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2019.7.3 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ま
すので，ぜひ御覧ください！
また，皆さまからの情報・御意見・御感想もお待ちしています！

◆◇ 目次 ◇◆

【1】
「バイヤー向け食品ガイドブック」掲載商品の募集について
【2】6 次産業化セミナーの開催について
【3】企業 BCP セミナーについて
【4】
「「新しい東北」復興ビジネスコンテスト 2019」募集について

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆「バイヤー向け食品ガイドブック」掲載商品の募集について
―――――――――――――――――――――――――――――――――
県産加工品及び農林水産物を掲載した商品ガイドブックへの掲載商品を
募集します。作製したガイドブックは，首都圏を中心とする卸・小売・飲
食店等のバイヤー約 9,000 人に直接配布されます。

■対象商品
宮城県内で「製造された加工品」または「生産された農林水産物」

■ガイドブックの概要
サイズ等：A4 判フルカラー，80 ページ程度
発行部数：12,000 部程度
発行日：令和元年 10 月（予定）

■掲載料

1 商品（1/3 ページ）当たり 3,000 円（税別）
1 事業者につき 3 点まで

■申込締切
令和元年 7 月 31 日（水）

■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。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokushin/2019guide.html

■お申込み・お問い合わせ
宮城県農政部食産業振興課
（担当：菅原）
TEL 022-211-2812

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆6 次産業化セミナーの開催について
―――――――――――――――――――――――――――――――――
6 次産業化に取り組んでいる，またはこれから取り組もうとしている農
林漁業者を対象に，6 次産業化に取り組む上で役立つセミナー及び個別相
談会を開催します。

■日程・会場
○大崎会場（宮城県大崎合同庁舎）
令和元年 7 月 17 日（水）
午後 1 時 30 分から午後 4 時 30 分まで

○石巻会場（宮城県石巻合同庁舎）
令和元年 7 月 18 日（木）
午後 1 時 30 分から午後 4 時 30 分まで

○大河原会場（宮城県大河原合同庁舎）
令和元年 7 月 19 日（金）
午後 1 時 30 分から午後 4 時 30 分まで

■内容
第 1 部（セミナー）
・宮城県 6 次産業化サポートセンターのご案内
・「6 次産業化を進めるためのヒント」

第 2 部（個別相談会）
希望者のみ，各回限定 3 組

■申込締切
令和元年 7 月 10 日（水）

■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://miyagi-6jika.jp/1907_6jikaseminar/

■お申込み・お問い合わせ
宮城県 6 次産業化サポートセンター
（株式会社東北農都共生総合研究所内）
（担当：佐藤・高橋）
TEL 022-796-1139
※本事業は宮城県農山漁村なりわい課の委託を受けて，株式会社東北農都
共生総合研究所が行うものです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆企業 BCP セミナーについて
―――――――――――――――――――――――――――――――――
県は，県内企業の皆様を対象とした BCP（Business Continuity Plan：
事業継続計画）セミナーを開催します。
BCP の策定：運用は，緊急事態に遭った場合「企業が生き抜くための準
備」として有効です。

■日時／場所
〇仙台会場
令和元年 8 月 2 日（金）
午後 1 時 30 分から午後 4 時まで

宮城県庁行政庁舎 1 階

みやぎ広報室

（仙台市青葉区本町 3-8-1）

〇大崎会場
令和元年 8 月 5 日（月）
午後 1 時 30 分から午後 4 時まで
大崎合同庁舎 5 階

501 会議室

（大崎市古川旭四丁目 1-1）

■参加費
無料

■定員／締切
〇仙台会場
70 名 令和元年 7 月 26 日（金）
〇大崎会場
40 名 令和元年 7 月 29 日（月）
※両日とも要事前申込、先着順

■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。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/bcp-seminar2019.html
※「申込書」様式により，E メール又は FAX でお申込みください。

■お問い合わせ
宮城県経済商工観光部 中小企業支援室
経営支援班
仙台市青葉区本町 3-8-1
TEL

022-211-2742

FAX

022-211-2749

E-mail

chukisik@pref.miyagi.lg.jp

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆「
「新しい東北」復興ビジネスコンテスト 2019」募集について
―――――――――――――――――――――――――――――――――
東日本大震災の被災地における産業の復興や地域振興に資する取組やそ

の計画を募集します。
併せて，学生の皆様からのビジネスアイデアも募集します。

■応募いただける方
どなたでもご応募いただけます。
学生でも既に事業化しているもの，事業に着手しているものについては，
一般部門に御応募ください。

■募集分野
東日本大震災の被災地における地域産業の復興，地域振興に資する実施段
階の「事業」または計画段階の「事業計画」を募集します。
(1)農林水産業（加工業を含む）
(2)製造業（食品加工業を除く）
(3)商業・観光・サービス業等
(4)その他（エネルギー，ソーシャルビジネス，住まい・暮らし等）

■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。
https://www.newtohoku.org/bcontest/

■締切
令和元年 8 月 2 日（金）

■お問い合わせ
復興庁委託事業
みずほ総合研究所株式会社
東京都千代田区内幸町 1-2-1
TEL

03-3591-8736

FAX

03-3591-8777

E-mail

nt-bcontest@mizuho-ri.co.jp

―――――――――――――――――――――――――――――――――

【しおかぜ】
先日，仙台近郊在住の家族と車で気仙沼観光に訪れました。到着しての

第一声は「早かったね」
。２時間で到着したことに驚いていました。
徳仙丈山の満開のツツジ，まぐろ丼を堪能し，
「気仙沼市東日本大震災遺
構・伝承館」を見学しましたが，私にとって今回の穴場は，岩井崎東側の
海辺でした。防潮堤から降りると砂利と岩場が入り組んだ所で，家族連れ
の子どもたちがヤドカリや小魚を見つけて嬉しそうにしていました。安心
して海に触れることができる数少ない場所の一つだと思います。
（Ｋ．Ｍ）

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，７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・御感想がありましたら，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/

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

