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＜本日のお知らせ＞
【香川県からのお知らせ】
◇「かがわエネルギー産業フォーラム総会・勉強会」を開催します！
◇ 平成30年工業統計調査を、本年6月1日現在で実施します！
～製造業の事業所の皆様 ご回答をお願いします～
【公募】
■(1) フランス・パリにおける香川県産品の試験販売事業者募集のお知らせ（香川県）
■(2)「かがわ農商工連携ファンド」平成30年度事業の追加募集開始のお知らせ
（かがわ産業支援財団）
■(3) 平成29年度補正予算「事業承継補助金（後継者承継支援型～経営者交代タ
イプ～）」公募のお知らせ（経済産業省）
■(4)「平成30年度発明研究奨励金交付申請」受付のお知らせ（日本発明振興協会）
■(5) 各種募集のお知らせ（香川県）再掲
■(6) 各種募集のお知らせ（経済産業省）再掲
■(7) 各種募集のお知らせ（かがわ産業支援財団）再掲
■(8)「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）再掲
■(9)「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP) 企業主導フェーズ
NexTEP-Aタイプ」平成30年度募集のお知らせ（科学技術振興機構）再掲
■(10)「第８回ロボット大賞」応募受付開始のお知らせ
（経済産業省、日本機械工業連合会ほか５省）再掲
■(11)「グッドカンパニー大賞」候補企業推薦受付のお知らせ（中小企業研究センター）再掲
【セミナー・講習会等】
■(12)「EMC研究会」開催のお知らせ（かがわEMC技術研究会）
■(13)「食品産業生産性向上フォーラム in 高松」開催のお知らせ（農林水産省）再掲
■(14) 省エネ法に基づく「定期報告書の書き方講習会」及び温対法に基づく
「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度説明会」合同開催のお知らせ
（四国経済産業局、環境省）再掲
-----------------------------------------------------------------------【香川県からのお知らせ】
◇「かがわエネルギー産業フォーラム総会・勉強会」を開催します！
香川県では、香川県産業成長戦略において成長のエンジンとなるエネルギー
関連分野の産業を育成し、技術開発支援を目的とする「かがわエネルギー産業
フォーラム」を設立し、セミナー等を開催しています。
このたび、エネルギー産業に関するさまざまな情報発信を行い、企業の取組
の拡大につながるよう、平成30年度のフォーラム総会にあわせて勉強会を開催
します。
エネルギー分野に関連した企業や研究機関のほか、これからの進出を考えて
いる方は、是非御参加ください！
〇日
〇場

時：平成３０年５月３１日（木）１４：００～１６：３０
所：ホテルパールガーデン １階 玉藻
（高松市福岡町2－2－1）

※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_3/w3xg9x170502175214.shtml
◇ 平成30年工業統計調査を、本年6月1日現在で実施します！
～製造業の事業所の皆様 ご回答をお願いします～

