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【公募】
◆平成３０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
◇「Foodex Japan ２０１９」の出展事業者の募集について
◆研究開発助成金公募のご案内

～三菱UFJ技術育成財団～

【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」 受講生募集のお知らせ
◆「『経営戦略』としてのＢＣＰセミナー」開催のお知らせ
◇「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

◆「１日丸ごと化学物質管理・世界の法規制セミナー」開催のお知らせ
◇「なぜなぜ分析演習セミナー（２）」開催のお知らせ
◆「ISO14001内部監査員養成セミナー（３）」開催のお知らせ
◇「働き女子のごほうびセミナー」参加者募集のお知らせ
【お知らせ】
◆定期講演会のご案内

～とうほう地域総合研究所～

◇中小企業大学校東京校が「中小企業診断士養成課程」の募集説明会を開催します！

────────────────────────────────────────
★☆ 平成３０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、福島イノベーション・コースト構想の重点分野について、地元企業等及び
地元企業等との連携等による地域振興のための実用化開発等を促進し、福島県浜通り地域
の産業復興の早期実現を図るため、その経費の一部を補助しております。
このたび、平成３０年度「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
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【補助対象地域（福島県浜通り地域）】
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、飯舘村の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：補助対象経費の２／３（７億円）を補助
大企業 ：補助対象経費の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
【募集期間】
平成３０年８月１日（水）～９月７日（金）１７時必着
※新規のみの募集です。
※平成３０年８月２４日（金）までに「提案希望届」の提出によるエントリー
が必須です。
詳細については、産業創出課のホームページをご覧ください。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/30jituyoka-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（管理業務委託団体）
〒９６０－８０３６ 福島県福島市新町４－１９ 山口ビル３階
TEL：０２４－５７２－３３５２

────────────────────────────────────────
★☆ 「Foodex Japan ２０１９」の出展事業者の募集について ☆★
────────────────────────────────────────
福島県では、県産品の販路回復及び開拓を図るため、来年３月に開催される第４４回国
際食品・飲料展「Foodex Japan ２０１９」において、福島県ブースを出展します。
このため、出展事業者を募集しますので、出展を希望される場合は募集要領をご確認の
上、出展申込書によりお申し込みください。
なお、出展者については、選考委員会を開催の上、決定しますので、あらかじめ御了承
願います。
【会
【場
【締

期】
所】
切】

平成３１年３月５日（火）～８日（金）
幕張メッセ（千葉県千葉市）
平成３０年９月１４日（金）１７：００必着

詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32031c/foodexjp2019.html
お問い合わせ先
福島県 観光交流局 県産品振興戦略課
TEL：０２４－５２１－７２９６
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────────────────────────────────────────
★☆ 研究開発助成金公募のご案内 ～三菱UFJ技術育成財団～ ☆★
────────────────────────────────────────
三菱UFJ技術育成財団は、技術指向型の中小企業の育成を通じて、我が国産業の発展並
びに中小企業の経営高度化に貢献することを目的として、昭和５８年に設立、発足しまし
た。当財団では、このような目的を達成する事業の一環として、設立以来、新技術・新製
品等の研究開発に対する助成金の交付事業を行っております。
今年度第２回目となる助成金の公募を、９月１日より１０月３１日まで実施します（最
大３００万円、交付決定時前払い）。新規性・独創性に富むプロジェクトのご応募をお待
ちしております。
【研究開発助成金】
■応募資格者・プロジェクト
・新技術・新製品等を自ら開発し、事業化しようとする具体的な計画を持つ、設立また
は創業後もしくは新規事業進出後５年以内の中小企業または個人事業者。
・現在の技術から見て新規性のある研究開発プロジェクトで、原則として２年以内に
事業化の可能性があること。
■助成金額
・１プロジェクトにつき３００万円以内 かつ 研究開発対象費用の１／２以下
■公募期間
・９月１日～１０月３１日
■選考方法
・学識経験者等で構成する当財団の審査委員会にて厳正かつ公平なる選考を行います。
詳細は以下リンク先もしくは応募要項をご覧下さい。
http://www.mutech.or.jp/subsidy/index.html
尚、当財団では、助成金交付に加えて、より長期的な視野で支援する目的で、当財団
が株式（最大５００万円）を保有する事業も行っております。創業以降の成長ステージ
に対応する形で株主になることにより、長期的に支援して参ります。
【株式保有】
■対象企業
・当財団の助成金交付または債務保証を過去に受けた中小企業のうち、当財団の
助成金交付または債務保証を受けた際のプロジェクトによる新技術・新製品等の
開発及び事業化が実施され、成長が見込まれる者。
■保有額
・１社につき５００万円以内（対象企業の議決権の過半数を超えない金額）。
■公募期間
・随時
■選考方法
・学識経験者等で構成する当財団の審査委員会にて厳正かつ公平なる選考を行います。
お問い合わせ先
公益財団法人三菱UFJ技術育成財団
TEL：０３－５７３０－０３３８

