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＜本日のお知らせ＞
◇平成30年度 IoT・AI技術活用支援事業
「IoT・AI活用講習会」開催のご案内
【公募】
■(1)「中小企業等IoT導入検討促進事業」支援対象者募集のお知らせ（香川県）
■(2)「AI技術活用型研究開発支援事業」支援対象企業募集のお知らせ（香川県）
■(3)「香川県直行便就航地域現地調査支援事業補助金」申請受付開始のお知らせ（香川県）
■(4) かがわ中小企業応援ファンド（海外見本市出展支援）平成30年度後期募集
のお知らせ（かがわ産業支援財団）
■(5)「平成29年度産学共同研究開発支援事業」募集のお知らせ（ＳＴＥＰ）
■(6) 各種募集のお知らせ（香川県）再掲
■(7) 平成30年度予算「戦略的基盤技術高度化支援事業」公募のお知らせ（経済産業省）再掲
■(8) 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」
公募のお知らせ（経済産業省、全国中小企業団体中央会）再掲
■(9) 平成30年度予算「商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)」
の公募のお知らせ（四国経済産業局）再掲
■(10) 平成30年度予算「中小企業連携組織対策推進事業(中小企業活路開拓調査
・実現化事業)」公募のお知らせ（中小企業庁）再掲
■(11)「平成30年度 下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金」公募
のお知らせ（中小企業庁、四国経済産業局）再掲
■(12) 平成29年度補正予算「グローバル企業展開・イノベーション促進事業費補
助金(JAPANブランド育成支援事業)」公募のお知らせ（経済産業省）再掲
■(13) 平成30年度予算「ふるさと名物応援事業補助金(JAPANブランド育成支援事業)」
公募のお知らせ（経済産業省）再掲
【セミナー・講習会等】
■(14)「宇宙産業政策パッケージ説明会」開催のお知らせ（経済産業省、内閣府）
-----------------------------------------------------------------------◇平成30年度 IoT・AI技術活用支援事業
「IoT・AI活用講習会」
○日
○場
○申

時：平成３０年４月１７日（火）１３：３０～１６：００
所：香川県産業技術センター ３階 研修室
（高松市郷東町587-1）
込：香川県産業技術センターあて平成３０年４月１３日(金)までに、
E-mail(tada＠itc.pref.kagawa.jp)又はFAX(087-881-0425)で。

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/04/18-04.html#01
■(1)「中小企業等IoT導入検討促進事業」支援対象者募集のお知らせ（香川県）
香川県では、県内中小企業者等の省力化のための設備投資を促進し、製造業
の工場等における生産性向上を図るため、IoT（Internet of Things：モノの
インターネット）の導入に向けた取組み（導入検討／試験導入・運用）を支援
すべく、当該事業の支援対象企業を募集しています。
【補助率・補助上限額】
補助率：１／２以内、補助額：150万円（上限額）
【申請受付期間】
平成３０年４月６日（金）～ ５月２５日（金）必着
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_6/wldfzp180323152733.shtml

