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★☆

うつくしまドットねっと通信

☆★
第３６９号<平成３０年９月１８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】
◆「２０１８ 宮城・山形・福島合同商談会（受注企業）」のご案内
◇【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２回募集について
◆中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の公募について
【講演会・セミナー】
◆「ポイントを知れば２日でできる魅せる求人」受講生募集のお知らせ
◇「ビッグパレットふくしま開館２０周年

記念講演会」開催のお知らせ

◆ふくしま企業塾

管理者養成セミナー「人事・給与制度」受講生募集のお知らせ

◇ふくしま企業塾

管理者養成セミナー「キャッシュフロー経営」受講生募集のお知ら

せ
◆平成３０年度第２回福島駅西口インキュベートルーム勉強会のご案内（入場無料）
【お知らせ】
◆「プレーヤー」を増やし、まちを刷新！
中小機構 まちづくり関係者交流会 宮城県石巻市で開催
────────────────────────────────────────
★☆ 「２０１８ 宮城・山形・福島合同商談会（受注企業）」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
発注企業の皆様と、宮城、山形、福島県内の受注企業の皆様が一堂に会し、商談や情報
交換を行っていただく場として、下記により「2018宮城・山形・福島合同商談会」を開催
いたします。
ぜひ、ご参加いただき、新たな取引先の開拓やパートナーづくりにご活用ください。
【日
時】
【場
所】
【参 加 費】
【募集企業数】
【 申込期限 】

平成３０年１１月２１日（水） １２：４５～１７：００
東京ファッションタウンビル（TFTビル） 東館 ９階 研修室
３,０００円/名 （原則１社３名までの参加とさせていただきます。）
１５０社程度（うち福島県内企業は５０社程度）
平成３０年９月２８日（金）
（先着順となりますので、お早めにお申込みください。）

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.utsukushima.net/modules/invitation/article.php?storyid=905
お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター
ページ(1)

H30.9.18原稿
企業振興部取引支援課 担当：二階堂
TEL：０２４－５２５－４０７７

────────────────────────────────────────
★☆ 【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２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２回公
募を、以下のとおり募集いたします。
また併せて、福島市、会津若松市、郡山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２回公募期間
平成３０年１０月１日（月）から平成３０年１０月３１日（水）まで （必着）
平成３１年１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１０月 ９日（火）コラッセふくしま４階（福島市）４０２会議室
・平成３０年１０月１０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
・平成３０年１０月１２日（金）福島県ハイテクプラザ（郡山市）研修室
※説明会の申込書は、こちらをご覧ください。
http://www.utsukushima.net/fund/h30/fundsetumeikai2.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
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

────────────────────────────────────────
★☆ 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の公募について ☆★
────────────────────────────────────────
福島県では、東日本大震災及び原子力発電所事故により被災された中小企業者等の施設
・設備の復旧・整備を支援するため「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」を実
施することとしております。
また、従前の施設等への復旧では、事業再開や継続、売上回復等が困難な場合には、こ
れに代えて、新分野需要開拓等を見据えた新たな取組（「新商品製造ラインへの転換」、
「新商品・サービス開発」、「新市場開拓調査」、「生産効率向上」、「従業員確保のた
めの宿舎整備」等）の実施も支援しますので、下記のとおりご案内いたします。
なお、各公募と同時に「資材高騰価格の増額申請受付」を実施します。
【公募期間】 平成３０年９月３日（月）から１０月５日（金）まで
【公募内容】
（１）第３７次公募
（補助対象）
東日本大震災により被災した施設又は設備を復旧する際の経費の一部
（補助対象者）
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警戒区域等が見直された地域（注１）から県内の他地域に移転して
事業を再開する事業者
津波浸水地域内（注２）の事業者
（注１）双葉郡８町村、田村市、南相馬市、川俣町、飯舘村
（注２）いわき市、相馬市、新地町

