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Nagaoka Activation Zone of Energy  NPO法人長岡産業活性化協会ＮＡＺＥ

   ☆★☆ ＮＡＺＥメール（2015.04.15 №470号） ☆★☆

    ＝  ＮＡＺＥはおかげさまで設立１０周年を迎えました。＝     
           
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
・このメールは、ＮＰＯ法人長岡産業活性化協会ＮＡＺＥの会員の皆様、
  配信申込をいただいた皆様、ＮＡＺＥスタッフが名刺交換をさせて
 いただいた皆様に各種情報をお知らせするメールです。

― ▼ ＩＮＤＥＸ ▼  ―――――――――――――――――――――――
 
  01：ＮＡＺＥからのお知らせ
   【(1)NAZE事務局の交代について！】
   【(2)平成２７年度 第１回通常総会について！】
 
  02：ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
   【㈱大原鉄工所】
   【NAZE 小西会長  〔㈱小西鍍金〕】
   【長岡ものづくりネットワーク 柴木代表〔㈱アルモ〕】
   【㈱丸栄機械製作所】

 03：今話題の「各種補助金・融資制度」をご紹介！

 04：支援機関等からの情報提供  
   【(1)(公財)にいがた産業創造機構からのお知らせ！】
   【(2)長岡商工会議所からのお知らせ！】
   【(3)長岡技術科学大学からのお知らせ！】

 05：ＮＡＺＥ：今後の主な行事・会議予定

--------------------------------------------------------------------
01.ＮＡＺＥからのお知らせ
  (1)NAZE事務局の交代について
--------------------------------------------------------------------
・これまで事務局長を務めてきた安藤明彦が長岡商工会議所に戻り、新たに
 渡貫大介がアシスタントマネージャーとして着任しました。
 事務局長には、山田哲也(前事務局次長)が就任しました。

--------------------------------------------------------------------
  (2)平成27年度 第1回通常総会について
--------------------------------------------------------------------
・平成27年度 第1回通常総会を5月28日(木)ホテルニューオータニ長岡で
 開催します。(時間等、正式な開催案内については、会員の皆様には、
 改めてお知らせします。)
   
・また、当日は交流会も開催いたしますので、あらかじめスケジュールの
 確保・調整をお願いします。

--------------------------------------------------------------------
02.ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
--------------------------------------------------------------------
 ■【㈱大原鉄工所】PFIで下水ガス発電
    〔平成２７年 ４月 １日（水）新潟日報： ８面〕

 ■【NAZE小西会長】NAZE 製造技術の発信 後押し
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    〔平成２７年 ４月 ２日（木）読売新聞：３０面〕

  ■【長岡ものづくりネットワーク柴木代表】機械･部品の技術力 発信
    〔平成２７年 ４月 ７日（火）日刊工新聞：２２面〕

 ■【㈱丸栄機械製作所①】モノづくり啓発、本社工場を開放
    〔平成２７年 ４月 ８日（水）日刊工業新聞：６面〕

 ■【㈱丸栄機械製作所②】展示会、見栄えも重視
    〔平成２７年 ４月１０日（金）日刊工業新聞：７面〕

-------------------------------------------------------------------
03.今話題の「各種補助金・融資制度」をご紹介！（国・県・市・会議所）
  (1)国の補助金・融資制度
-------------------------------------------------------------------
  ①【地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金】
     ≪最新モデルの省エネ機器等の導入支援（Ａ類型）≫
    ・省エネ性能の向上が確認できる機器等の導入を支援。
    ・補助率 1/2以内（中小企業・小規模事業者）
    ・補助対象経費下限 １００万円（中小企業・小規模事業者）
    ・募集締切 12/11(金)１６:００まで(必着)
    ・詳細 https://sii.or.jp/category_a_26r/

  ②【ものづくり補助金】
    ・革新的な設備投資やサービス開発・試作品の開発を支援
    ・補助率 
     1.革新的なサービスの創出（補助率 2/3）
      （1）一般型  補助上限額:1,000万円
      （2）コンパクト型 補助上限額:700万円
     2.ものづくりの革新（補助率 2/3） 補助上限額:1,000万円
     3.共同した設備投資等による事業革新（補助率 2/3）
      補助上限額：共同体で5,000万円（500万円/社）
    ・募集締切 5/8(金)までまで
    ・詳細 http://www.chuokai-niigata.or.jp/mono/h26/index.html