■(2)「AI技術活用型研究開発支援事業」支援対象企業募集のお知らせ（香川県）
香川県では、我が国最大級の公的研究機関である国立研究開発法人産業技術
総合研究所(産総研)が有する先端技術を県内企業が活用することにより、技術
革新の高度化・加速化に対応して競争力の強化を図ることができるよう、連携
・協力に関する協定を締結しています。
AI技術の活用により、生産性向上や新産業・新サービスの創出を図ろうとす
る県内中小企業が産総研と連携(共同研究)して技術の高度化や商品開発の進度
を高めようとする取組みを支援すべく、当該事業の支援対象企業を募集してい
ます。
【補助金額等】同一研究テーマでの交付申請は最長2年度間）
補助率：1／2以内、補助額：上限750万円、下限500万円（各年度）
【産業技術センター施設使用料の減免】
補助事業テーマに係る施設使用料のうち 5／10を減免（上限50万円／年）
【募集期間】
平成３０年４月６日（金）～ ５月１８日（金）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_6/wxlpnl180323130428.shtml
■(3)「香川県直行便就航地域現地調査支援事業補助金」申請受付開始のお知らせ（香川県）
香川県では、県内企業による高松空港の直行便就航地域へのビジネス展開を
支援するため、新たに、当該地域への進出や販路開拓を目指す県内中小企業者
等が実施する現地調査等に要する経費の一部を補助します。
直行便就航地域への新たなビジネス展開をご検討中の方は、是非この事業を
ご利用ください。
【補助率・補助金上限額】
補助率：２分の１以内、補助金上限額：50万円
【申請受付期間】
1)現地調査を行う場合（マーケティング調査との双方を行う場合を含む。）
平成30年12月31日まで(当日消印有効)、かつ、調査を行おうとする日の60日前
2)マーケティング調査を行う場合（現地調査との双方を行う場合を除く。）
平成30年12月31日まで(当日消印有効)、かつ、調査を委託しようとする日の30日前
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/wnisnm180406134534.shtml
■(4) かがわ中小企業応援ファンド（海外見本市出展支援）平成30年度後期募集
のお知らせ（かがわ産業支援財団）
(公財)かがわ産業支援財団では、自社製品・技術等の海外での販路や市場の
開拓を目指す中小企業者等に対し、海外で開催される国際見本市・展示会への
出展経費を助成することにより、業務提携や販路開拓を応援する「海外見本市
出展支援」の助成対象者を募集しています。
【助成額】
１件につき１００万円を限度
【募集期間】
平成３０年４月９日（月）～ ５月１８日（金）必着
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/sien/fund/newfund_h30se/fund05.htm
■(5)「平成29年度産学共同研究開発支援事業」募集のお知らせ（ＳＴＥＰ）
ＳＴＥＰ((一財)四国産業・技術振興センター)では、大学・高専および公設
研究機関等の研究者と共同研究開発を実施しようとする四国内に本社または事
業所を持つ中小企業を対象に、研究開発費の支援を行っており、５月７日(月)
から研究開発テーマの募集を行います。
【支援金額】
１件あたり５０万円程度
【募集期間】
平成３０年５月７日（月）～ ７月２７日（金）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.tri-step.or.jp/innovation/develop.html
■(6) 各種募集のお知らせ（香川県）再掲
○「METALEX2018(タイ・バンコク)・Manufacturing Indonesia 2018
(インドネシア・ジャカルタ)」香川県ブース出展企業の募集（５月１８日(金)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/20180328.shtml
○「香川県 新技術・新工法提案商談会 in コマツ」出展企業の募集（４月２５日(水)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/wguedt180312083608.shtml

