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★☆

うつくしまドットねっと通信

☆★
第３７４号<平成３０年１２月３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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────────────────────────────────────────
★☆ 【助成金のご案内】
「ふくしま農商工連携ファンド事業」平成３０年度第３回募集について ☆★
────────────────────────────────────────
（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
「ふくしま農商工連携ファンド事業」を実施しており、このたび、平成３０年度第３回公
募を、以下のとおり募集いたします。
また併せて、会津若松市、郡山市、福島市にて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３０年度第３回公募期間
平成３１年１月４日（金）から平成３１年１月３１日（木）まで （必着）
平成３１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。

■ 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３０年１２月１９日（水） 会津若松技術支援センター（会津若松市）
多目的ホール１
・平成３０年１２月２０日（木） 福島県ハイテクプラザ（郡山市）研修室
・平成３０年１２月２１日（金） コラッセふくしま５階（福島市）研修室Ａ
※ 説明会の申込書は、こちらをご覧ください。
http://www.utsukushima.net/fund/h29/fundsetumeikai.pdf
※

事業内容について、詳しくはこちらをご覧ください。
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
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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２階）
TEL：０２４－５２５－４０３５ FAX：０２４－５２５－４０３６

────────────────────────────────────────
★☆ ふくしまベンチャーアワード２０１８のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
福島県では、チャレンジ精神を持った県内外の起業家等の発掘・育成を目的として、ビ
ジネスプランコンテスト『ふくしまベンチャーアワード』を平成２５年から主催しており
ます。
今年度の『ふくしまベンチャーアワード２０１８では、下記により福島県内のチャレン
ジ精神、斬新なアイデアを持つ起業家を募集・表彰いたします。新しく会社を立ち上げた
起業家だけでなく、起業前の方のビジネスプランや、社内で新規事業を立ち上げた方の第
二創業も表彰の対象としておりますのでこの機会にぜひご応募ください。
【募集概要】
（１）公募締切： 平成３０年１２月７日（金） ※１７時必着
（２）最終選考会・表彰式： 平成３１年１月２２日（火）
（３）会
場： サンパレス福島 （福島市上町４－３０）
（４）応募資格： 福島県内に主たる事業所を有する中小企業等の代表者または
個人事業主であって、起業・創業から概ね１０年以内の方
（第二創業も含む）
【応募方法】
所定の応募用紙に必要事項を記入の上、添付書類と合わせて、電子メール、郵送また
は持参によりお申し込みください。（応募締切日１７時まで必着）
詳しくはこちらをご覧ください。
http://f-bizsta.jp/fva2018/
お申し込み・お問い合わせ先
ふくしまベンチャーアワード２０１８事務局
（公益財団法人いわき産学官ネットワーク協会）
〒９７０－８０２６ いわき市平字田町１２０ LATOV６階 いわき産業創造館内
TEL：０２４６－２１－７５７０ E-mail：fva2018@iwaki-sangakukan.com

────────────────────────────────────────
★☆ 平成３０年度 事業承継フォーラム in仙台 の参加者募集
～企業の未来へ、決める、託す、挑む～ ☆★
────────────────────────────────────────
中小機構では、事業承継を「企業の永続と成長を目指す未来戦略」と位置付け、企業成
長を目的にした戦略としての事業承継を中小企業経営者や支援者の方々に再認識して頂く
フォーラムを仙台で開催いたします。事業承継の先輩経営者・後継者の講演やパネルディ
スカッション等もあり、これらを通じて課題や成功のヒントを見つけていただきたいと思
います。参加費は無料です。
【日
【会

時】
場】

【対象者】

【定 員】
【参加費】

２０１８年１２月１０日（月）１３：３０～１７：００（開場１３：００）
ホテルメトロポリタン仙台（４階千代）
JR仙台駅 駅ビル（S-PAL）隣
宮城県仙台市青葉区中央１丁目１－１
http://sendai.metropolitan.jp/access/
・中小企業の経営者や後継者の方、その関係者の方
・中小企業の支援者の方
・支援機関、金融機関の方
１５０名
無料
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【内
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容】
◆基調講演
「未来戦略として取り組む事業承継」
北星鉛筆株式会社 代表取締役社長 杉谷 和俊 氏
◆行政インフォメーション
「国の事業承継施策と経営デザインシートの活用について（仮称）」
中小企業庁 事業環境部 財務課 税制企画調整官 市川 紀幸 氏
◆パネルディスカッション
「変革の時代、経営者と後継者の使命とは」
株式会社ささ圭 代表取締役社長 佐々木 圭亮
株式会社ささ圭 常務取締役
佐々木 尭
株式会社ハイサーブウエノ
代表取締役会長
株式会社ハイサーブウエノ
代表取締役社長
〈モデレーター〉
株式会社日経BP コンサルティング 取締役 斎藤