  ③【小規模事業者持続化補助金】
    ・商工会・商工会議所と一体となって作成する持続的な経営に
     向けた経営計画に基づく販路開拓を支援。(小規模事業者のみ）
    ・補助率 2/3（限度額５０万円）
    ・募集締切 5/27(水)まで （※2次締切）
    ・詳細 http://h26.jizokukahojokin.info/

-------------------------------------------------------------------
  (2)新潟県の補助金・融資制度〔(公財)にいがた産業創造機構〕
-------------------------------------------------------------------
   平成27年度の新潟県の補助金情報について、下記ホームページに
   要項等が掲載されておりますので、ご活用ください。
   詳細 http://www2.nico.or.jp/shien/hojokin/

   ①【中小企業第二創業等促進事業補助金（随時）】
 
   ②【産業高付加価値化設備投資緊急促進事業（H28/1/29まで）】
        (「マイナス金利」制度)
   
------------------------------------------------------------------- 
  (3)長岡市の補助金・融資制度
-------------------------------------------------------------------
   平成27年度の長岡市の補助金情報について、下記ホームページに
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   要項等が掲載されておりますので、ご活用ください。
   詳細 http://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate03/hojyokin/h27-shienjigyo.html

  ≪技術の高度化・新製品開発≫
   ①【モノづくり未来支援補助金】(5/11まで）

   ②【3大学1高専ワンポイント活用事業補助金】（5/11まで）

   ③【新エネルギー開発支援補助金】（5/11まで）
     ・長岡ブランド発電装置開発支援補助金
      ・新エネルギー・省エネルギー技術開発補助金
   
   ④【新技術・新製品開発資金融資】（随時）

   ⑤【産学金連携研究開発補助金】（6/30まで）

  ≪設備の導入≫
   ①【ものづくり未来支援補助金[設備投資支援]】(5/11まで）

   ②【設備資金融資】(5/11まで）

  ≪創業者支援・ベンチャー育成≫
   ①【ものづくり未来支援補助金[ベンチャー開発支援]】(5/11まで）

   ②【ものづくり起業者事業所賃料等補助金】(5/11まで）

  【受注促進・販路開拓】
   ①【ものづくり未来支援補助金[ブランド化支援]】(5/11まで）

   ②【見本市出展等支援補助金】(随時募集、予算額を超え次第 終了）

   ③【国際規格等認証取得支援補助金】（5/11まで）

-------------------------------------------------------------------    
  (4)長岡商工会議所の補助金・融資制度
-------------------------------------------------------------------
   ①【平成27年度 ビジネスサポート事業】
         ・販路開拓やサービスの向上対策など、事業所の売上拡大につ
      ながる取り組みに対し、事業費の助成と経営指導員のサポ―
      トが受けられます。（※長岡商工会議所の会員企業限定）
     ・補助率 2／3（上限10万円）
     ・募集締切 随時募集、予算額を超え次第 終了
         ・詳細 http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/510/

   ②【マル経融資】
     ・小規模事業者が商工会議所の経営指導を受けて経営を改善し、
      事業の発展を 図るために必要な資金を、商工会議所の推薦に
      基づき、日本政策金融公庫より無担保･無保証人･低利融資
      するもの。
     ・融資限度額 2,000万円
     ・融資期間 〔運転資金：7年以内〕〔設備資金：10年以内〕
     ・金利 年1.25％（4/15現在）
     ・詳細 http://www.nagaokacci.or.jp/management/funds/financing/#anchor01 

--------------------------------------------------------------------    
04.支援機関等からの情報提供 
  (1)(公財)にいがた産業創造機構からのお知らせ！  
  「長岡モノづくりアカデミー 受講者募集（基礎コース･専門コース）」
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--------------------------------------------------------------------
・機械関連企業で働く開発・設計の技術者で更なるスキル向上を目指す方を
 対象とした「長岡モノづくりアカデミー」を開催いたします。
 ぜひ、貴社の社員育成の一助にご活用ください。

