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香川県産業技術センターからのお知らせ
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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 ラボツアー（所内見学会）」開催のご案内
◇「香川県産業技術センター 研究成果発表会」開催のご案内（再掲）
（共催：産総研 新技術セミナー in 高松）
【公募】
■(1)「AI技術活用型研究開発支援事業」支援対象企業の再募集のお知らせ（香川県）
■(2)「機能性食品産業強化事業費補助金」二次募集のお知らせ（香川県）
■(3)「健康関連製品開発促進支援事業費補助金」二次募集のお知らせ（香川県）
■(4)「フードストアソリューションズフェア2018」香川県ブースの出展者募集の
お知らせ（かがわ産業支援公益財団、香川県大阪事務所）
■(5)「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」
２次公募のお知らせ（経済産業省）
■(6)「平成30年度製品安全対策優良企業表彰（PSアワード2018）」募集のお知らせ
（経済産業省）
■(7) 各種募集のお知らせ（香川県）再掲
■(8) 各種募集のお知らせ（経済産業省関係）再掲
■(9) 各種募集のお知らせ（かがわ産業支援財団）再掲
■(10)「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）再掲
■(11)「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）再掲
■(12)「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
【セミナー・講習会等】
■(13) 平成30年度「かがわ創業塾」開催のお知らせ（かがわ産業支援財団）
■(14)「新技術等実証制度（プロジェクト型サンドボックス）/コネクテッド・
インダストリーズ税制（IoT投資減税）」説明会開催のお知らせ（四国経済産業局）
■(15)「2018年度IPA中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー」開催のお知らせ
（情報処理推進機構（IPA））
■(16) 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）再掲
■(17) 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）再掲
■(18) 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）再掲
-----------------------------------------------------------------------◇「香川県産業技術センター ラボツアー（所内見学会）」開催のご案内
○日
○場

時：平成３０年７月１３日（金）１３：３０～１６：００
所：香川県産業技術センター
（高松市郷東町587-1）
○見学コース（全体説明の後、所内見学（90分程度））
・大気圧プラズマの表面改質法のご紹介
・３Ｄスキャナーによる非接触測定と形状検査のご紹介
・落下衝撃試験装置のご紹介
・食品中の多成分分析（メタボロミクス解析）による評価のご紹介
○申 込：香川県産業技術センターあて平成３０年７月６日（金）までに、
FAX（087-881-0425）又はE-mail（desk@itc.pref.kagawa.jp）で。
※詳しくは、当センターHPをご覧ください。

http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/rabotour.html
◇「香川県産業技術センター 研究成果発表会」開催のご案内（再掲）
（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）
＜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）
※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)「AI技術活用型研究開発支援事業」支援対象企業の再募集のお知らせ（香川県）
香川県では、我が国最大級の公的研究機関である（国研）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します。
なお、一部補助要件を見直し、再募集を行いますので本事業の活用をご検討
ください。
【補助金額等】
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６月１日（金）～ ８月１０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/wxzqar180523163145.shtml
■(2)「機能性食品産業強化事業費補助金」二次募集のお知らせ（香川県）
香川県では、食品の機能性表示制度（特定保健用食品や機能性表示食品など
の保健機能食品制度）を活用する際に必要な機能性評価等の取組みを支援する
ことで、県内企業等による競争力の高い食品開発を促進し、本県における食品
産業の活性化を図るべく、補助対象者の二次募集を行っています。
【補助率・補助金額】
補助率：1／2以内、補助金額：50万円～300万円
【募集期間】
平成３０年６月４日（月）～ ６月２９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/w7cpzk180528172518.shtml
■(3)「健康関連製品開発促進支援事業費補助金」二次募集のお知らせ（香川県）
香川県では、高齢化の進展や健康ニーズの高まりを背景として今後の成長が
見込まれる医療機器や福祉用具等の分野において、県内企業が取り組む製品開
発の支援や当該分野への新規参入を促進することにより、健康関連産業の創出
を目指すべく、補助対象者の二次募集を行っています。
【補助率・補助金額】
1）医療・福祉機器等開発支援事業
補助率：2／3以内、補助金額：10万円以上400万円以下
2）医療・福祉ICT製品等育成支援事業
補助率：2／3以内、補助金額：10万円以上300万円以下
【募集期間】
平成３０年６月４日（月）～ ６月２９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/wk11ok180529083733.shtml
■(4)「フードストアソリューションズフェア2018」香川県ブースの出展者募集の
お知らせ（かがわ産業支援公益財団、香川県大阪事務所）
(公財)かがわ産業支援公益財団、香川県大阪事務所では、関西圏で本県の食
品産業の魅力を発信するとともに、関連する企業の販路開拓を支援するため、
初開催の食品関連見本市「フードストアソリューションズフェア2018」に香川
県ブースを出展します。