工業統計調査は、従業者4人以上の製造業を営む事業所を対象に、昨年1年間
の製造活動の現況を調査する、統計法に基づく基幹統計調査です。
この調査の結果は、我が国工業の実態把握や産業構造の分析など、施策の基
礎資料や、企業、大学などの研究資料として活用されます。
調査員が5月中旬頃お伺いしますので、お忙しいところお手数ですが、調査の
必要性をご理解いただき、ご回答くださいますようお願い申し上げます。
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/toukei/oshirase/30kogyo_oshirase.shtml
■(1) フランス・パリにおける香川県産品の試験販売事業者募集のお知らせ（香川県）
(一財)かがわ県産品振興機構では、パリで1974年から続く老舗の日本食材店
の「京子食品」(KIOKO)と連携して、香川県産品の試験販売を行います。
KIOKOは、吉川商事株式会社(神奈川県横浜市)の海外現地法人SOCIETE KIOKO
の直営店舗です。（http://www.kioko.fr/jp/）
フランス･パリにおいてテストマーケティングを実施できる良い機会ですので、
ぜひご応募ください。
【試験販売場所】
KIOKO（パリ）46 rue des Petits Champs 75002 Paris
【試験販売期間】
約１カ月間（平成30年11月～12月頃）
【応募締切】
平成３０年６月１５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/dir5/dir5_3/dir5_3_1/w1ep5r180507103244.shtml
■(2)「かがわ農商工連携ファンド」平成30年度事業の追加募集開始のお知らせ
（かがわ産業支援財団）
(公財)かがわ産業支援財団では、平成21年度に造成した「かがわ農商工連携
ファンド」を活用して、県内の中小企業者と農林漁業者が連携し、互いの経営
資源を生かして取り組む商品開発等を支援しています。
この事業では、香川県の様々な特産品を生かした新商品づくりをはじめ、農
商工連携事業で開発した商品の販路開拓も支援します。
この度、新商品等開発支援事業、販売力強化・ブランド化支援事業の追加募
集を開始します。
【支援メニュー】
①新商品等開発支援事業
助成率 2/3以内、限度額 20万円以上400万円以下、
助成期間 最長 1年4カ月
②販売力強化・ブランド化支援事業
助成率 2/3以内、限度額 20万円以上100万円以下、
助成期間 最長１ヶ年
【募集期間】
平成３０年５月１５日（火）～ ７月２４日（火）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/nousyokou_fund/
■(3) 平成29年度補正予算「事業承継補助金（後継者承継支援型～経営者交代タ
イプ～）」公募のお知らせ（経済産業省）
経済産業省では、事業承継(事業再編、事業統合を除く。)を契機として経営
革新等や事業転換を行う中小企業者に対して、その新たな取組に要する経費の
一部を補助する、事業承継補助金（後継者承継支援型～経営者交代タイプ～）
の公募を行っています。
【公募期間】
平成３０年４月２７日（金）～ ６月８日（金）当日消印有効（電子申請:締切）
【公募説明会】
日 時：平成３０年５月１７日（木）14：00～16：00
場 所：レクザムホール 小ホール棟 4階 大会議室
（高松市玉藻町9-10）
※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/180509/180509.html
■(4)「平成30年度発明研究奨励金交付申請」受付のお知らせ（日本発明振興協会）
(公財)日本発明振興協会では、科学技術の振興、産業の発展に資する中小企
業及び発明研究者の発明考案の実施化を援助しており、この度、発明研究奨励
金の交付申請の受付を行っています。
【交付金額】
原則として１件あたり１００万円を限度とします。
【募集期間】

平成３０年５月１日（火）～ ７月３１日（火）必着
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.jsai.org/
■(5) 各種募集のお知らせ（香川県）再掲
○「香川県海外ビジネスチャンス活用支援事業補助金」申請受付（１２月３１日(月)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/300403kaigai.shtml
○「新商品生産等による新事業分野開拓者の認定」申請受付（５月３１日(木)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/w0tvau180412144914.shtml
○「中小企業等IoT導入検討促進事業」支援対象者募集（５月２５日(金)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_6/wldfzp180323152733.shtml
○「AI技術活用型研究開発支援事業」支援対象企業募集（５月１８日(金)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_6/wxlpnl180323130428.shtml
○「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（１２月３１日(月)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/wnisnm180406134534.shtml
○「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
○「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
○「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
■(6) 各種募集のお知らせ（経済産業省）再掲
○ 平成30年度予算「戦略的基盤技術高度化支援事業」公募（５月２２日(火)〆）
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/180316mono.htm
○ 「ＩＴ導入補助金」公募（６月４日(月)〆）
http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_b1/shougyou/2_koubo/180416/180416.html
○ 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（６月４日(月)〆）
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2018/180110katurokoubo.htm
■(7) 各種募集のお知らせ（かがわ産業支援財団）再掲
○ 「香川県ものづくり企業と医療機器メーカーとのマッチング推進事業」
参加登録企業募集
http://www.kagawa-isf.jp/medfere/30matching/touroku.html
○ 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
（５月１８日(金)〆）
http://www.kagawa-isf.jp/sien/fund/newfund_h30se/fund05.htm
■(8)「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）再掲
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

