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<ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/>
<facebook https://www.facebook.com/kagawa.sangi/>
<紹介動画 https://www.youtube.com/watch?v=RLsTDFgi-Qg>
＜本日のお知らせ＞
◇「香川県産業技術センター 研究成果発表会」開催のご案内
（共催：産総研 新技術セミナー in 高松）
【公募】
■(1)「中小企業の戦略的な外国出願」支援のお知らせ（香川県、かがわ産業支援財団）
■(2)「平成30年度 かがわ県産品コンクール」募集のお知らせ（香川県）
■(3)「起業等スタートアップ支援補助金」支援対象者募集のお知らせ
（かがわ産業支援財団）
■(4)「平成30年度 中小企業等特許情報分析活用支援事業」公募受付のお知らせ
（工業所有権情報・研修館）
■(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（経済産業省関係）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
【セミナー・講習会等】
■(10)「ＡＩ・人工知能講演会」開催のお知らせ（三豊市）
■(11)「～ヒット商品開発の背景～ 地方の強みを生かす商品開発と販売手法」
開催のお知らせ（香川県よろず支援拠点セミナー）
■(12)「近未来情報化講演会」開催のお知らせ（かがわ情報化推進協議会）
■(13) 平成30年度第1回 事業所向け「省エネルギー講座」開催のお知らせ
（香川県、高松商工会議所、香川県環境保全公社）
■(14) 2018年版「中小企業白書」「小規模企業白書」及び「ものづくり白書」
説明会開催のお知らせ（四国経済産業局）
■(15) 平成30年度「知的財産権制度説明会（初心者向け）」開催のお知らせ
（特許庁、工業所有権情報・研修館）
■(16)「EMC研究会」開催のお知らせ（かがわEMC技術研究会）再掲
-----------------------------------------------------------------------◇「香川県産業技術センター 研究成果発表会」開催のご案内
（共催：産総研 新技術セミナー in 高松）
＜工業部門、食品部門＞
○日 時：平成３０年６月７日（木）１３：００～１７：００
○場 所：香川県産業技術センタ－ ３階 研修室・会議室
（高松市郷東町587-1）
○申 込：香川県産業技術センターあて平成３０年６月４日(月)までに、
E-mail(hamada＠itc.pref.kagawa.jp)又はFAX(087-881-0425)で。
＜発酵食品研究所＞
○日 時：平成３０年６月６日（水）１４：００～１６：３０
○場 所：小豆島産業会館 １階 大会議室
（小豆郡小豆島町苗羽甲1355-1）
○申 込：香川県産業技術センター発酵食品研究所あて
平成３０年５月３０日(水)までに、FAX(0879-82-5998)で。
※詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/04/18-06.html
■(1)「中小企業の戦略的な外国出願」支援のお知らせ（香川県、かがわ産業支援財団）

①平成30年度外国出願支援事業（第一次募集）
(公財)かがわ産業支援財団では、県内の中小企業が行う外国での戦略的な特
許等出願を支援するため、外国出願費用の一部を補助する「平成30年度外国出
願支援事業」を実施しており、現在、第一次募集を行っています。
【募集期間】
平成３０年５月２２日（火）～ １１月９日（金）
第一次締切：７月６日（金）
【補助率・補助上限額】
補助率：１／２以内
上限額：１企業の上限額３００万円
特許出願：１５０万円、 実用新案、意匠、商標出願：６０万円、
冒認対策商標出願：３０万円
②平成30年度香川県中小企業外国出願支援事業（随時募集中）
香川県では、県内の中小企業の戦略的な外国出願を支援するため、中小企業
等が行うＰＣＴ出願に係る費用の一部を助成する「平成30年度香川県中小企業
外国出願支援事業」を実施しており、応募受付を行っています。
【募集期間】
随時（申請はＰＣＴ出願を行う30日前まで。予算額に達した時点で受付終了）
【補助率・補助上限額】
補助対象経費の１/２以内で、１企業に対する同一年度内の上限額は２０万円以内
※詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_4/wamgh6180522112912.shtml
■(2)「平成30年度 かがわ県産品コンクール」募集のお知らせ（香川県）
県産品振興課では、過去、数々のヒット商品を生み出し、今回で16回目をむ
かえる「かがわ県産品コンクール」の商品募集を行っています。
かがわの気候・風土・歴史と、光るアイディアによって生まれた魅力あふれ
る県産品の応募をお待ちしています。
【選賞予定数】
①食品部門(菓子･スイーツ除く)、②菓子･スイーツ部門、③一般部門(非食品)
１次審査を通過した応募県産品（部門別に６品程度合計１８品程度）から
（１）「うどん県。それだけじゃない香川県 知事賞」（最優秀賞）３品以内
（２）「うどん県。それだけじゃない香川県 優秀賞」３品以内
（３）オリーブ植栽１１０年特別賞 ２品以内
【募集期間】
平成３０年５月１日（火）～ ６月３０日（土）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
https://www.kensanpin.org/contest/
■(3)「起業等スタートアップ支援補助金」支援対象者募集のお知らせ
（かがわ産業支援財団）
(公財)かがわ産業支援財団では、県内で創業、第二創業又は新分野進出を行
う者に対して、その初期投資に必要な経費の一部を補助する「起業等スタート
アップ支援補助金」の支援対象者を募集しています。
【募集期間】
平成３０年５月１０日（木）～ 平成３０年６月１５日（金）
【補助率・補助金額】
・一般型事業（原則として、事業内容に制限なし）
補助率：１／２、補助金上限額：５０万円
・先端技術活用型事業（ＣＮＦ等高機能素材、３Ｄ積層造形技術、
ロボット技術、ＩＣＴ、ＩоＴ、ＡＩ等の先端技術を活用した事業）
補助率：１／２、補助金上限額：５００万円
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/topics/h30/20180510-010.pdf
■(4)「平成30年度 中小企業等特許情報分析活用支援事業」公募受付のお知らせ
（工業所有権情報・研修館）
(独)工業所有権情報・研修館（INPIT）では、費用負担が大きい先行技術文献
等の特許情報分析支援を通じ、中小企業等の研究開発戦略の策定、オープン・
クローズ戦略等を含む出願戦略の策定及び権利取得可能性判断を包括的に支援
するため、次の各段階のニーズに応じた特許情報分析の支援を行っています。
◆事業構想～研究開発、及び出願段階
第1回目の公募受付中！ 受付は平成３０年５月３０日（水）17:00まで
◆審査請求段階
随時受付中
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
https://ip-bunseki.go.jp/