○「第21回 関西機械要素技術展」香川県ブース出展者の募集（６月８日(金)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/wuhf9y180130112322.shtml
○「中小企業等エネルギー使用合理化設備等導入支援事業」申込受付（４月２５日(水)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_6/wgg2jd180319102615.shtml
○「先端技術活用型研究開発支援事業」支援対象企業の募集（５月１１日(金)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_6/wklna1180315180851.shtml
○「新たな希少糖生産に係る研究開発支援事業費補助金」申請の受付（５月２５日(金)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_6/wohqzo180315103410.shtml
○「糖質バイオ活用支援事業費補助金」申請の受付（５月２５日(金)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_6/wdmoo4180315102540.shtml
○「機能性食品産業強化事業費補助金」申請の受付（５月２５日(金)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_6/w609q5180315104333.shtml
○「健康関連製品開発促進支援事業費補助金」申請の受付（５月２５日(金)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_6/wo7n44180126152247.shtml
■(7) 平成30年度予算「戦略的基盤技術高度化支援事業」公募のお知らせ（経済産業省）再掲
先般、事前予告が行われていました、平成30年度予算「戦略的基盤技術高度
化支援事業」の公募が開始されました。
本事業は、情報処理、精密加工等の12技術分野の向上につながる研究開発、
その試作等の取組を支援することを目的としています。
特に、中小企業・小規模事業者が大学・公設試等の研究機関等と連携して行
う、製品化につながる可能性の高い研究開発及びその成果の販路開拓への取り
組みを一貫して支援しており、その事業の公募を行っています。
【公募期間】
平成３０年３月１６日（金）～ ５月２２日（火）17時必着
【補助事業期間】
2年度又は3年度
【補助金額】
初年度4,500万円以下（補助率：2／3以内）
（大学、公設試等は補助率：定額、1,500万円を上限）
2年目は初年度補助金交付決定額の2／3以内
（うち、定額補助率となる者は1,000万円以内）
3年目は初年度補助金交付決定額の半額以内
（うち、定額補助率となる者は750万円以内）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/180316mono.htm
■(8) 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」
公募のお知らせ（経済産業省、全国中小企業団体中央会）再掲
経済産業省では、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を
構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プ
ロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援
する補助事業の公募を行っています。
【公募期間】
平成３０年２月２８日（水）～４月２７日（金）当日消印有効
【補助率、補助上限額】
1)企業間データ活用型
補助率：２／３以内、補助上限額:1,000万円/者
2)一般型
補助率：１／２以内、補助上限額:1,000万円/者
3)小規模型
補助率：小規模事業者２／３以内、その他１／２以内、補助上限額:500万円
・専門家を活用する場合は補助上限額30万円アップ（(1)～(3)共通）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/chuokai/news/mono/inf_top29.htm
■(9) 平成30年度予算「商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)」
の公募のお知らせ（四国経済産業局）再掲
四国経済産業局では、中小企業者が、産学官で連携し、また異業種分野の事
業者との連携を通じて行う新しいサービスモデルの開発等のうち、地域経済を
支えるサービス産業の競争力強化に資すると認められる取組を支援する事業の
公募を行っています。
【公募期間】
平成３０年３月１６日（金）～ ４月２３日（月）１７時必着
【補助事業期間と補助率等】

・補助事業期間：２年度
・補助金額（上限額）：初年度3,000万円、２年度目は原則、初年度の同額が上限
・補助率：（一般型）補助対象経費の1／2以内
（IoT,AI等先端技術活用型）補助対象経費の2／3以内
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_b5/2_koubo/180316/180316.html
■(10) 平成30年度予算「中小企業連携組織対策推進事業(中小企業活路開拓調査
・実現化事業)」公募のお知らせ（中小企業庁）再掲
中小企業庁では、中小企業連携グループの“一歩その先”を応援する「中小
企業活路開拓調査・実現化事業」の公募を行っています。
本事業は、中小企業単独では解決困難なテーマ（生産性の向上、取引力の強
化、海外展開、既存 事業分野の活力向上、情報化の促進、技術・技能の継承
等）について、中小企業連携グループが改善・解決を図り、新たな活路開拓を
目指すプロジェクトを支援するもので、「全国中小企業団体中央会」が国から
補助を受けて実施するものです。
【補助率】
補助対象経費の6／10以内
【補助金額】
1)中小企業組合等活路開拓事業
Ａ型 上限額20,000千円(下限額1,000千円)
Ｂ型 上限額11,588千円(下限額1,000千円)
展示会等出展・開催事業 上限額5,000千円
2)組合等情報ネットワークシステム等開発事業
Ａ型、Ｂ型（上記(1)中小企業組合等活路開拓事業と同額）
3)連合会(全国組合)等研修事業 上限額2,100千円
【公募期間】
平成３０年１月１０日（水）～６月４日（月）消印有効
（1次締切 2月9日、2次締切 4月9日、3次締切 6月4日）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2018/180110katurokoubo.htm
■(11)「平成30年度 下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金」公募
のお知らせ（中小企業庁、四国経済産業局）再掲
中小企業庁では、取引先の多様化を図り、下請小規模事業者等の振興と経営
の安定に寄与することを目的として、「下請小規模事業者等新分野需要開拓支
援事業」及び「下請中小企業自立化基盤構築事業」の公募を行っています。
【公募期間】
平成３０年２月１６日（金）～４月２６日（木）17時必着
・下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業
【補助率、補助金額】
補助率：補助対象経費の２／３以内、補助金額：500万円以内（下限100万円）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_b5/2_koubo/180216b/180216b.html
・下請中小企業自立化基盤構築事業
【補助率、補助金額】
補助率：補助対象経費の２／３以内、補助金額：2,000万円以内（下限100万円）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_b5/2_koubo/180216/180216.html
■(12) 平成29年度補正予算「グローバル企業展開・イノベーション促進事業費補
助金(JAPANブランド育成支援事業)」公募のお知らせ（経済産業省）再掲
経済産業省では、ＥＵ加盟国への市場獲得を目指す複数の中小企業等が連携
して、優れた素材や技術等を活かし、その魅力をさらに高め、世界に通用する
ブランド力の確立を目指す取組みに要する経費の一部を補助することにより、
地域中小企業の海外販路の拡大を図るとともに、地域経済の活性化及び地域中
小企業の振興に寄与することを目的とする、補助事業の公募を行っています。
【公募期間】
平成３０年３月２７日（火）～ ４月２５日（水）１７時必着
【補助率・補助金額】
1）戦略策定支援事業
補助率：定額、補助金額：200万円以内（下限100万円）
2）ブランド確立支援事業
補助率：１～２年目：補助対象経費の２／３以内、３年目：１／２以内
補助金額：2,000万円以内（下限200万円）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_b5/2_koubo/180320a/180320a.html

