち上げ、自らも起業家として東京を拠点に
アジアで活躍している。政界ではアウンサンスーチー、芸能界では、山下智久、
ＬＵＮＡＳＥＡ、浜崎あゆみ、Ｘ－ＪＡＰＡＮの衣装を手掛けた。「ＺＡＲＮＹ」は
ハイファッションの最先端を行く雑誌「ＶＯＧＵＥ（ヴォーグ）」にも掲載される。
きらびやかな世界で活躍しているザニーさんは、実はミャンマー出身の難民だった。
８歳のときに来日してから、何の伝手もない異国で困難を乗り越え夢を実現できた
のは、どんな時も可能性をあきらめずに、計画的に行動してきたからだと思われる。
そんなザニーさんの起業家精神溢れるこれまでの経験と今後の展望についてお伺
いする。
【日
【場
【定
【主

時】
所】
員】
催】

平成２９年９月２６日（火） １８：３０～２０：００
コラッセふくしま ５階 研修室
７０名（先着順）
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。定員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/20170926.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/

────────────────────────────────────────
★☆ 「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３９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２９年８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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「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３４３は平成２９年８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。
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E-mail : webmaster@f-open.or.jp
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