 ≪基礎コース≫
 【対 象 者】機械関連企業で働く設計の初心者
 【受講期間】７月１日(水)～８月２６日(水） ※４５時間
 【申込期限】５月２９日(金）まで
 【定  員】２０名
 【受 講 料】３５，０００円
 【会  場】NICOテクノプラザ
 【詳  細】http://www.n-phoenix.jp/
 
 ≪専門コース≫
 【対 象 者】機械関連企業で働く開発・設計の技術者
 【受講期間】６月１８日(木)～１０月９日(金） ※４３.５時間
 【申込期限】５月２０日(水）まで
 【定  員】２０名
 【受 講 料】４０，０００円
 【会  場】NICOテクノプラザ、新潟県工業技術総合研究所
 【詳  細】http://www.n-phoenix.jp/

--------------------------------------------------------------------    
  (2)長岡商工会議所からのお知らせ！
  ①「新入社員・若手社員ビジネス研修」のご案内
--------------------------------------------------------------------
・新入社員と入社３年目までの若手社員を対象に、接客・電話応対から、
 仕事の段取りや社会人としての心構えなど、グループワークを主体とした
 実践的な内容により、基礎的なスキルを学ぶ機会として開催します。
 多くの皆様からのご参加をお待ちしております。

 【日  時】平成２７年５月２２日（金）１０時 ～１６時
 【会  場】リバーサイド千秋 ２F フェニックスホール
 【定  員】３０名
 【受 講 料】会員 １名／5,000円（非会員 １名／10,000円）
 【講    師】 ㈱モアクリエイション 専任コンサルタント 近藤 美和 氏
  【お申込み】長岡商工会議所 経営支援係
        TEL:32-4500、E-mail  keiei@nagaokacci.or.jp
--------------------------------------------------------------------     
  ②「平成27年度 専門相談」のご案内
-------------------------------------------------------------------- 
・弁護士や税理士、中葉企業診断士などの専門家が無料で相談にお答えし
 ます。お気軽にご相談下さい。

 【詳  細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/538/

--------------------------------------------------------------------
  (3)長岡技術科学大学からのお知らせ！
  「第4回 国際技学カンファレンスin長岡
        プレイベント ～海外展開交流サロン～」
--------------------------------------------------------------------
・第4回を迎える「国際技学カンファレンス in 長岡」（IGCN2015）が
 6月20日（土）と21日（日）の両日、長岡技術科学大学を会場として開催
 されます。この会議には世界十数カ国から多数の参加者が見込まれます。
 この機会に、会議前日の6月19日(金)プレイベント『海外展開交流サロン』
 （Pre-Event “Go Overseas” Salon）を開催します。
 皆様ふるってご参加いただきますようお願いします。
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 【開 催 日】６月 １９日（金） 午後１時～午後５時
 【会   場】長岡商工会議所 ２階大ホール
 【言   語】日本語
 【参 加 費】無 料
 【詳   細】http://www.nagaokaut.ac.jp/j/news/igcn_news150323.html

-------------------------------------------------------------------- 
05.ＮＡＺＥ：今後の主な行事・会議予定       
◇ ４月２１日（火）17:30 技術部会①   ＮＩＣＯテクノプラザ
◇ ４月２２日（水）17:00 広報部会①   ＮＩＣＯテクノプラザ
◇ ４月２４日（金）17:30 交流部会①   ＮＩＣＯテクノプラザ 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
ご意見・ご要望・ご感想・ご紹介したい内容等をお寄せください。
 ☆★☆会員募集中です！ お問い合わせは事務局までお願いします☆★☆
 ＮＰＯ法人長岡産業活性化協会ＮＡＺＥ
 〒940-2127 長岡市新産4-1-9NICOテクノプラザ内 http://www.naze.biz
      TEL:0258-42-8700 FAX:0258-42-8701 E-mail:info@naze.biz
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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