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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＞
◇かがわ次世代ものづくり研究会 平成30年度講習会
「切削加工の現状と技術動向」「瀬戸大橋 開通３０周年
～本州四国連絡橋の保全と技術開発～」のご案内
◇平成30年度 IoT・AI技術活用支援事業
「AI用データ収集システム 取扱講習会」のご案内（再掲）
◇冷凍食品の製造に係る基盤技術強化講習会
「食品加工でん粉の特性とアプリケ－ション事例」のご案内（再掲）
◇「香川県産業技術センター ラボツアー（所内見学会）」のご案内（再掲）
【四国４県公設試験研究機関 広域利用設備導入のお知らせ】
◇「ゼータ電位測定装置」利用操作セミナーのご案内（高知県）
【公募】
■(1) 希少糖製造技術者養成支援事業「養成講座」受講生募集のお知らせ（香川県）
■(2) 香川県上海ビジネスサポーター「マッチング候補企業情報の提供等(基礎調査)」
利用者募集のお知らせ（香川県）
■(3)「食品商談会」への参加者募集のお知らせ（かがわ産業支援財団、香川県、
百十四銀行、香川銀行、高松信用金庫、観音寺信用金庫）再掲
■(4)「モノづくり受発注広域商談会（マイドームおおさか）受注企業」募集の
お知らせ（かがわ産業支援財団）再掲
■(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）再掲
■(6) 各種募集のお知らせ（香川県）再掲
■(7) 各種募集のお知らせ（かがわ産業支援財団）再掲
■(8) 各種募集のお知らせ（経済産業省関係）再掲
【セミナー・講習会等】
■(9)「売れる地域商品・こだわり商品の視点セミナー（第1回）」開催のお知らせ
（香川県）
■(10) よろず支援拠点セミナー開催のお知らせ（香川県よろず支援拠点）
■(11)「異能vation説明会」開催のお知らせ（総務省）再掲
■(12)「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））再掲
-----------------------------------------------------------------------◇かがわ次世代ものづくり研究会 平成30年度講習会
「切削加工の現状と技術動向」「瀬戸大橋 開通３０周年
～本州四国連絡橋の保全と技術開発～」のご案内
○日
○場
○申

時：平成３０年７月２４日（火）１４：３０～１６：４０
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７月２０日(金)までに、
E-mail(matusima＠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/04/18-07.html#03
◇平成30年度 IoT・AI技術活用支援事業
「AI用データ収集システム 取扱講習会」のご案内（再掲）
○日
○場

時：平成３０年７月６日（金）１４：００～１５：３０
所：香川県産業技術センター ３階 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７月４日(水)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/04/18-07.html#01
◇冷凍食品の製造に係る基盤技術強化講習会
「食品加工でん粉の特性とアプリケ－ション事例」のご案内（再掲）
○日
○場
○申

時：平成３０年７月２７日（金）１３：３０～１５：３０
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７月２０日(金)までに、
E-mail(jp2598＠pref.kagawa.lg.jp)又はFAX(087-882-9481)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/04/18-07.html#02
◇「香川県産業技術センター ラボツアー（所内見学会）」のご案内（再掲）
○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、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/rabotour.html
【四国４県公設試験研究機関 広域利用設備導入のお知らせ】
◇「ゼータ電位測定装置」利用操作セミナーのご案内（高知県）
高知県立紙産業技術センターでは、経済産業省の補助事業「平成２９年度地
域新成長産業創出促進事業費補助金（地域における中小企業の生産性向上のた
めの共同基盤事業）」により導入した「ゼータ電位測定装置」の利用操作セミ
ナーを開催します。
本事業は、四国地域における高機能素材関連分野を対象とした広域機能分担
に基づき、４県公設試験研究機関（徳島県立工業技術センター、香川県産業技
術センター､愛媛県産業技術研究所､高知県立紙産業技術センター）に評価装置
を導入し広域利用を図ることで、四国地域全体として高機能素材の評価能力の
向上及び企業が取り組む多用途な製品開発を効率的に支援するためのものです。
なお、本年度内は本装置を無料でご利用いただけるとともに、来年度以降に
つきましても、高知県内企業と同額の使用料にてご利用いただけます。
○日
○場

