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メルマガ宮城・気仙沼 -295-

2018.5.9 宮城県気仙沼地方振興事務所メールマガジン
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
このメールマガジンは，企業活動に役立つ情報を広く企業の方々に
お知らせすることを目的として発行している無料マガジンです。
県の各種制度，説明会，イベントなどに関する情報をいち早くお届け
したいと思いますので，ぜひ御覧ください！情報・御意見・御感想も
お待ちしています！
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―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆「IT 商品開発スタートアップ支援事業補助金」について
―――――――――――――――――――――――――――――――――
県では，地域産業が求める IT 商品の商品化に取り組む IT 関連中小企業
の開発・試用提供等を行う事業に対し助成を行います。

■対象
「県内に本拠を置く中小企業等」が実施する，販売前のソフトウェア商品
の「開発」及び「県内の法人・共同体に試用提供」を行い，「評価・改善」
し，
「商品化」する事業

■補助率
1/2 以内

■補助限度額

200 万円（ただし，重点枠に該当する場合は 300 万円）

■対象経費
補助金要綱で掲げる経費
○ソフトウェア開発費：開発・改良に係る人件費，外部委託費（1/2 以内）
，
技術指導に対する謝金
○試用提供費：試用提供に要するハードウェアのリース費用

等

■募集期限
平成 30 年 6 月 15 日（金）午後 5 時（必着）

■内容・申込方法の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/startup.html

■申込先・お問合せ先
宮城県経済商工観光部新産業振興課
仙台市青葉区本町 3 丁目 8-1
TEL 022-211-2479
FAX 022-211-2729

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆「輝く企業の人財力向上プロジェクト」セミナー開催について
―――――――――――――――――――――――――――――――――
県では，新入社員・若手社員の就業意欲向上や，経営者・人事担当者が
学生や求職者に対し自社の魅力を効果的に伝えるため，セミナーを開催し
ます。

■日時・内容
【新入社員・若手社員向け】（定員：30 名）
平成 30 年 5 月 25 日（金）
仕事のやりがい発見セミナー＆異業種交流会
時間：午後 1 時 30 分から午後 5 時 30 分まで

【経営者・人事担当者等向け】
（定員：30 名）

①

平成 30 年 5 月 25 日（金）

採用力向上セミナー
時間：
（新規高卒者編）午前 9 時から午前 10 時まで
（新規大卒者編）午前 10 時 15 分から午前 11 時 15 分まで
（中途採用編）午前 11 時 30 分から午後 0 時 30 分まで
②

平成 30 年 6 月 15 日（金）

説明会等対策セミナー
時間：午後 1 時 30 分から午後 4 時 30 分まで

■会場
気仙沼合同庁舎 5 階

503 会議室

（気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-6）

■申込方法
下記 URL からお申し込みください。
http://jinzairyoku.jp/

■申込・お問い合わせ先
株式会社コー・ワークス
人財力向上プロジェクト事務局
〒980-0811 仙台市青葉区一番町 1-8-10

京成壱番町ビル 2F

TEL 022-399-7744
FAX 022-399-7396
E-mail info@jinzairyoku.jp
※当事業は，宮城県が株式会社コー・ワークスに委託運営し行っているも
のです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆「2019 年新卒学生向け就職情報サイト掲載支援特別パック」について
―――――――――――――――――――――――――――――――――
県では，新卒採用にチャレンジされる企業様へ，情報掲載から採用まで
支援する特別パックを御用意しました。通常定価より企業様負担額が抑え
られたものとなっておりますので，ぜひ御活用ください。

■特別パックの内容
①マイナビ 2019 への企業情報の掲載
②ターゲット学生への WebDM の発信
③合同企業説明会へのブース出展

■負担額
275,000 円（税別）
※宮城県で実施する平成 30 年度企業情報発信支援事業により，
定価 205 万円を企業様負担 27.5 万円にて御提供

■対象
以下の要件を満たす企業様が対象です。
(1)宮城県内に本社・本店を構える中小企業等で，ものづくり産業に属する企業
(2)新規学卒者を正社員として雇用する予定があり，宮城県内に就業場所を有する企業
(3)過去に有料の民間就職情報サイトを活用したことがない企業

等

■内容・申込方法の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/kigyoujouhou.html

■申込・お問い合わせ先
株式会社マイナビ宮城支社
平成 30 年度企業情報発信支援事業

運営事務局

TEL 022-213-8011
E-mail job-miyagi@mynavi.jp
※当事業は，宮城県が株式会社マイナビ宮城支社に委託運営し行っている
ものです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆「みやぎ移住サポートセンター」
「みやぎ IJU ターン就職支援オフィス」
について
―――――――――――――――――――――――――――――――――
県では，宮城県への移住に関する総合相談窓口として，
「みやぎ移住サ
ポートセンター」を設置しています。また，宮城県外の学生向けの「みや
ぎ IJU ターン就職支援オフィス」を東京・仙台の 2 カ所に設置しています

ので，ぜひ御活用ください。

■みやぎ移住サポートセンター
〒100-0006
東京都千代田区有楽町 2 丁目 10-1
東京交通会館 8 階 ふるさと回帰支援センター内
TEL 090-1559-4714（直通）
03-6273-4401（ふるさと回帰支援センター代表）
午前 10 時から午後 6 時まで（火曜から日曜）
※月曜，祝日，年末年始除く

■みやぎ IJU ターン就職支援オフィス（東京）
〒100-8228
東京都千代田区大手町 2-6-2
パソナグループ

JOB HUB SQUARE

3階

TEL 03-6734-1344
午前 10 時から午後 6 時まで（火曜から土曜）
※日曜，月曜，祝日，年末年始除く

■みやぎ IJU ターン就職支援オフィス（仙台）
〒980-8485
宮城県仙台市青葉区中央 1-2-3
仙台マークワン 18 階
TEL 022-216-5001
午前 9 時から午後 5 時まで（月曜から金曜）
※土曜，日曜，祝日，年末年始除く

―――――――――――――――――――――――――――――――――

【しおかぜ】
４月は少し肌寒く感じた気仙沼も、風が心地良い季節になりました。
気仙沼生活も２年目となり、最近は寿司屋巡りを楽しんでいます。まぐ
ろやウニはもちろんのこと、フカヒレ寿司やメカジキの握りも絶品です。
これからの季節、カツオやホヤ、モウカの星（モウカザメの心臓）も楽し

みです。
是非、家族やお仲間と気仙沼・本吉地域に足を運んでいただき、雄大な
景色と美味しい食べ物を楽しんでください。
（Ｍ．Ｓ）

今号も最後までお読みいただきありがとうございました。
次回のメルマガは，5 月 23 日（水）に発行の予定です。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

～メルマガ宮城・気仙沼～

○上記の情報は全て，配信日現在，当所で把握しているものです。諸事
情により内容が変更・終了しているケースもあり得ますので，必ず詳細
を確認のうえご利用願います。
○内容に関する御意見・御感想があれば，以下のアドレスに送信ください。
また，配信を中止する場合やメールアドレスの変更，新たな申込の場合
も同様に以下のアドレスに送信ください。

宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部
〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-6
TEL 0226-24-2593 FAX 0226-24-8995
E-mail kstssss@pref.miyagi.lg.jp
URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/12.html
スタッフブログ「南三陸＆気仙沼を体感！”来て見て浜ライン”
」
URL http://blog.goo.ne.jp/akazara_boy/

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

