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Ⅰ

事業・研修会等のお知らせ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

平成２９年度福島県６次産業化ネットワーク活動交付金要望調査について
６次産業化ネットワーク活動交付金は、農林漁業者と地域の様々な事業者等が、ネット
ワークを形成する取組を支援するとともに、そのネットワークを活用した新商品開発や販
路開拓の取組及びその取組に必要な機械又は施設の整備を支援するものです。
この度、県では、本交付金に係る予算要求の参考とするため、来年度の要望調査を実施
します。要望される場合、必ず実施要望調書をご提出ください。
記
１

調査内容
平成２９年度に６次産業化ネットワーク活動交付金を活用して実施する支援体制整備
事業・推進事業・整備事業の内容、事業費。

３

事業内容
事業内容の詳細については、それぞれ下記ページから要綱等をご参照ください。
（１）支援体制整備事業
（参照：６次産業化ネットワーク活動交付金実施要綱別記１）
（２）推進事業（事業者タイプ、地域タイプ）
（参照：６次産業化ネットワーク活動交付金実施要綱別記２－１、２－２）
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（３）整備事業（事業者タイプ、地域タイプ）
（参照：６次産業化ネットワーク活動交付金実施要綱別記３－１、３－２）
◎要綱等のダウンロードはこちら（６次化情報 STATION）
http://www.6jika.com/news/n1/6751.html
４

提出書類
各実施要望調書および添付資料。実施要望調書の各様式については、下記ページから
ダウンロード下さい。
（１）支援体制整備事業：実施要望調書（様式１）
（２）推進事業（事業者タイプ）：実施要望調書（様式２－１）
（３）推進事業（地域タイプ）：実施要望調書（様式２－２）
（４）整備事業（事業者タイプ）：実施要望調書（様式３－１）
・事業費の根拠がわかる資料（見積書、カタログ等）
・総合化事業計画または農商工連携事業計画
（既認定の写しまたは現時点での計画案）
（５）整備事業（地域タイプ）：実施要望調書（様式３－２）
・事業費の根拠がわかる資料（見積書、カタログ等）
・市町村における６次産業化及び地産地消を推進するための戦略「市町村戦略」
（戦略の写しまたは現時点での戦略計画案）
◎実施要望調書の様式はこちら（６次化情報 STATION）
http://www.6jika.com/news/n1/6751.html

５

提出期限
平成２８年９月２３日（金）

６

提出先、提出方法、問い合わせ先
提出先：福島市杉妻町２－１６ 福島県農産物流通課 須田宛
suda_shouta_01@pref.fukushima.lg.jp
提出方法：郵送または電子メール
問い合わせ先：０２４－５２１－８０４１（担当：須田）

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
ふくしま６次化推進セミナー2016 の開催について
１０月２５日（火）にビッグパレットふくしまで開催予定の「ふくしまフードフェア 2016」
において、「ふくしま６次化推進セミナー2016」を開催いたします。売れる６次化商品や
販路開拓について学ぶことができます。また、同会場内でフードフェア 2016 を併催してお
りますので、出展事業者との交流にもお役立ていただけます。
記
１

日時
2

平成２８年１０月２５日（火）
２

１０：００～１６：３０

場所
ビッグパレットふくしま 多目的展示ホール
（福島県郡山市南二丁目５２番地）

３ 内容
（１）午前の部 (11:00～12:00)
「売れる６次化商品①～時代を読む～」
講師 株式会社ユーユーワールド 白濱一久 新規事業開発部執行役
（２）午後の部(13:00～15:00)
(ｱ)「売れる６次化商品②～時代を読む～」
講師 株式会社ユーユーワールド 白濱一久 新規事業開発部執行役
(ｲ)「加工食品の販路開拓」
講師 一般社団法人地域資源活用の会 東海林義和 顧問
４

参加申込
別紙「ふくしま６次化推進セミナーチラシ」裏面申込用紙にご記入のうえ、10 月 21
日（金）まで FAX によりお申込ください。
【宛先】
ふくしま地域産業６次化協議会（農産物流通課内）
FAX：０２４－５２１－７９４２

担当：藤田

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
スキルアップ講座の開催について
「ふくしまおいしい大賞事務局」では、地域産業６次化に携わる事業者を対象に、商品
開発及び商品改良の一助として、有識者によるセミナーを開催します。
商品改良や販路拡大のヒント、パッケージデザインを学び、自社の商品をより魅力的に
するための講座です。参加料は無料です。
記
１

２

開催日時
第 1 回：平成 28 年 9 月 20 日(火)
第 2 回：平成 28 年 9 月 20 日(火)
場所
郡山商工会議所

5階

10：00～12：00
13：30～15：30

会議室 5-2

３ 講座内容
（１） 第 1 回「商品改良と販路拡大のヒント」
・販路拡大のための視点(８０分間)
3

・個別相談会(３０分間)
（２） 第 2 回「商品を売るためのパッケージデザイン」
・デザインが変えた！商品の魅力向上 ※県内事例含む(６０分間)
・すぐ始められるデザインイノベーション(６０分間)
◎詳しくは、下記事務局へお問い合わせ下さい。
ふくしまおいしい大賞事務局
TEL:024-954-4505 / FAX:024-954-4506
E-mail: info@fuku-oishi.com
ホームページ http://fuku-oishishop.com/?mode=f11