時：平成３０年７月２４日（火）１３：３０～１６：００
所：高知県立紙産業技術センター本館２階研修室Ⅰ及び機器分析室Ⅰ
（高知県吾川郡いの町波川287-4）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151406/news.html#zeta_potential
■(1) 希少糖製造技術者養成支援事業「養成講座」受講生募集のお知らせ（香川県）
香川県では、今後成長が期待される希少糖分野への企業の進出を促進し、希
少糖産業の集積を図るため、希少糖の活用に関心がある県内の食品関連や化学
工業の企業を対象とした希少糖製造技術者の養成講座を開催します。
本講座では、希少糖をより深く知りたい企業の方、希少糖をより効果的に食
品に利用したい企業の方、希少糖を含む食品のマーケティングを考えている企
業の方が、希少糖の有用性を学び、産業技術センターの開放機器を利用した希
少糖などの糖類分析技術を習得することができます。是非ご参加下さい。
【養成講座の概要】
① 9/12(水) 希少糖の最新の研究動向とマーケティング【座学】
② 9/19(水) ＲＳＳ研究会の活動と食品への利用効果【座学】
③ 9/26(水) 希少糖生産ステーションの見学【見学】
④ 10/ 3(水) 企業が取り組む希少糖の製造と展開【座学】
⑤ 10/10(水) 希少糖を量る【実習】
⑥ 10/17(水) 希少糖を作る【実習】
※開催時間：座学・見学は13:30～15:30、実習は13:00～16:00
開催場所：座学は香川県産業技術センター本館、
実習は同センター食品研究所（高松市郷東町587-1）、
見学は香川大学農学部（木田郡三木町池戸2393）
【募集期間】
平成３０年７月２日（月）～ ８月２０日（月）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_2/wap9dl180618130906.shtml
■(2) 香川県上海ビジネスサポーター「マッチング候補企業情報の提供等(基礎調査)」
利用者募集のお知らせ（香川県）
香川県では、上海地域（上海市、江蘇省、安徽省、浙江省）における県内企
業のビジネス展開を支援するため、上海市に香川県の窓口となる香川県上海ビ
ジネスサポーターを配置し、県内企業の現地視察や現地でのビジネス展開の支
援、現地ビジネス情報の収集・提供など、きめ細かな支援を行っています。
このたび、ビジネスサポーターによる支援業務の１つである「マッチング候
補企業情報の提供等」として、県内企業の商談先となり得る上海地域の企業に
ついての情報提供の利用者を募集します。
【内

容】
県が選定した利用者１社につき、ビジネスサポーターがマッチング候補企業
を３社程度リストアップし、会社名、所在地、連絡先、企業概要などの情報を
書面で提供します。
【ビジネスサポーター】
有泉 克敏 氏 （上海邁伊茲（マイツ）諮詢有限公司）
【募集企業数】
10社程度
【申込締切】
平成３０年８月１０日（金）当日消印有効
※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/w0n2wu180607115134.shtml
■(3)「食品商談会」への参加者募集のお知らせ（かがわ産業支援財団、香川県、
百十四銀行、香川銀行、高松信用金庫、観音寺信用金庫）再掲
(公財)かがわ産業支援財団及び香川県等では、地元金融機関等の協力を得て、
地場産業の中で重要な位置を占める県内食品加工事業者並びに農林水産事業者
等の販路開拓を支援するため、県内外の食品バイヤー等を招へいし、自社
商品を売り込む「食品商談会」を開催します。
今年で10年目の開催となり、新たなバイヤーも招へいし、中四国最大級の規
模にて、皆様の販路拡大を応援いたします。
販路開拓を目指す県内食品加工事業者・農林水産事業者等の皆さまにとって
新規取引先を獲得するチャンスでもありますので、積極的な御参加をお待ちし
ております。
【食品商談会】
・日 時：平成３０年９月１２日（水）１０ ：００ ～１７：１０
・場 所：JRホテルクレメント高松 「飛天」の間
（高松市浜ノ町1番1号）
【申込締切】
平成３０年８月３日（金）
【関連事業】
・事前セミナー（香川県よろず支援拠点セミナー）
日 時：平成30年7月25日（水）13時 ～ 15時
場 所：（公財）かがわ産業支援財団 ２階 一般研修室
※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/w959m4180615114146.shtml
■(4)「モノづくり受発注広域商談会（マイドームおおさか）受注企業」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、(公財)滋賀県産業支援プラザ、(公財)京都
産業２１、(公財)大阪産業振興機構、(公財)わかやま産業、(公財)鳥取県産業
振興機構、(公財)とくしま産業振興機構、(公財)えひめ産業振興財団、(公財)
高知県産業振興センターおよび(公財)全国中小企業取引振興協会と合同で、
モノづくり受発注広域商談会を開催します。
【モノづくり受発注広域商談会（マイドームおおさか）】
・日 時：平成３０年９月１８日（火）１０ ：００ ～１７：００
・場 所：マイドームおおさか ２Ｆ展示ホール
（大阪市中央区本町橋２番５号）
【申込締切】
平成３０年７月１３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/
■(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）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
■(6) 各種募集のお知らせ（香川県）再掲
○「中小企業等エネルギー使用合理化設備等導入支援事業」支援対象企業の再募集（７月６日(金)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_6/wgg2jd180319102615.shtml
○「AI技術活用型研究開発支援事業」支援対象企業の再募集（８月１０日(金)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_6/wxzqar180523163145.shtml
○「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
○「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
■(7) 各種募集のお知らせ（かがわ産業支援財団）再掲
○「新かがわ中小企業応援ファンド等事業」平成30年度後期事業の募集（８月３日(金)〆）
http://www.kagawa-isf.jp/sien/fund/newfund_h30se/
○「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
■(8) 各種募集のお知らせ（経済産業省関係）再掲
○「地方版IoT推進ラボ」募集（８月６日(月)〆）
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/local_iot-lab/index.html
○「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（７月１８日(水)〆）
http://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180522003/20180522003.html
■(9)「売れる地域商品・こだわり商品の視点セミナー（第1回）」開催のお知らせ
（香川県）
香川県では、県の主要産業である食品産業の振興を図るため、販路拡大と商
品開発力の向上を支援する「マーケティング力強化支援プログラム」を実施し
ます。
第１回目のセミナーでは、全国に100店舗以上の食のセレクトショップを展開
するとともに、農業生産、自社工場・ワイナリー運営、海外展開まで幅広い事
業を行っている「株式会社サンクゼール」より講師をお招きし、セミナー(午前)
と個別相談会(午後)を開催します。 売れる商品づくりに向け、商品開発や販路
拡大をご検討されている方は、是非ご参加ください。
〇日

