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2019.3.20 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！

◆◇ 目次 ◇◆

【1】平成 31 年度「みやぎ中小企業チャレンジ応援基金事業」募集について
（予告）
【2】生産性・品質改善「ロボットセミナー」について
【3】
「AI、ロボット、IoT を社会に活かす」
「変なホテル」の立役者が語る”イノベーションの創造”講演会について

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆平成 31 年度「みやぎ中小企業チャレンジ応援基金事業」募集について
（予告）
―――――――――――――――――――――――――――――――――
（公財）みやぎ産業振興機構では，宮城県及び株式会社七十七銀行と連
携し，地域資源等の活用により新商品等の開発を行う方を支援するため，
当該開発に係る事業計画を募集し，優れた案件と認められるものに対して
事業経費の一部を助成します。事業承継を伴い開発を行う方は優先して助
成します。

■募集期間
平成 31 年 4 月上旬～下旬
（募集状況によっては追加募集を行うことがあります）
※詳しくはみやぎ産業振興機構ホームページにてお知らせします。

■概要
○助成対象者
（1）宮城県内において助成金の募集開始日以降 6 ヶ月以内に創業を行う者
（2）宮城県内に主たる事業所等を有する中小企業者及び中小企業者のグループ
（3）宮城県内に主たる事業所等を有する NPO 法人等
○助成対象経費
（1）研究開発に伴う専門家謝金及び旅費、研究材料費
（2）研究開発に係る費用（原材料費、試作用器具・備品費、外注費等）
（3）デザイン開発や FS 調査等の委託費等
（4）展示会出展諸費用等
○助成金額：1 件当たり上限「200 万円」以内
※消費税は含みません
○助成率

：助成対象経費の１/2 以内

○助成期間：助成金交付決定の日から平成 32 年 2 月 10 日まで
○助成件数：20 件程度

■募集説明会
募集にかかる説明会を下記の日程で開催いたします。
申請を予定される方はご参加をお願いします。
○大河原会場（宮城県大河原合同庁舎）

平成 31 年 4 月 4 日（木）

○気仙沼会場（宮城県気仙沼合同庁舎）

平成 31 年 4 月 8 日（月）

○仙台会場

（宮城県商工振興センター）平成 31 年 4 月 10 日（水）

○石巻会場

（宮城県石巻合同庁舎）

平成 31 年 4 月 11 日（木）

※開催時間は 全日程とも 13：30～15：00

■内容及び説明会等の詳細につきましては，以下のホームページをご覧ください。
https://www.joho-miyagi.or.jp/ouen

■お問い合わせ
公益財団法人みやぎ産業振興機構 事業支援課
仙台市青葉区上杉 1-14-2
TEL 022-225-6697
FAX 022-263-6923
Email

soudan@joho-miyagi.or.jp

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆生産性・品質改善「ロボットセミナー」について
―――――――――――――――――――――――――――――――――
みやぎ高度電子機械産業振興協議会では，生産性・品質改善に向けた取
り組みのひとつとして「ロボット導入支援」をテーマにセミナーを開催し
ます。

■日時
平成 31 年 3 月 28 日（木）
午後 2 時から午後 4 時 10 分まで

■場所
ホテルレオパレス仙台

地下 1 階

イベントホール

■定員
50 名程度

■内容
第1部

午後 2 時から午後 3 時まで

「（仮）協働ロボットがもたらす

新しいものづくりの現場」

川崎重工業（株）ロボットビジネスセンター
営業企画部

第2部

部長 真田

知典 氏

午後 3 時 10 分から午後 4 時 10 分まで

「（仮）システムインテグレータの役割について」
ＦＡ・ロボットシステムインテグレータ協会
事務局

研究員

高本

治明

■参加費
無料

■締切
平成 31 年 3 月 25 日（月）

■申込先・お問い合せ先

氏

宮城県経済商工観光部
新産業振興課（担当：遊佐）
TEL

022-211-2715

FAX

022-211-2729

E-mail

shinsank@pref.miyagi.lg.jp

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆「AI、ロボット、IoT を社会に活かす」
「変なホテル」の立役者が語る”イノベーションの創造”講演会について
―――――――――――――――――――――――――――――――――
「変なホテル」の立役者から，効率性・生産性という側面から注目され
る AI やロボットが人にどのような可能性をもたらすのか，人とロボット
が補い合うロボット社会の可能性についてご講演いただきます。

■日時
平成 31 年 4 月 12 日（金）
午後 1 時 30 分から午後 3 時まで（受付開始 午後 1 時）

■会場
七十七銀行本店 4 階 大会議室
仙台市青葉区中央 3-3-20
※お車でお越しの際、タイショ―パーキングをご利用の場合は，会場で 2
時間無料券をお渡しいたします。台数に限りがございますのでご承知おき
ください。なお，七十七銀行の駐車場はご利用になれませんのでご協力お
願いいたします。

■対象者
どなたでもご参加いただけます

■定員
200 名

■参加費
無料

■内容・申込方法等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.77bsf.or.jp

■講師
株式会社 hapi-robo st

代表取締役社長

ハウステンボス株式会社取締役 CTO 富田 直美 氏

■締切
平成 31 年 4 月 5 日（金）
（定員になり次第締め切らせていただきます）

■お問い合わせ
公益財団法人七十七ビジネス振興財団
仙台市青葉区中央 3-3-20
TEL

022-211-9787

FAX

022-267-5304

E-mail

staff@77bsf.or.jp

―――――――――――――――――――――――――――――――――

【しおかぜ】
新合庁開庁から，大川の堤防を経由しての通勤が１年半となりました。
今年も 10 月には，鮭が遡上し，冬には渡り鳥が飛来し，いつもの光景
を眺めながらの通勤でしたが，今年の冬は雪も含めて降水が少なかったよ
うで，昨年と較べると水位もずーっと低いままでした。
休日，事務所の若者に混ぜてもらって，何箇所かのスキー場に滑りに行
ってきましたが，どのスキー場も雪が少ない感じでした。
温暖化の影響なのか，夏の渇水を心配する今日この頃です。
（Ｓ・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，4 月 17 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/

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

