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Ⅰ

事業・研修会等のお知らせ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（申込み期限まであと１週間です！）

①平成２９年度第１回あいづ“まるごと”ネット交流会の開催について
あいづ“まるごと”ネットでは、会津・南会津地域の６次化商品づくりを応援するた
め、試食会や意見交換を内容とした交流会を開催します。
つきましては、地域産業の６次化について意欲と関心をお持ちの多くの方が参加され
ますので、情報交換の場として御活用下さい
記
１ 開催日時
平成２９年６月１９日（月） １３:１０～ （受付 １２:４０～）
２ 会場
会津よつば農業協同組合本店３階 会議室２・調理室
（住所：会津若松市扇町３５－１）
３ 対象者
あいづ“まるごと”ネット会員並びに６次化や農商工連携に関心を持つ県内の農林漁
業者、企業、団体、及び行政機関等。
４

内容
（１）第１部 講演会（１３：２０～１４：２０）
演題： 「首都圏等の消費者が求めているもの」
講師： 公益財団法人福島県観光物産交流協会観光物産館副館長
（２）第２部

櫻田

武氏

加工機器を使用した６次化商品製作の実演及び意見交換会
（１４：３０～１５：３０）
内容：「真空低温調理法による６次化商品製作」
講師： 株式会社山際食彩工房 山際 博美シェフ

５

参加費

無料

６

申込み期限
平成２９年６月１２日（月）

７

申込み方法
別添チラシ裏面の申込書をご記入の上、下記までお送り下さい。
あいづ“まるごと”ネット事務局（福島県会津農林事務所企画部 藤田）
【電 話】0242-29-5369 【FAX】0242-29-5389
【メール】aizu-marugotonet@pref.fukushima.lg.jp

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
②「イノベーター活用６次化フォローアップ事業」の受付開始について
１

事業概要
新ふくしま地域産業６次化戦略（平成２７年１月策定）に基づき、本県地域産業の６
次化を力強く推進するため、農林漁業者等のマーケットインの志向に基づく商品開発、
販売戦略の構築等を支援する専門家を登録し、派遣を行う「イノベーター活用６次化フ
ォローアップ事業」を実施いたします。

２

事業対象者
本事業による支援対象者は、県内において県産農林水産物を活用して地域産業６次化
に取り組む農林漁業者等とします。

３

事業内容
地域産業６次化に取り組む農林漁業者等が抱える課題等に対し、助言、指導を行う専
門家を「ふくしま地域産業６次化イノベーター」
（以下「６次化イノベーター」という。）
として、
「ふくしま地域産業６次化サポートセンター」に登録し、以下の活動について支
援を要する農林漁業者等に対し、６次化イノベーターを派遣します。
（１）地域産業６次化の実践に必要な専門的知識や技術に関する助言・指導
（２）地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の
利用促進に関する法律（平成２２年法律第６７号）に基づく総合化事業計画の認定
に向けたサポートや認定後のフォローアップ
（３）地域産業６次化に関する普及啓発活動
※６次化イノベーター派遣についての注意点
一事業年度における一農林漁業者等に対する支援実施回数は４回までとし、１回当
たりの活動時間は３時間以内とします。ただし、相談内容が異なり、かつ派遣するイ
ノベーターが変わる場合は、その限りではありません。

◎６次化イノベーターの情報は下記ＵＲＬからご覧いただけます。
（ふくしま地域産業６次化サポートセンターHP）
http://www.fukushima-message.com/
４

イノベーター派遣申請書提出先
６次化イノベーター派遣をご希望の際は派遣申請書（様式１）を下記のいずれかの事
務局までご提出ください,
（１）ふくしま地域産業６次化サポートセンター（福島県中小企業団体中央会内）
〒960-8053 福島市三河南町 1 番 20 号（コラッセふくしま 10 階）
電話：024-536-1265 又は 024-533-8031 Fax 番号：024-533-8033
（２）地域産業６次化相談カウンター
（会津地域：福島県 会津農林事務所 企画部地域農林企画課）
〒965-8501 会津若松市追手町 7 番 5 号
電話：0242-29-5369 Fax 番号：0242-29-5389
◎事業実施要領及び派遣申請書の様式等についてはこちら！
（ふくしま６次化情報ＳＴＡＴＩＯＮ）
http://www.6jika.com/news/6265.html