（２）第３８次公募
（補助対象）
東日本大震災により被災した施設又は設備を復旧する際の経費の一部
（補助対象者）
警戒区域等が見直された地域に帰還（区域内の移転含む）して
事業を再開する事業者
（３）今回同時に募集するその他の公募
■新分野事業に対する新たな取組
（補助対象）
震災前の施設等の復旧では事業の再開、継続及び売上げの回復が困難な場合
であって、原状復旧に代えて新分野需要開拓を見据えた新たな取組みを実施
する際の経費の一部
（補助対象者）
前記２（１）、（２）の補助対象者及び中小企業等グループ施設等復旧整備
補助事業の既交付決定事業者
■資材等価格の高騰に対する追加支援
（補助対象）
過去に中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の交付決定を受けた後、
制度上の上限となっている２回の繰越し及び特別な措置として再交付を行っ
たにもかかわらず、当該期間に大幅に（１割超）費用が増加したために復旧
工事契約を結ぶことができていない場合における、施設等の未契約部分の経
費の一部
（補助対象者）
中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の既交付決定事業者
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/group00.html
お問い合わせ先
福島県商工労働部経営金融課
TEL：０２４－５７３－６８３９

────────────────────────────────────────
★☆ 「ポイントを知れば２日でできる魅せる求人」受講生募集のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
人材確保が喫緊の課題となっている昨今ですが、募集・採用の場面でどのような対策を
なさってますか？
「求人公開していれば、とりあえず応募がある」、「待遇が良ければ応募がある/入社
させられる」という時代ではなくなっている実感はありつつ、その対策がわからず苦戦し
ているのではないでしょうか。また、「面接では好印象だったのに、すぐに辞めてしまっ
た」等、採用選考の悩みも多く聞くところです。
このセミナーでは、＜ハローワーク求人やWEB求人を効果的に活用する技術＞と＜採用
選考の技術＞をご紹介します。
“技術”ですから「真似る」「型に当てはめる」ことで一定のレベルアップが図れます。
《福島会場》
【開催日時】

平成３０年１０月１１日(木） １３：３０～１５：３０
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【開催場所】

コラッセふくしま
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４０３会議室

《郡山会場(１)》※郡山会場(１)は定員になりました。
【開催場所】 平成３０年１０月１７日（水） １３：３０～１５：３０
【開催場所】 福島県ハイテクプラザ 研修室
《会津会場》
【開催日時】
【開催場所】

平成３０年１１月 ７日（水）
会津アピオスペース 研修室

１３：３０～１５：３０

《郡山会場(２)》
【開催日時】 平成３０年１１月１２日（月）
【開催場所】 福島県ハイテクプラザ 研修室

１３：３０～１５：３０

《全会場共通》
【受 講 料】
【定
員】
【講
師】
【申込締切】

無料
各会場２０名
齋藤 貴史 氏
（アーテムコンサルティング事務所代表・人事コンサルタント）
平成３０年１０月４日（木）

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.utsukushima.net/seminar/2018/saiyou.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
経営支援部経営支援課
TEL：０２４－５２５－４０３４ FAX：０２４－５２５－４０３６

────────────────────────────────────────
★☆ 「ビッグパレットふくしま開館２０周年 記念講演会」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
平成１０年１０月１６日に開館した福島県産業交流館（ビッグパレットふくしま）は、
今年１０月をもって開館２０周年を迎えます。
この間、人・モノ・情報の交流拠点として、多くの皆様にご利用とご来館をいただき、
お陰をもちまして、今年４月には、延べ来館者数１,５００万人を達成いたしました。
そこで、日ごろから、多大なるご支援とご協力を賜っている皆様に感謝の気持ちを込め
まして、「ビッグパレットふくしま開館２０周年 記念講演会」を開催いたします。
【開催日時】
【開催場所】
【講
師】
【演
題】
【募集人数】
【参 加 料】

平成３０年１０月１日（月） １０：５０～１２：００
ビッグパレットふくしま １階 コンベンションホールＡ
斎藤 恭紀 氏 気象予報士、防災士
「郡山の天気と災害 ～教えて！斎藤さん～」
２００名程度
無料

詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.big-palette.jp/
お問い合わせ先
ビッグパレットふくしま（福島県産業交流館）
TEL：０２４－９４７－８０１０ FAX：０２４－９４７－８０２０
E-mail：kouryu@f-open.or.jp
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────────────────────────────────────────
★☆ ふくしま企業塾管理者養成セミナー「人事・給与制度」受講生募集のお知らせ
☆★
────────────────────────────────────────
管理者、中間管理者を対象とした、人事・給与制度セミナーを開講します。
人材がいない時代がやってきています。今いる社員を辞めさせない仕組み、今いる社員
を成長させ、業績を上げる仕組みの構築が不可欠です。そのために必要な、社員の成長・
貢献と処遇を連動させ、強い会社をつくる人事・給与制度の改革についてご紹介させてい
ただきます。
【開催日時】

平成３０年１０月２３日（火）
平成３０年１０月３０日（火）
両日とも１０時～１６時
【開催場所】 コラッセふくしま（福島市） ４０３会議室
【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】 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。
）
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/seminar/2018/jinji.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 管理者養成セミナー「キャッシュフロー経営」
受講生募集のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
管理者、中間管理者を対象とした、キャシュフロー経営セミナーを開講します。
「儲けたお金はどこへ消えたのか？」「キャッシュフローの改善方法」等、実践的な
キャッシュフロー経営のすすめ方についてご紹介させていただきます。
【開催日時】

平成３０年１１月１３日（火）
平成３０年１１月２７日（火）
両日とも１０時～１６時
【開催場所】 コラッセふくしま（福島市） ４０３会議室
【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】 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。
）
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/seminar/2018/c-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

────────────────────────────────────────
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平成３０年度第２回福島駅西口インキュベートルーム
勉強会のご案内（入場無料） ☆★
────────────────────────────────────────
東北から日本の福祉を変えよう！～愛さんさんグループの挑戦～
★☆

【講 師】

愛さんさんグループ 代表取締役

小尾勝吉 氏

【内 容】
かかわる人すべてが輝けように！生まれた環境によって、人生が制限されることのない
仕組みを目指して起業。リハビリ型有料老人ホームと、障がい者就労支援の拠点となる日
本初の共生型複合施設「愛さんさんビレッジ」を石巻市にオープンした小尾勝吉さんを講
師にお招きして、起業への想いと、経験談、そして今後のビジョンについてお伺いしま
す。
【日
【場
【定
【主

時】
所】
員】
催】

平成３０年１０月１７日（水） １８：３０～２０：００
コラッセふくしま ６階 マルチパーパスルーム
３０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。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/20181017.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/

────────────────────────────────────────
★☆ 「プレーヤー」を増やし、まちを刷新！
中小機構 まちづくり関係者交流会 宮城県石巻市で開催 ☆★
────────────────────────────────────────
中小機構東北本部では、恒例のまちづくり関係者の交流会を、今年は宮城県石巻市を会
場に開催します。まちの活力低下は頭の痛い問題です。しかし「プレーヤー」を発掘し育
て、まちを刷新している地域は全国に、そして東北にもあるのです。
今年のテーマは「まちのプレーヤーの増やしかた」。コンテナハウスを活用し、ローコ
ストなチャレンジ屋台村を完成した石巻の街づくりまんぼうをはじめとし、創業者と店オ
ーナーとのマッチングで空店舗を解消している東京都青梅市、人口二万人強ながら新業態
のお店やゲストハウス創出に成功した大分県竹田市から、スタッフの生の話を聴きます。
【開催日時】
【開催場所】
【参 加 費】

平成３０年１０月１６日（火）１３：３０～１７日（水）１２：００
石巻商工会議所 会議室（石巻市中央２－９－１８）
無料（交流会参加の方、３，０００円）

詳しくは、中小機構東北本部のWebページをご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/event/2018/frr94k000003zy62.html
問い合わせ先
ページ(6)

H30.9.18原稿
中小機構東北本部
TEL：０２２－３９９－９０５８（地域振興課）
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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３７０号は平成３０年１０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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【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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