■(5) 各種募集のお知らせ（香川県）再掲
○「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（６月１５日(金)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir5/dir5_3/dir5_3_1/w1ep5r180507103244.shtml
○「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
○「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
○「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
○「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（経済産業省関係）再掲
○「第８回ロボット大賞」応募受付（６月２９日(金)〆）
http://www.robotaward.jp/index.html
○ 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（６月８日(金)〆）
http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_b5/2_koubo/180509/180509.html
○「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
○「かがわ農商工連携ファンド」平成30年度事業の追加募集（７月２４日(火)〆）
http://www.kagawa-isf.jp/sien/nousyokou_fund/
○「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
■(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)「ＡＩ・人工知能講演会」開催のお知らせ（三豊市）
三豊市では、香川県出身で、我が国のＡＩ研究の第一人者である松尾豊先生
を講師にお招きし、ＡＩ技術の現状やＡＩによって社会の何が変わり、何が変
わらないのか、広く市民の皆様、企業関係者、学術関係者に知っていただく機
会として講演会を開催します。
〇日
〇場

時：平成３０年６月３日（日）１４：００～
所：みとよ未来創造館 ３階大ホール
（三豊市高瀬町下勝間2347番地１）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.city.mitoyo.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=13077
■(11)「～ヒット商品開発の背景～ 地方の強みを生かす商品開発と販売手法」
開催のお知らせ（香川県よろず支援拠点セミナー）
香川県よろず支援拠点セミナーでは、「柑橘のジャム」という、参入しやす
い商品で毎年限界まで製造し売れ続けている「オレンジスライスジャム」を開
発したローズメイの原田社長をお招きし、ヒットへの道のりと、ヒット維持の
秘訣を伺います。
〇日
〇場

時：平成３０年５月２９日（火）１４：００～１５：３０
所：香川産業頭脳化センタービル ２階 一般研修室
（高松市林町2217-15）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/topics/h30/20180516-020.pdf
■(12)「近未来情報化講演会」開催のお知らせ（かがわ情報化推進協議会）
かがわ情報化推進協議会では、ユーザーインターフェース研究の第一線で新
分野を開拓し続けておられる東京大学大学院の暦本純一教授をお迎えし、最新
の構想と将来についてご講演いただきます。
〇日
〇場

時：平成３０年６月６日（水）１５：４０～１７：２０
所：リーガホテルゼスト高松
（高松市古新町9番1号）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir7/dir7_2/dir7_2_1/wjn93z180509143509.shtml
■(13) 平成30年度第1回 事業所向け「省エネルギー講座」開催のお知らせ
（香川県、高松商工会議所、香川県環境保全公社）
香川県、高松商工会議所、(公財)香川県環境保全公社では、事業所向けの
「省エネルギー講座」を開催します。
工場における夏場の省エネ対策や、中小企業の省エネ取組みを支援する
「省エネ相談地域プラットフォーム」について、先進事例や本県の取組み等
をご紹介します。
〇日
〇場

時：平成３０年６月１８日（月）１３：３０～１６：３０
所：高松商工会議所会館 ２階 大ホール
（高松市番町二丁目2番2号）

※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/chikyu/saving/jigyou_top/kouza.shtml
■(14) 2018年版「中小企業白書」「小規模企業白書」及び「ものづくり白書」
説明会開催のお知らせ（四国経済産業局）
四国経済産業局では、２０１８年版の「中小企業白書」､「小規模企業白書」
及び「ものづくり白書」の説明会を開催します。
「中小企業白書」､「小規模企業白書」では、大企業との労働生産性の拡大や
人手不足等の現状分析、中小企業及び小規模事業者の生産性向上に向けた取組
（人材活用面の工夫、IT利活用等）について、また、「ものづくり白書」では、
ものづくり産業の抱える課題と展望、人材確保・育成や研究開発の動向等につ
いて、全国の取組事例を交えてご紹介の予定です。。
〇日
〇場

時：平成３０年６月２０日（水）１３：３０～１６：４０
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番３３号）

※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_b5/3_event/180515/180515.html
■(15) 平成30年度「知的財産権制度説明会（初心者向け）」開催のお知らせ
（特許庁、工業所有権情報・研修館）
特許庁及び(独)工業所有権情報・研修館(INPIT)では、特許権などの知的財
産権に関する無料説明会を、全国47都道府県で開催します。
説明会では、知的財産権の基礎知識や活用事例のほか、特許庁及びINPITの
中小企業支援策などもご紹介します。
〇日
〇場

時：平成３０年７月５日（木）１３：００～１６：３０
所：香川産業頭脳化センター ２階 一般研修室
（高松市林町2217-15）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.jiii.or.jp/h30_shoshinsha/
■(16)「EMC研究会」開催のお知らせ（かがわEMC技術研究会）再掲
(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
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