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
③「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」
公募開始について
（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・販路開拓等の取組を行うに当たって、その経費の一部を助成する「ふ
くしま産業応援ファンド事業」及び「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２９年度第１回公募を実施いたします。
公募開始に先立ち、県内４方部で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。
記
１ 事業概要
（１）ふくしま産業応援ファンド事業
総額５０億円の基金を造成・管理運用し、その運用益を財源として福島県の強み
である「東北随一の製造業集積」や「特色ある多種多様な地域資源」を活用しなが
ら、新たな技術の開発や事業可能性調査、販路開拓を行う中小企業者等の事業者に
対して助成を行います。

（２）ふくしま農商工ファンド事業
総額２５億円の基金を造成・管理運用し、その運用益を財源として農林漁業者と
中小企業者等との連携体がそれぞれの強みを生かしながら新商品の開発や販路開
拓等に取り組む事業に対して助成を行います。
２

３

平成２９年度第１回公募期間
平成２９年７月３日（月）から平成２９年７月３１日（月）まで （必着）
※平成２９年１０月１日から開始（事業着手）する事業が対象となります。
助成対象者
次のいずれかに該当する方が対象になります。
（１）ふくしま産業応援ファンド事業
（ア）県内に事務所・事業所を有する中小企業者、ＮＰＯ法人、農事組合法人等
（イ）助成事業開始から１年以内に県内において創業する方
（ウ）(1)の(ｱ)及び(ｲ)により構成するグループ
（エ）県内の商工関係団体、金融関係団体、県内に本店をおく金融機関、産学連携
機関等
（２）ふくしま農商工ファンド事業
福島県内の農林漁業者と次のいずれかに該当する方との連携体
（ア）福島県内に事務所・事業所を有する中小企業者、ＮＰＯ法人等
（イ）助成事業開始から１年以内に福島県内において創業する方
（ウ）(2)の(ｱ)又は(ｲ)により構成するグループ

４

公募説明会
（１）開催日時・場所・申込み期限
ア 会津会場
日時：平成２９年６月２２日（木）１３：３０～
場所：福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター
申込み期限：平成２９年６月２０日（火）
イ

福島会場
日時：平成２９年６月２０日（火）１３：３０～
場所：コラッセふくしま５Ｆ 小研修室
申込み期限：平成２９年６月１６日（金）

ウ

郡山会場
日時：平成２９年６月２１日（水）１３：３０～
場所：福島県ハイテクプラザ 多目的ホール
申込み期限：平成２９年６月１９日（月）

エ

いわき会場
日時：平成２９年６月２７日（火）１３：３０～
場所：いわき産業創造館（ラトブ６Ｆ） 会議室１
申込み期限：平成２９年６月２３日（金）

多目的ホール

（２）申込み方法
別添参加申込書をご記入の上、下記までお早めにお申し込み下さい。
５

お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 企業支援部 経営支援課
〒960-8053 福島市三河南町 1－20（コラッセふくしま２Ｆ）
TEL：024-525-4035
FAX：024-525-4036
◎詳しい事業内容や各種申請書様式についてはこちら！
（公益財団法人福島県産業振興センターHP）
http://www.utsukushima.net/fund/ouen.htm

Ⅱ

その他

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

④「おいしい

ふくしま

いただきます！」キャンペーンの開催について

会津農林事務所では、県産農林水産物の美味しさや安全性を再認識していただき、消費
拡大と地産地消を推進するため、今年度１回目の「おいしいふくしま いただきます！」
キャンペーンを開催します。
是非、ご家族、ご友人をお誘いの上お越し下さい！
記
１ 日時
平成２９年６月１０日（土） １１：００～（プレゼントがなくなり次第終了）
２

３

場所
道の駅あいづ 湯川・会津坂下内「人のひろば」
（河沼郡湯川村大字佐野目字五丁ノ目７８番地１）
内容
（１）道の駅あいづ内農家レストラン「くうべぇる」料理長、波田野シェフによる会津
産アスパラガスを使った料理の試食（先着２００名程度）
（２）道の駅あいづ特選６次化商品等のプレゼント（先着２００名）

４

主催
福島県会津農林事務所

５

お問い合わせ
会津農林事務所 企画部
電話：0242-29-5369
◎詳しくは別紙イベントチラシ及び下記 HP をご覧下さい！
（福島県会津農林事務所企画部 HP）
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36240a/ita-cam02.html

*****************************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】
*********************************************************************