〇場

時：平成３０年８月２日（木）１０：３０～１６：００
セミナー：１０：３０～１２：００
個別相談会：１３：００～１６：００
食品研究所の見学会：１３：００～１４：００
所：香川県産業技術センター ３階 会議室
（高松市郷東町587－1）

※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_5/wemdik180702095225.shtml
■(10) よろず支援拠点セミナー開催のお知らせ（香川県よろず支援拠点）
香川県よろず支援拠点では、各種セミナーを開催しています。
〇～カメラマンに学ぶSNS発信～「♯映える写真で売り上げUP！」
「いいね！」の数が増えないのはどうして？？
日

時：平成３０年７月１７日（火）１４：００～１６：００

場

所：香川産業頭脳化センター ２階
（高松市林町2217-15）

〇店舗業務効率化セミナー

一般研修室

～IT・クラウドを活用した生産性向上～

高松会場
日 時：平成３０年７月１８日（水）１４：００～１７：００
場 所：ホテルパールガーデン高松 ２階 八栗（高松市福岡町2-2-1）
三豊会場
日 時：平成３０年９月１９日（水）１４：００～１７：００
場 所：インパルみの（三豊市三野町下高瀬2014-1）
〇商品開発と販路拡大のポイントについて
日
会

時：平成３０年７月２６日（水）１３：００～１５：００
場：(公財)かがわ産業支援団 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/
■(11)「異能vation説明会」開催のお知らせ（総務省）再掲
総務省では、平成26年度より、SCOPE独創的な人向け特別枠 「異能vation」
（いのうべーしょん）プログラムを実施しています。ICT分野において破壊的な
地球規模の価値創造を生み出すために、大いなる可能性がある奇想天外でアン
ビシャスなICT研究開発課題への挑戦を支援するものです。
本説明会は応募を検討されている方だけではなく、協力協賛企業グループへ
の参画に興味のある方やマスコミの方、その他、この日本を変えていく「異能」
なプロジェクトに少しでもご興味のある方などを幅広く対象とした説明会です。
〇日
〇場

時：平成３０年７月１１日（水）１８：３０～２０：００
所：香川大学研究交流棟 ５階 研究者交流スペース
（高松市幸町1番1号）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://inno.go.jp/h30/inno-event.php
異能vationホームページ：http://www.inno.go.jp/
■(12)「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））再掲
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
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