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

【再掲】ふくしま６次化創業塾の塾生募集について
福島県では、県産の農林水産資源を活用して付加価値の高い商品開発やビジネスの起業
の方法等を学ぶ「ふくしま６次化創業塾」を開催します。
本年度は「食の６次産業化プロデューサー（愛称：食 Pro.）」の「支援スタッフコース」
の資格取得を目指した講義を新設するとともに、実践者による事例紹介やシェフの実演指
導など、魅力的な内容が満載となっております。まだ定員に余裕がありますので、是非御
応募下さい。
記
１ コース内容
（１）６次化基礎コース【定員３０名】
これから６次化を始めようと考えている方のためのコースです。６次化に関する基本
的な知識を学びます。食 Pro.事業主・法人コースのレベル２の取得を目指します。
（２）６次化実践コース（事業主・法人クラス）【定員２０名】
６次化を実践するにあたって必要とされる実務知識を習得します。食 Pro.事業主・法
人コースのレベル３の取得を目指します。
（３）６次化実践コース（支援スタッフクラス）【定員１０名】
６次化の推進を担当する支援スタッフの育成を目的としたコースです。食 Pro.支援ス
タッフコースのレベル３の取得を目指します。
（４）マーケティング・加工問題解決コース【定員１０名】
マーケティングと加工について具体的な問題の解決を図りたい方を対象としたコース
です。個別に相談もできます。
※詳細は、下記ページからパンフレットを御参照下さい。
ふくしま６次化情報 STATION
２

http://www.6jika.com/news/6617.html

応募方法
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パンフレットの応募用紙をＦＡＸまたはＥ－ｍａｉｌでお送りください。
（※パンフレッ
トのダウンロードは上記ページからお願いします）
※締切 平成２８年９月２０日（火）１６：００必着（先着順）
３

お問い合わせ
ふくしま 6 次化創業塾 事務局
〒960－8057 福島市笹木野字北中谷地 45 番 13 号（株式会社ライフロール内）
TEL：024－563－6230 FAX：024－572－4911
E-mail：6jika@life-role.jp
担当：阿部・大橋

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
Ⅱ

福島県の取組について

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

食の安全・安心アカデミーシンポジウムの開催について
福島県では、「食の安全・安心アカデミーシンポジウム」を開催いたします。家族の健
康を育む毎日の食卓、それを支えるふくしまの食の安全・安心について一緒に考えてみま
せんか。
記
１ 郡山会場
（１） 日時 平成 28 年 11 月 5 日（土）13:00〜16:00（開場 12:30）
（２） 会場 ホテルハマツ 3 階 橘（郡山市虎丸町 3-18）
（３） 定員 400 名
２ いわき会場
（１）日時 平成 28 年 11 月 12 日（土）13:00〜16:00（開場 12:30）
（２）会場 ホテルハワイアンズ 3 階 ラピータ（いわき市常磐藤原町蕨平 50）
（３）定員 400 名
３ プログラム
（１）第 1 部 基調講演
演題「放射線被ばくと健康影響について：過去の事例から考える」
講師 長崎大学原爆後障害医療研究所国際保健医療福祉学研究分野
教授 高村 昇
（２）第 2 部 パネルディスカッション
テーマ「食の『安全』を『安心』につなげるために」
ゲストパネリスト 俳優 辰巳 琢郎
パネリスト NPO 法人ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会副理事長 大野
福島県消費者団体連絡協議会事務局長 田崎 由子
5

達弘

福島県環境保全農業課長 飯田 純也
コーディネーター 科学ジャーナリスト 松永 和紀
４

申込
別添チラシ裏面の申込用紙または必要事項を記載したはがきを下記宛てお送りいただ
くか、申込フォームからお申し込み下さい。
【宛先】
FAX 024-533-4343
E-mail syokusympo@fukushima-minpo.co.jp
はがき 〒960-8602 福島市太田町 13-17
福島民報社広告局「食の安全・安心シンポ」係
Tel.024-531-4161
申込フォーム https://business.form-mailer.jp/fms/d33daa6760426
※締め切り
郡山会場
いわき会場

