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Ⅰ

事業・研修会等のお知らせ

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

「ふくしま産業応援ファンド事業」「ふくしま農商工連携ファンド事業」第２回公募
の開始について
公益財団法人福島県産業振興センターでは、総額 50 億円の基金運用益を財源とした「ふ
くしま産業応援ファンド事業」及び総額 25 億円の基金運用益を財源とした「ふくしま農商
工連携ファンド事業」を実施しています。
本事業では、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します。この度、平成 28 年度第 2
回公募が開始されますので、お知らせいたします。
また、公募開始に先立ち、県内４方部で公募説明会が開催されますので、お申し込みの
上、ぜひご参加ください。
記
１ 事業概要について
（１）対象者
①ふくしま産業応援ファンド事業
次のいずれかに該当するもの
ア 県内に事業所を有する中小企業者、ＮＰＯ法人等
イ 事業開始から 1 年以内に県内において創業する者
ウ ア又はイにより構成するグループ
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②ふくしま農商工連携ファンド事業
上記ア～ウのいずれかと、県内の農林漁業者との連携体
（２）支援メニュー
①ふくしま産業応援ファンド事業
ア 製造業集積活用型事業
・対象分野：新製造技術(輸送用機械、半導体)、医療福祉機器、情報通信、環境
の各分野及びその関連分野
・対象事業：技術開発、事業可能性調査、販路開拓
・助成率：助成対象経費の２／３以内（上限：200 万円～1000 万円）
イ 地域資源活用型事業
・対象事業：広く県内の地域資源を活用した事業で、技術(地域資源)開発、事業
可能性調査、販路開拓等に該当する事業
・助成率：助成対象経費の２／３以内（上限：200 万円～500 万円）
②ふくしま農商工連携ファンド事業
ア 農商工連携創出事業
・対象事業：本県の農林水産物を活用した新技術・新商品・新サービスの開発、
新商品・新サービスに関する事業可能性調査、またその販路開拓に
必要な事業など。
・助成率：助成対象経費の４／５以内（上限：600 万円）
２

公募期間
平成２９年１月４日（水）から平成２９年１月３１日（火）まで （必着）

３

応募方法
下記ページから規定の様式をダウンロードし、作成した上で、他の必要書類を添付し、
お申し込み先へ提出して下さい。
（１）ふくしま産業応援ファンド事業
http://www.utsukushima.net/fund/ouen.htm
（２）ふくしま農商工連携ファンド事業
http://www.utsukushima.net/fund/noushoukou.htm
４

公募説明会について
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２８年１２月１５日（木） コラッセふくしま５Ｆ（福島市） 小研修室
・平成２８年１２月１９日（月） 福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター
多目的ホール
・平成２８年１２月２０日（火） いわき市社会福祉センター５Ｆ（いわき市） 第
１会議室
・平成２８年１２月２１日（水） 福島県ハイテクプラザ（郡山市） 多目的ホール

５ お申し込み・お問い合わせ先
（１）製造業集積活用型事業に申し込む場合
テクノ・コム技術支援部 技術総務課
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ＴＥＬ 024－959－1929
ＦＡＸ 024－959－1889
〒963－0215
郡山市待池台１－１２（福島県ハイテクプラザ内）
（２）地域資源活用型事業又は農商工連携創出事業に申し込む場合
企業支援部 経営支援課
ＴＥＬ 024－525－4035
ＦＡＸ 024－525－4036
〒960－8053
福島市三河南町１－２０コラッセふくしま２階（福島県経営支援プラザ内）
◎詳しくはこちら（ふくしま６次化情報 STATION）
http://www.6jika.com/news/7233.html

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
「食品輸出のための商談スキルセミナー」の開催について
日本貿易振興機構（ジェトロ）が主催する本セミナーでは、過去の商談事例から見えて
きた、商談で成果を出すための重要ポイントを、商談の事前から事後の流れに従って体系
的に説明します。
輸出に関心をお持ちの方、これから商談に取り組まれる方には絶好の機会ですので、ぜ
ひご参加ください。
記
１

日時
平成２８年１２月２０日（火）１３：３０～１５：３０

２

場所
とちぎ産業交流センター2 階 第 4 会議室
（宇都宮市ゆいの杜 1-5-40 とちぎ産業創造プラザ内）

３

内容
「商談会参加にあたって －事前準備からフォローアップまで－」
「タイ、インドネシア、フィリピン、香港バイヤーとの商談にむけた準備」

４

申込み方法
下記ページからお申し込み下さい（参加費無料、定員 30 名）
https://www.jetro.go.jp/events/tcg/2140c77c2333af95.html

５

お問い合わせ
ジェトロ栃木 （担当：松本、渡邊）
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Tel：028-670-2366 Fax：028-670-2368
E-mail： tcg@jetro.go.jp

