■相談事業

電源地域からのご相談にお応

■企業誘致支援
電源地域への立地優遇措置の

えします︒地域活性化に取り組

て︑お気軽にご相談ください︒

PRや工業団地情報の提供を行
立地意向調査や企業導入実行計

皆様からのご要望にお応えする

むうえでの問題点︑悩みについ

画調査などを実施します︒

っています︒さらに企業の地方

当財団の永年にわたる流通業界

関する各分野の専門家による現

を解決するために︑地域振興に

電源地域が抱える様々な課題

■専門家派遣事業

shinkou@dengen.or.jp

︻お問い合わせ︼
地域振興部 振興業務課
︵相談事業担当︶
☎０３︲６３７２︲７３０５

センターの窓口です︒

良および販路拡大を支援します︒
とのネットワークを活かし︑地
域の特産品事業者と流通関係者
との面談やテストマーケティン
グの機会をご提供します︒
︻お問い合わせ︼
地域振興部 振興業務課
︵産品支援事業担当︶
☎０３︲６３７２︲７３０５
hanbai@dengen.or.jp

yuuchi@dengen.or.jp

︻お問い合わせ︼
地域振興部 振興調査課
︵企業誘致支援事業担当︶
☎０３︲６３７２︲７３０６

電源地域の特産品の開発・改

■産品支援事業

一般財団法人電源地域振興センターの
平成 年度 主な事業
当センターの平成 年度にお
ける主要な事業をお知らせしま
す︒詳しくは下記各担当までお
問い合わせください︒

■人材育成事業︵研修事業︶
電源地域の担い手づくりをお
手伝いします︒電源地域の長期
的・自立的な振興を担う人材の
育成を目的に︑さまざまな研修
を行います︒電源地域のニーズ
の高いテーマ設定︑経験豊富で
専門的知見・ノウハウを有した
講師陣︑先進事例紹介・グルー

地指導を行います︒
平成28年度
「専門家派遣事業」の講演会風景

プワークなど具体的かつ実践的

地域のうち︑特定地域での企業

情報提供などを行うほか︑電源

支援のための︑企業訪問・調査・

します︒電源地域への企業誘致

電源地域への企業立地を支援

■企業立地支援補助金事業

平成27年度企業誘致支援事業の
「国際物流展」における説明

立地に役立つような補助金の交
付を行います︒
︻お問い合わせ︼
総務企画部 立地審査課
☎０３︲６３７２︲７３０７
r it t i@dengen.or.jp

平成28年度
「専門家派遣事業」

なカリキュラムとなっています︒
平成28年度
「定期開催型 産品相談・商談会」
平成28年度
「地元開催型 産品相談・商談会」
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︻お問い合わせ︼
地域振興部 振興業務課
︵研修事業担当︶
☎０３︲６３７２︲７３０５
平成28年度研修
5「地域ブランド」

kensyuu@dengen.or.jp

平成28年度研修1「協働」

センター掲示板

︻お問い合わせ︼
地域振興部 振興調査課
︵専門家派遣事業担当︶
☎０３︲６３７２︲７３０６

senmon@dengen.or.jp

■調査事業

電源地域が抱える課題を調査・

検討します︒以下のような地域

の活性化につながる各種の調査・

提言などを行い︑電源地域の長

期的・自立的発展を支援します︒

●計画策定調査

発電所立地等による経済的・

財政的メリットを生かし︑総合

的・広域的な視点から地域振興

計画の策定支援を行います︒

電源地域の物産・自然・文化

●特産品ブランド形成調査

資源などを最大限に活用した特

産品開発や観光振興などによる

地域振興に向け︑現状分析を踏

まえ︑先行事例調査・開発企画・

流通チャンネルの検討・必要な

組織体制づくりなどについて調

査するとともに︑事業化に向け

た具体的な提言を行います︒

電源地域の地域振興に寄与す

●その他地域振興に関する調査

るための各種調査を行います︒

︻お問い合わせ︼
地域振興部 振興調査課
☎０３︲６３７２︲７３０６

chousa@dengen.or.jp
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■平成29年度 研修一覧
No.