新規の販路開拓につながるこの商談会にぜひご参加ください。
【フードストアソリューションズフェア2018】
・会 期：平成30年9月20日(木)～9月21日(金)の2日間
・会 場：インテックス大阪6号館Ａ（大阪市住之江区南港北1-5-102）
・来場者見込：30,000人
・主 催：株式会社日本食糧新聞社関西支社
【香川県ブースの概要】
・出展者数：16者程度
・出展小間数：8小間（横 3ｍ×奥行 2ｍ＝ 6㎡）
・１者当たりの展示スペース：1.5ｍ×1.0ｍ程度を想定
【募集期間】
平成３０年６月２２日（金）17時必着
※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_5/wj0e3a180524083450.shtml
■(5)「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」
２次公募のお知らせ（経済産業省）
経済産業省では、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（下請中小企業自立化基盤構築事業）及び（下請小規模事業者等新分野
需要開拓支援事業）の２次公募を行っています。
【公募期間】
平成３０年６月４日（月）～ ７月２日（月）17時必着
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
・下請中小企業自立化基盤構築事業
http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_b5/2_koubo/180604a/180604a.html
・下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業
http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_b5/2_koubo/180604b/180604b.html
■(6)「平成30年度製品安全対策優良企業表彰（PSアワード2018）」募集のお知らせ
（経済産業省）
経済産業省では、製品安全に関する積極的な取組を促進し、広く社会全体に
製品安全の価値を定着させるため、平成30年度製品安全対策優良企業表彰（PS
アワード2018）の募集を行っています。
【表彰内容】
・製造事業者・輸入事業者部門（大企業、中小企業別）
経済産業大臣賞、技術総括・保安審議官賞、優良賞（審査委員会賞）
・小売販売事業者部門（大企業、中小企業別）
経済産業大臣賞、技術総括・保安審議官賞、優良賞（審査委員会賞）
・上記以外の団体部門及び企業部門
特別賞（審査委員会賞）
【応募締切】
平成３０年７月１８日（水）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180522003/20180522003.html
■(7) 各種募集のお知らせ（香川県）再掲
○「平成30年度香川県中小企業外国出願支援事業」申請受付（随時、申請はPCT出願を行う30日前まで）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_4/wamgh6180522112912.shtml
○「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」（１２月３１日(月)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/300403kaigai.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
■(8) 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
■(9) 各種募集のお知らせ（かがわ産業支援財団）再掲

○「平成30年度外国出願支援事業」申請受付（１１月９日(金)〆、第一次〆７月６日(金)）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_4/wamgh6180522112912.shtml
○「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
■(10)「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）再掲
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/
■(11)「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）再掲
(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）～ 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
■(12)「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
■(13) 平成30年度「かがわ創業塾」開催のお知らせ（かがわ産業支援財団）
(公財)かがわ産業支援財団では、香川県からの補助を受け、県内での創業を
支援するため、昨年度に引き続き平成30年度も「かがわ創業塾」を開講します。
創業に必要な知識やノウハウを、講義を通じて体系的に習得しながら、先輩
創業者と交流し、創業計画書を実際に作成していくカリキュラムを組むことで、
創業したい方の夢が形になるよう応援します。講師は、実際に中小企業の方の
経営相談に対応している経営・マーケティングなどの専門家等であり、相談事
例も交えた実践的な講義を行います。
〇日
〇場

時：平成30年6月29日(金)、7月6日(金)、13日(金)、20日(金)、8月1日(水)
原則、5日間すべて受講。受講時間は5回いずれも13時～17時。
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.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_4/wmdjo6180601091635.shtml
■(14)「新技術等実証制度（プロジェクト型サンドボックス）/コネクテッド・
インダストリーズ税制（IoT投資減税）」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、生産性向上特別措置法等が５月に成立されたことを受
け、AI・IoT・ブロックチェーン等の革新的な技術の実用化を検証し、実証に
より得られたデータを用いて規制制度の見直しに繋げる新技術等実証制度や、
データ連携・利活用により、生産性を向上させる取組を支援する税制措置につ
いて説明会を開催します。
〇日
〇場

時：平成３０年６月２５日（月）１３：３０～１５：３０
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_b1/3_event/180604/180604.html
■(15)「2018年度IPA中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー」開催のお知らせ
（情報処理推進機構（IPA））
今日、パソコンやスマートデバイスなどのIT機器やインターネットが社会の
隅々まで普及する一方で、標的型攻撃による企業や官公庁における情報漏えい、
ウェブサイトの改ざん、ランサムウェアによる金銭搾取などの被害も起きてお
り、中小企業にとっても大きな問題となっています。被害に遭った企業は、自
社の損害だけでなく、顧客や取引先にも重大な損害を与え、社会的信用を失う
恐れすらあります。
また、金銭や個人情報などを狙ったサイバー攻撃やコンピュータウイルス・
スパイウェアなどの不正なプログラムは、技術的に巧妙化するだけでなく、人
間の心理を巧みに利用するなど、より高度化・多様化しています。事業者は、
このような情報セキュリティ事故を未然に防ぐために日々最新の情報を入手し、
技術的な対策や社内における人的・組織的管理を講じる必要があります。
このような状況を踏まえ、（独）情報処理推進機構（IPA）では、各種団体、
企業における情報セキュリティ対策を支援する立場の方を主対象に、情報セキ
ュリティの管理面・技術面に関して講習能力を高めるセミナーを開催します。
〇日
〇場

時：平成３０年７月２４日（火）１３：００～１７：００
所：高松商工会議所会館 4階 401会議室
（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.takacci.or.jp/event/ipa-seminar.html
■(16) 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）再掲
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
■(17) 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）再掲
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
■(18) 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）再掲

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/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