■(9)「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP) 企業主導フェーズ
NexTEP-Aタイプ」平成30年度募集のお知らせ（科学技術振興機構）再掲
(国研)科学技術振興機構では、大学等の研究成果からシーズ候補を企業の視
点から掘り起こして、製品化に向けて実証試験等を行うフェーズである、研究
成果最適展開支援プログラム(A-STEP)の企業主導フェーズ（NexTEP-Aタイプ）
の募集を行っています。
【募集期間】
通年募集（年３回の締切有）
・平成30年7月31日(火)正午、11月30日(金)正午、平成31年3月29日(金)正午
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
https://www.jst.go.jp/a-step/koubo/h30nextep-a-1.html
■(10)「第８回ロボット大賞」応募受付開始のお知らせ
（経済産業省、日本機械工業連合会ほか５省）再掲
経済産業省、(一社)日本機械工業連合会ほか５省では、国内で活躍したロボ
ットや部品・ソフトウェア、その先進的な活用や研究開発などを表彰する、
「第８回ロボット大賞」の応募受付を行っています。
【応募締切】
平成３０年６月２９日（金）当日必着
【表彰の種類】
経済産業大臣賞、総務大臣賞、文部科学大臣賞、厚生労働大臣賞、
農林水産大臣賞、国土交通大臣賞、中小企業庁長官賞、
日本機械工業連合会会長賞、優秀賞、審査員特別賞
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.robotaward.jp/index.html
■(11)「グッドカンパニー大賞」候補企業推薦受付のお知らせ（中小企業研究センター）再掲
(公社)中小企業研究センターでは、全国の中小企業の中から経済的・社会的
に優れた成果をあげている企業を選んで贈られる「グッドカンパニー大賞」の
候補企業の推薦受付を行っています。
【推薦受付締切】
平成３０年６月２０日（水）必着
【表彰の種別】
・グランプリ、優秀企業賞、特別賞、新技術事業化推進賞
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
https://www.chukiken.or.jp/
■(12)「EMC研究会」開催のお知らせ（かがわEMC技術研究会）
(公財)かがわ産業支援財団が設置する「かがわEMC技術研究会」では、平成
30年度の「EMC研究会」を実施します。
今回は、兵庫県立大学名誉教授の畠山賢一氏をお招きし、EMC対策の中でも
最も厄介なシールド対策の考え方についてご講演いただくと共に「かがわEMC
技術研究会」の古賀会長から、電磁波理論の基礎を平易に解説いただきます。
〇日
〇場

時：平成３０年６月５日（火）１３：００～１７：００
所：ネクスト香川3階「大会議室」
（高松市林町2217番地44）

※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_3/w5rmz9180508142354.shtml
■(13)「食品産業生産性向上フォーラム in 高松」開催のお知らせ（農林水産省）再掲
昨今、食品製造業の人手不足・人材不足の問題が深刻化しており、生産性の
向上が急務となっています。
しかしながら、どのように生産性を向上させ、またそのための課題にどのよ
うに取り組むかを各企業が独力で見つけ出すのは非常に難しい状況です。
そこで、農林水産省では、食品製造業の生産性の向上に関する専門家の講演、
実際に生産性向上に取り組む現場の事例紹介、生産性向上を目指す支援業者の
プレゼンテーション、講演者や支援業者との交流等を内容としたフォーラムを
開催します。
〇日
〇場

時：平成３０年５月１５日（火）１１：００～１６：３０
所：サンポートホール高松 ５４、５５会議室
（高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー・ホール棟５階）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.robo-navi.com/foodforum/index.html

■(14) 省エネ法に基づく「定期報告書の書き方講習会」及び温対法に基づく
「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度説明会」合同開催のお知らせ
（四国経済産業局、環境省）再掲
省エネ法に基づき特定事業者及び特定荷主の指定を受けられている事業者に
おかれては、前年度のエネルギー使用実績等に係る定期報告書及び中長期計画
書について、毎年７月末日（特定荷主の場合は６月末日）までに、主たる事業
所の所在する経済産業局及び事業を所管する関係省庁へのご提出が必要です。
四国経済産業局では、この度、平成３０年度提出分の定期報告書及び中長期
計画書について、様式等の変更点や作成のポイント等についてご紹介する講習
会を、環境省主催の「温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制
度説明会」と合同開催します。
〇日
〇場

時：平成３０年６月６日（水）１３：３０～１７：００
所：高松サンポート合同庁舎 北館低層棟２階 アイホール
（高松市サンポート３－３３）

※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_d2/3_event/180423/180423.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
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