────────────────────────────────────────
★☆ 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。
働き方改革時代に求められ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３０年９月 ６日（木）
平成３０年９月１３日（木） 両日とも１０時～１６時
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【開催場所】
【受講対象】
【募集定員】

【受 講 料】

H30.9.3原稿
コラッセふくしま（福島市）
管理者・中間管理者
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。）
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/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」 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】

【開催場所】
【受講対象】
【募集定員】

【受 講 料】

平成３０年

９月１１日（火）
９月２７日（木）
１０月１２日（金） 全日程とも１０時～１６時
１０月２４日（水）
１１月１６日（金）
コラッセふくしま（福島市）
新規事業責任者、販路開拓責任者、経営者や後継者
（※同一組織から２名以上参加も可能です。）
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。）
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。）

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.utsukushima.net/seminar/2018/sinki.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

────────────────────────────────────────
★☆ 「『経営戦略』としてのＢＣＰセミナー」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
ＢＣＰ（事業継続計画）とは、非常事態における業務の停止・被害を最小限に抑えるた
めに平常時に策定する計画です。
本セミナーでは、ＢＣＰ策定が企業のスタンダードになりつつある現状も踏まえ、「Ｂ
ＣＰを作ってみたもののうまく運用できない事例」を中心にご紹介するととともに、失敗
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事例にならない為のポイントを解説します。
実際に策定された県内企業の生の声もお聞きいただける内容となっておりますので、ぜ
ひ、この機会にご参加ください。
【開催日時】
【開催場所】
【講
師】
【演
題】
【事例紹介】
【募集人数】
【参 加 料】
【参加締切】
【主
催】

平成３０年９月１１日（火） １４：００～１６：３０
福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台１-１２） 多目的ホール
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 主幹研究員 指田 朝久 氏
「“残念なＢＣＰ”」
株式会社いちい、タカラ印刷株式会社
先着１５０名
無料
平成３０年９月７日（金）
福島県、福島県商工会議所連合会、福島県商工会連合会、福島県中小企業
団体中央会、公益財団法人福島県産業振興センター 株式会社東邦銀行、
東京海上日動火災保険株式会社

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/h30bcp-seminar.html
お問い合わせ先
東京海上日動火災保険株式会社 福島支店業務グループ
TEL：０２４－９３４－８７１１ FAX：０２４－９３４－８７１４

────────────────────────────────────────
★☆ 「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

────────────────────────────────────────
★☆ 「１日丸ごと化学物質管理・世界の法規制セミナー」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
化学物質を規制する法規は世界的に増えています。自社の管理対象物質を更新したり、
関連する法規制の最新動向を確認することが重要です。このセミナーでは、最近注目され
ているアジアの法規制についてと各国の動向や国による違いも含めた内容です。
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「長く経験しているが最新情報を学びたい」「各国法規制についてもっと幅広く内容を
知りたい。」「自社で海外取引がある企業や規制物質の最新情報を確認したい。」という
経験者を対象に解説する中級編です。
担当者が知るべきポイントや対応について、朝から夕方までしっかり学んでいただける
充実した内容のセミナーとなっています。
【日 時】
【場 所】
【受講料】
【講