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

「食品産業の海外展開支援研修会」の開催について（再掲）
一般財団法人食品産業センターでは、食品産業の海外展開支援研修会を開催します。
中小食品産業事業者の皆さまを対象に、「いかにすればアジア等の新興食品市場にアク
セスできるか」
「どのような食品市場を優先すべきか」「配慮すべき点は何か」など、食品
事業の海外展開に必要な知識とノウハウを学んでいただく研修会です。ぜひご参加下さい。
（※海外展開とは、海外での会社・工場等の拠点設立を指しますので、ご注意下さい）
記
１

日時・会場
平成２９年１月１７日（火）、１８日（水）、１９日（木）
スタンダード会議室あおば通店
（宮城県仙台市青葉区中央 2－2－6 三井住友銀行仙台ビル 5 階）
※この他、東京会場がございます。東京会場の日時・場所については、下記ページ
を御参照ください。
（食品産業センター）
http://www.shokusan.or.jp/index.php?mo=topics&ac=TopicsDetail&topics_id
=821

２

主な内容
【１日目】
・アジアの食品市場への進出戦略
・東南アジアにおける食品市場
・コールドチェーン等の流通環境
【２日目】
・食品安全の制度
・食品表示の制度
・ハラールと認証制度
・ハラル制度活用の実際

等

等

【３日目】
・食品分野の海外進出に向けて
・東南アジアへの食品分野の海外マーケティング戦略
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等

３

申込み方法
上記リンク先から申込書をダウンロードし、FAX 又は電子メールにてお申し込み下さ
い
メールアドレス：global@shokusan.or.jp
ＦＡＸ：03-3224-2397

４

Ⅱ

お問い合わせ
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル 3 階
一般財団法人食品産業センター 海外室 担当：小平
（TEL 03-3224-2386 FAX 03-3224-2397）

福島県の取り組みについて

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

「ふくしまの酒飲み比べフェア in 郡山」好評開催中です！
「日本一のふくしまの酒」を手軽に飲める「ふくしまの酒飲み比べフェア」が、郡山駅
で好評開催中です！
週替わりで県内の地酒３種類がワンコイン（５００円）で飲み比べられます！（大吟醸
クラスのプレミアム飲み比べセットは２種類で７００円）
お仕事帰りや買い物の際には、是非、お立ち寄りください！
期間：平成２８年１１月２３日（水・祝）～１２月２５日（日）（約１か月）
時間：１６：００～１９：００
場所：郡山おみやげ館（ＪＲ郡山駅ビル１階）

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

Ⅲ

その他

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

「アグロ・イノベーション ２０１６」の開催について

5

農業生産と青果物流通技術の専門展示会「アグロ・イノベーション２０１６」が開催さ
れます。青果物の生産技術・製品・サービスはもちろんのこと、流通過程、消費の現場に
おける技術・製品・サービスも展示する唯一無二の展示会です。
出展事業者数は 250 社、厳選された農業生産・流通のプロ 1 万人以上が来場、同時開催
の「アグリビジネス創出フェア」と併せて最先端の農業技術が一同に会する年に一度の機
会です。
現在、入場が無料となる来場事前登録を受付中です。
記
１

２

主催
一般社団法人

日本能率協会

会期
平成２８年１２月１４日（水）～１６日（金）

１０：００～１７：００

３

会場
東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3-11-1）

４

展示予定規模
250 社／300 小間

５

来場登録者数
１２，０００名（予定）

６

お問い合わせ
一般社団法人 日本能率協会(JMA)産業振興センター
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-2-2 住友商事竹橋ビル 14 階
TEL：03－3434－1988 FAX:03－3434－8076
◎詳細および来場事前登録はこちら
http://www.jma.or.jp/ai/ja/visitor/index.html

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

【記事紹介】「メープルサイダー物語」
株式会社キノコハウス（西会津町）の佐藤昭子様が執筆された「メープルサイダー物語」
をご紹介いたします。
震災・原発事故による被災により農業経営の太い柱であった「キノコ」を失い、そこか
らいかにして困難を克服し、６次産業化等に積極的に取り組み、販路を切り開いてこられ
たのかが具体的に語られています。同社の主力商品の一つであり「Food Action Nippon 究
極の逸品１００選」にも選ばれた「メープルサイダー」の誕生秘話についても語られるこ
とでしょう。
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全６回で現在好評連載中です。是非ご一読下さい。
◎記事はこちら
http://agri-marketing.jp/2016/11/29/post-3463/

☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★

あとがき
11 月 22 日、第 2 回交流会を無事開催することができました。
皆様の御協力に感謝いたします。
今年度最後となる第 3 回交流会については、
2 月上旬の開会を目途に現在準備中です。
詳細が決定しましたら、メルマガにてご案内いたします。
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
*****************************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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