■(13) 平成30年度予算「ふるさと名物応援事業補助金(JAPANブランド育成支援事業)」
公募のお知らせ（経済産業省）再掲
経済産業省では、複数の中小企業等が連携して、優れた素材や技術等を活か
し、その魅力をさらに高め、世界に通用するブランド力の確立を目指す取組み
に要する経費の一部を補助することにより、地域中小企業の海外販路の拡大を
図るとともに、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目
的とする、補助事業の公募を行っています。
【公募期間】
平成３０年３月２７日（火）～ ４月２５日（水）１７時必着
【補助率・補助金額】
1）戦略策定支援事業
補助率：定額、補助金額：200万円以内（下限100万円）
2）ブランド確立支援事業
補助率：１～２年目：補助対象経費の２／３以内、３年目：１／２以内
補助金額：2,000万円以内（下限200万円）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_b5/2_koubo/180320b/180320b.html
■(14)「宇宙産業政策パッケージ説明会」開催のお知らせ（経済産業省、内閣府）
近年、技術革新や新規参入企業等を背景に、宇宙由来の様々なデータの質・
量が抜本的に向上しています。こうした宇宙由来のデータは、他の地上データ
と組み合わることで、農業やインフラ管理、金融等の様々な産業分野に対して
ソリューションを提供するビジネスが創出されてきており、地域の課題解決や
産業競争力強化に貢献するものとして期待されています。
経済産業省及び内閣府では、宇宙データの利活用促進に向けて様々な政策を
講じており、また各地域においては、宇宙産業政策の動向や関連政策周知のた
めの説明会を順次開催してます。当地域では高松市にて開催されます。
〇日

時：平成３０年４月２３日（月）１３：３０～１５：００

〇場

所：四国経済産業局６０７会議室
（高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館６階）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_b4/3_event/180329/180329.html
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
平成23年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故により、各国・地域
政府は、日本の食品や工業製品に対する検査など輸入制限を強化しています。
このため、当センターホームページ（http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/）では、
「原発事故に係る輸出品等の対応情報」（各国の輸入制限・規制状況、放射線検査機関、
輸出品の証明書発行などの情報）をとりまとめて掲載していますのでご活用ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■技術情報メーリングリストへの登録
香川県産業技術センターのホームページから登録（変更・停止）依頼できます。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/
このメールは、当センター利用者でご希望のあった方に配信しています。本メールサ
ービスの配信停止をご希望の方は、お手数ですが本メールへその旨ご返信いただきま
すようお願いします。（上記ホームページからも手続きできます。）
【お問合せ先】
香川県産業技術センター 企画情報部門 desk@itc.pref.kagawa.jp
TEL 087-881-3175 FAX 087-881-0425
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