テ

ー

マ

自治体職員が求められる能力を学ぶ
1

時
〜効果的な施策・事業づくり〜

期

日数 定員

研修場所

参加費

平成29年11月30日
（木）
（一財）
電源地域
2日 20名
20,000円
〜12月1日
（金）
振興センター

自治体職員は、
地域の課題把握や効果的な施策の実施が求められています。
データ分析やワークショップなどを用いて、
「真の課題の発見」
「
、適切な成果目標の
設定」
「
、周りの巻き込み方」
などを体感的に学びます。

協働の考え方・つくり方

2

〜新しい地域づくり・新役所改革〜

平成29年7月27日
（木）
（一財）
電源地域
2日 20名
20,000円
〜28日
（金）
振興センター

協働を進める上で必要な協働の概念と基礎から学びます。また、協働の事例として若者のまちづくりへの参画について考えます。

企業誘致による地域活性化策を学ぶ

3

平成29年10月26日
（木）
2日 50名
〜27日
（金）

HSB鐵砲洲

20,000円

企業誘致の推進に向けた産業動向や関連政策、実務啓発、誘致事例について学びます。

平成29年10月19日
（木）
（一財）
電源地域
2日 10名
20,000円
〜20日
（金）
振興センター

原子力発電所の廃炉を学ぶ
4

廃止措置の概要と現在の状況、
安全性や今後の展望などについて学びます。
※東海発電所見学あり。
研修場所-見学施設間の交通費は別途ご負担いただきます。

地域資源を活用した地域ブランド作りと販売戦略を学ぶ

5

平成29年11月〔予定〕 2日 20名

（一財）
電源地域
20,000円
振興センター

平成30年1月〔予定〕 2日 20名

（一財）
電源地域
20,000円
振興センター

平成30年2月〔予定〕 2日 20名

（一財）
電源地域
20,000円
振興センター

地域資源の見つけ方や地域ブランドへの育て方、そして、販売するまでを学びます。

成長する農業と6次産業化のヒントを学ぶ

6

農業を成長産業とするヒントや６次産業化を成功させるポイントなどを学びます。

７

地域住民が主体となる地域運営と小さな拠点づくりを学ぶ

集落地域の人や資源・活動をつなぎ、暮らしの安心と未来の希望を育む小さな拠点づくりを学びます。

■産品支援事業
流通関係者をアドバイザーとして招聘し、地域特産品の開発・改良および販路拡大についての具体的なアドバイスを受けることができる、
年1回開催する産品相談・商談会です。
開催時期 平成29年7月21日（金）

定期開催型

実施場所 東京（当センター会議室）

産品相談・商談会

実施形態 事前スケジュールに基づいた1対1の個別面談（1面談30分程度）
ポイント

1回のご参加で多くのバイヤーと個別に面談することができ、効率的に商品をアピールすることができます。
また、継続的なご参加により、常設・催事出店等の効果が現れています。

皆様の地元で実施できるオーダーメイド型の産品相談・商談会です。ご希望のアドバイザーを派遣して面談を行います。また、面談の他にも
アドバイザーによる講演会や製造のこだわりをアドバイザーに体感してもらうための製造現場視察などを組み合わせることも可能です。

地元開催型

実施時期 応募市町村の希望時期
実施場所 応募市町村の希望会場
ポイント

地元で実施することで、参加者の時間的・費用的負担が軽減されます。また、現地訪問によりバイヤーの地域への認知度が向上し、
実施後もバイヤーと相談・商談しやすい関係の継続が期待できます。

事業者の方のご都合に合わせ、バイヤー等との面談を個別にセッティングいたします。
首都圏への上京に機会に合わせ、百貨店等のバイヤーとの個別面談の機会を設けます。

随時型

随時面談

代行面談

ポイント

出張等のご都合に合わせて面談をセッティングいたしますので、出張の合間等に効率よく相談や商談をすることがで
きます。

事業者に代わって当センター職員が百貨店等のバイヤーとの面談を行い、そのアドバイスをフィードバックします。
ポイント 時間的・費用的負担の軽減とともに、お好きな時に商品アドバイスを受けることができます。

産品実践販売

普段はなかなかできない百貨店や総合スーパーの催事場への出店機会を提供いたします。
実施場所 大都市圏の百貨店や総合スーパー等の食品催事場

一般型

実施形態 食品催事場での対面販売
ポイント

商品の評価を消費者から直に聞き、開発・改良のヒントを得ることができます。また、商品に合った陳列や接客の仕方等の販売方
法について、実施店の催事担当者からアドバイスを受けることができます。

重要電源地域限定で、商工会など長期間の参加が難しい団体に最適です。

短期型

実施場所 首都圏の商店街等との協議の上決定します。
実施形態 2日間程度の日数から可能です。
ポイント 短期間でもテストマーケティングができ、開発・改良のヒントを得ることができます。
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