11 月 2 日（水）必着
11 月 9 日（水）必着

◎詳しくはこちら（福島民報）
http://www.minpo.jp/ad/syokusympo/
・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
香港インターナショナル・ワイン&スピリッツ・フェア 2016 福島県ブース出品事業者
の募集について
福島県、福島県貿易促進協議会、ふくしま地域産業６次化推進協議会では、11 月に香港
で開催される「香港インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・フェア 2016」に出展する
こととなりました。つきましては、本県ブースへの出品事業者を募集いたします。
記
１ 概要
（１）会期：平成２８年１１月１０日（木）～１２日（土）
（２）会場：香港コンベンション＆エキシビションセンター
（３）主催：香港貿易発展局
（４）昨年度実績
①出展者数：１，０６５社・団体（３２カ国／地域）
②バイヤー数：２０，３９４名（７５カ国／地域）
③会場面積：２０，３５４㎡
２ 福島県出展ブース概要
（１）主催者：福島県、福島県貿易促進協議会、ふくしま地域産業６次化推進協議会
（２）募集内容
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下記ページから「出展事業者募集要項」を御覧ください。
◎ふくしま６次化情報 STATION
http://www.6jika.com/news/6827.html
（３）応募方法
平成２８年９月２３日（金）までに、別紙参加申込書を郵送又は E-mail にて下記ま
でご提出ください。
【お問い合わせ・提出先】
〒960-8670 福島市杉妻町２番１６号（西庁舎１０階）
福島県貿易促進協議会事務局（福島県県産品振興戦略課内）
E-mail：trade-promotion@pref.fukushima.lg.jp
電話：024-521-7326

武藤、口田

宛

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
Ⅲ

その他

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「県産品輸出戦略セミナー」 ～次になにを目指すべきか～の開催について
福島県貿易促進協議会では、福島県の真の復興を目指し、輸出額を震災前の水準に回復
させ、かつ更なる拡大を図るため、先進事例に学ぶ輸出戦略セミナーを開催します。
記
１

開催日時
平成２８年１０月７日（金）
１３：１５～１５：００（講演時間４５分×２講師質疑応答有り）

２

会
場
福島県農業総合センタ－大会議室
（住所：郡山市日和田町高倉字下中道 116 番地

３

電話：０２４－９５８－１７００）

講
演
演題Ⅰ：
「海外市場にチャレンジする意義」
渋谷レックス株式会社 取締役専務 渋谷 裕司 氏
演題Ⅱ：「タイにおける日本産農林水産物と日本食の可能性」
株式会社アライドコーポレーション 代表取締役社長 氏家 勇祐 氏

４

参加料
無料
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５

申込方法
別紙参加申込書を記入いただき
電子メール（ trade-promotion@pref.fukushima.lg.jp ）又は
ＦＡＸ（０２４－５２１－７８８８）にて送付願います。
※締切９月２３日（金）、定員８０名（申し込み先着順）
◎詳しくはこちら
ふくしま６次化情報 STATION http://www.6jika.com/news/6799.html
福島県貿易促進協議会 http://www.f-bsk.com/information/1571.html

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
外食 Food Table 2017 の開催について
小売、中食、外食業界の垣根を越えた各専門展を包括した商談展示会「外食 Food Table
2017」が開催されます。出展募集締め切り間近です。
記
１

会期
平成２９年２月１５日（水）～１７日（金）10：00～17：00（最終日は 16：00 まで）

２

場所
幕張メッセ

全館（〒261-8550

千葉市美浜区中瀬 2-1）

３

内容
４展示会を合同開催
（１）外食 Food Table 2017（外食市場に向けた商談展示会）
（２）第 51 回スーパーマーケット・トレードショー2017（スーパーマーケットを中心と
する流通業界に最新情報を発信する商談展示会）
（３）第 12 回こだわり食品フェア 2017（全国各地の個性豊かな地域食品を紹介する商談
展示会）
（４）デリカテッセン・トレードショー2017（中食産業の最新情報を発信する商談展示会）
◎詳しくは下記公式ホームページを御参照ください。
http://www.foodtablegaishoku.jp/
４

出展の申込み・問い合わせ先
外食 FOOD TABLE 実行委員会
（トレードショーオーガナイザーズ株式会社内 ）
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-1-39
恵比寿プライムスクエアタワー11F
FAX：03-6418-5797 E-mail：ft@trso.co.jp
出展に関するお問い合わせ Tel.03-6869-6571
8

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★

あとがき
残暑厳しい折柄、
皆様いかがお過ごしでしょうか？
“まるごと”ネットでは第 2 回交流会を
11 月頃開催予定です。
詳細が決まりましたら、
メルマガにてお知らせいたします。
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
*****************************あいづ“まるごと”ネット*****************************
あいづ“まるごと”ネット事務局
メール：aizu-marugotonet@pref.fukushima.lg.jp
〒965-8501 会津若松市追手町 7-5 会津若松合同庁舎内
【会津農林事務所 企画部 TEL0242-29-5369 FAX 0242-29-5389】
【会津地方振興局 企画商工部 TEL 0242-29-5292 FAX 0242-29-5228】
〒965-0004 南会津郡南会津町田島字小屋甲 4277-1 南会津合同庁舎内
【南会津農林事務所 企画部 TEL 0241-62-5252 FAX0241-62-5256】
【南会津地方振興局 企画商工部 TEL 0241-62-5207 FAX 0241-62-5209】
◎あいづ“まるごと”ネットホームページ◎あいづ“まるごと”ネットで検索◎
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36240a/aizumarugotonet-top.html
※H26.3.29 よりあいづ“まるごと”ネットホームページのアドレスが変わりました。
※ふくしま６次化・食農データバンク会員共通パスワード：6net2940
**********************************************************************************
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