【主
【後
会、

催】
援】

氏
氏
小越 憲泰 氏
小越 元晴 氏
睦 氏

独立行政法人 中小企業基盤整備機構
中小企業庁、金融庁、東北経済産業局、日本商工会議所、全国商工会連合
全国中小企業団体中央会、（一社）全国地方銀行協会、（一社）第二地方銀
行協会、（一社）全国信用金庫協会、（一社）全国信用組合中央協会、全国
信用協同組合連合会、（株）日本政策金融公庫

詳しくはこちらをご覧ください。
トップページ
https://jsf.smrj.go.jp/index.html
仙台会場詳細および申し込み https://jsf.smrj.go.jp/sendai.html
お問い合わせ先
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 東北本部（担当：企画調整課
http://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/index.html
〒９８０－０８１１ 仙台市青葉区一番町４－６－１
TEL：０２２－３９９－６１１１ FAX：０２２－３９９－９０１５
E-mail：sugimura-h@smrj.go.jp

杉村）

────────────────────────────────────────
★☆ 平成３０年度 第２回ロボット・ソフトウェア検討会を開催します！ ☆★
────────────────────────────────────────
今回は、ネットワンシステムズ株式会社の山崎治郎氏、TIS株式会社の石橋靖嗣氏、会
津大学の成瀬教授を講師に招き、御講演をいただきます。
また、検討会終了後には、希望者による情報交換会を開催します。盛りだくさんの内容
となっておりますので、ぜひご参加ください。
皆様のご参加をお待ちしております。
【開催日時】
平成３０年１２月１４日（金） １３：００～
開場・受付
１３：３０～１５：２０ 検討会
１５：２０～１５：５０ 情報交換会
【開催会場】 福島県ハイテクプラザ 多目的ホール（郡山市待池台１丁目１２番地）
【参 加 費】 無料
【内
容】
○挨
拶
ロボット・ソフトウェア検討会代表 会津大学 教授 屋代 眞 氏
○講演（１） 「WRS（プレ大会）参加報告とRTF活用」
会津大学 教授 成瀬 継太郎 氏
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○講演（２）

○講演（３）

※
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「IoT・ロボットネットワークセキュリティ」
ネットワンシステムズ株式会社 市場開発本部ICT戦略支援部
シニアエキスパート 山崎 治郎 氏
「クラウド（FIWARE）を活用した受付ロボット実証実験報告」
TIS株式会社 戦略技術センター
シニアエキスパート 石橋 靖嗣 氏

検討会終了後、講演者、参加者の交流を図るため、希望者による情報交換会を実施し
ます。参加費無料、事前登録不要ですので、ぜひご参加ください。

【参加方法】
下記URLより参加申込書をダウンロードいただき、平成３０年１２月１２日（水）
１７：００までにE-mail又はFAXにて、お申込ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021f/h30-robo-soft2.html
お問い合わせ先
ふくしまロボット産業推進協議会事務局
福島県 商工労働部 ロボット産業推進室
〒９６０－８６７０ 福島県杉妻町２－１６（西庁舎１０階）
TEL：０２４－５２１－８５６８ E-mail：robot@pref.fukushima.lg.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「価格交渉サポートセミナー」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
中小企業等の経営者や営業担当者が、親事業者の調達部門への見積もり提出や価格交渉
を行う上で知っておくべき基本的な法律知識や、交渉するために必要な価格交渉のノウハ
ウを専門家が分かりやすく丁寧に解説いたします。
【日 時】
【会 場】
【定 員】
【参加費】
【主 催】

平成３１年１月２８日（月） １４：３０～１６：３０
ビッグパレットふくしま ３階 研修室（福島県郡山市南二丁目５２番地）
５０名
無料（当日テキストを配付します。）
（公財）全国中小企業振興機関協会（中小企業庁受託事業）

詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.zenkyo.or.jp/kakakusupport/seminar.htm
お問い合わせ先
（公財）全国中小企業振興機関協会（担当：山岡・深尾・鈴木）
TEL：０３－５５４１－６６５５ E-mail：kakaku@zenkyo.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３７５号は平成３０年１２月１７日発行予定です。
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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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