師】

【定
【締

員】
切】

平成３０年１０月１１日（木） ９：３０～１６：３０
福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台１-１２）１階 研修室
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。
一般社団法人産業環境管理協会 化学物質管理情報センター
技術参与 松浦徹也 氏
３０名 （定員になり次第締め切ります）
平成３０年９月２１日（金）

詳しくはこちらをご覧ください。
http://fukushima-techno.com/training/2018/03/post-280.php
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 担当：竹内
TEL：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
E-mail：seminar@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「なぜなぜ分析演習セミナー（２）」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
「なぜなぜ分析」は、発生現象をスタートに、その原因を“なぜ”“なぜ”と繰り返す
ことで追及していく手法です。比較的簡便で取組みやすい方法であることから、多くの生
産現場はもちろん、生産以外の職場での業務改善でも導入・活用されています。
このセミナーでは、「なぜなぜ分析」を活用して役立てていただくために、知っておか
なくてはいけないルールを、親しみやすい演習を交えて学んでいただきます。「なぜなぜ
分析」は、正しく理解できれば改善力は確実に向上していきます。ぜひこの機会に、改善
力アップの必須知識の習得のためご参加ください。
【日 時】
【場 所】
【講 師】
【定 員】
【受講料】
【締 切】

平成３０年１０月１６日（火） ９：３０～１７：００
福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台１－１２） １階 研修室
（株）日本能率協会コンサルティング ＴＰＭコンサルタント 安部 孝氏
３６名
１０，０００円 （消費税を含む）
平成３０年９月２８日（金） （ただし、定員になり次第締め切ります）
定員を超えた場合は、１社１名にさせて頂く場合があります。

詳しくはこちらをご覧ください。
http://fukushima-techno.com/training/2018/03/post-278.php
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 担当：竹内
TEL：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
E-mail：seminar@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「ISO14001内部監査員養成セミナー（３）」開催のお知らせ ☆★
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────────────────────────────────────────
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】

【場 所】
【講 師】
【受講料】
【定 員】
【締 切】

平成３０年１０月２４日（水）、２５日（木）、２６日（金）
（３日間、いずれも９：３０～１６：３０）
福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台１－１２） １階 研修室
ＩＳＯコミュニケーション 代表 菊地 正彦 氏
２５，０００円 （消費税を含む）
２４名
平成３０年９月２８日（金）（ただし、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/2018/03/post-276.php
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 担当：竹内
TEL：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
E-mail：seminar@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「働き女子のごほうびセミナー」参加者募集のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
～これからも働き続けたい人が知っておくべき5つのこと～
女性が働き続けるとき、いろんな悩みにぶつかります。
そんな時に知ってほしいあれこれを詰め込んだごほうびセミナーです。
日頃がんばっている自分にぜひごほうびを。
★１回目 自己主張（アサーティブ）トレーニング
【日 時】 平成３０年９月２９日（土） １０：３０～１５：００
【講 師】 丹羽麻子さん
（NPO法人日本フェミニストカウンセリング学会認定カウンセラー）
★２回目 私が管理職になった理由（ワケ）＆交流会
【日 時】 平成３０年１０月１３日（土） １０：３０～１４：００
【ゲスト】 佐々木まゆみさん（タカラ印刷株式会社 営業部長）
星野雅子さん（株式会社Miyabi 代表取締役社長）
【コーディネーター】 千葉悦子（福島県男女共生センター館長）
★３回目
【日
【講

安心して働くために！
これだけは知っておきたい 女性のための労働法基礎
時】 平成３０年１０月２７日（土） １０：３０～１２：３０
師】 八巻裕香さん（特定社会保険労務士）

★４回目 ストレスを乗り越える マインドフルネス体験
【日 時】 平成３０年１０月２７日（土） １３：３０～１５：３０
【講 師】 大田健次郎さん（マインドフルネス瞑想療法士）
★５回目 自己分析～まずは自分を知ることから
【日 時】 平成３０年１１月１０日（土） １０：３０～１５：００
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星野雅子さん（株式会社Miyabi 代表取締役社長、女性労働協会認定講師）

★各回共通
【会 場】 福島県男女共生センター
【対 象】 働いている女性・これから働きたい女性
【定 員】 １５名 （申込み先着順）
※５回すべてに参加することをおすすめします。１回ごとのお申込みもできます。
【参加料】 無料、託児付き
【申込み方法】
申込書（PDF、Excel）をダウンロードして必要事項を記入のうえ、FAXまたは郵送、
Eメールの場合は本文に必要事項を記入してください。
詳しくはこちらをご覧ください。
また、申込書はこちらからダウンロードしてください。
http://www.f-miraikan.or.jp/topics/2018/09/post-243.html
お問い合わせ先
福島県男女共生センター 事業課
〒９６４－０９０４ 二本松市郭内一丁目１９６－１
TEL：０２４３－２３－８３０４ FAX：０２４３－２３－８３１４
E-mail：mirai@f-miraikan.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 定期講演会のご案内 ～とうほう地域総合研究所～ ☆★
────────────────────────────────────────
一般財団法人とうほう地域総合研究所では、「中間選挙を控えたトランプ政権の動き」
をテーマに渡部恒雄氏を講師に迎え講演会を開催いたします。
【テーマ】
【日 時】
【場 所】
【講 師】
【参加費】
【定

員】

「中間選挙を控えたトランプ政権の動き」
平成３０年９月１９日（水）
ザ・セレクトン福島 ３階「安達太良の間」（福島市）
渡部 恒雄 氏
無料
※事前予約は不要です。
３００名（先着順となります）

詳しくはこちらをご覧ください。
http://fkeizai.in.arena.ne.jp/
お問い合わせ先
一般財団法人とうほう地域総合研究所
TEL：０２４－５２３－３１７１

────────────────────────────────────────
★☆ 中小企業大学校東京校が「中小企業診断士養成課程」
の募集説明会を開催します！ ☆★
────────────────────────────────────────
中小企業大学校東京校の「中小企業診断士養成課程」は、中小企業診断士第一次試験を
合格した方を対象に、実際の企業事例に基づく実践的な「演習」と実際の企業を診断する
「実習」を通じて、現場感覚に根差した「実務能力」・「人間力」の高い中小企業診断士
を養成する６ヶ月間のコースです。
今般、中小企業診断士養成課程の募集説明会を開催いたします。
中小企業支援のエキスパートとして、中小企業支援施策と中小企業との橋渡し役を担い
たいという社会的・公共的使命感に溢れる方のご参加をお待ちしています。
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※中小企業診断士養成課程のご案内はこちらをご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/doc/institute/tokyo/30_leaflet2.pdf
※募集説明会のご案内はこちらをご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/doc/institute/tokyo/bosyusetsumeikaiannai.pdf
【対 象 者】
・中小企業診断士試験 １次試験の受験者および合格者の方
・金融機関および支援機関等の派遣担当者の方
【開催日時】２０１８年９月１７日（月・祝）１３：３０～１６：００（終了予定時刻）
【開催場所】中小企業大学校東京校（東京都東大和市桜が丘２-１３７-５）
【内

容】
カリキュラム説明、校内見学、修了生の受講体験談と診断士活動報告、質疑応答など

【定

員】２０名

【費

用】無料

※先着順

【申込方法】
東京校ホームページより、９月１４日（金）１２：００までにお申し込みください。
http://www.smrj.go.jp/institute/tokyo/training/supporter/smeconsultant/seminer
お問い合わせ先
中小企業大学校東京校 支援研修課
東京都東大和市桜が丘２-１３７-５
TEL:０４２－５６５－１１７０

募集説明会

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「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３６９号は平成３０年９月１８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
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掲載記事の無断転載を禁じます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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