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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＞
◇平成30年度「産総研・新技術セミナー in 高松」
「熱電発電の原理と開発動向」のご案内
◇サーモ・スタディ2018（香川）
「熱処理テクニックの基礎と新しい熱処理技術」のご案内
◇香川県機能性表示食品等開発研究会の会員募集及び
「キックオフセミナー」のご案内（再掲）
◇かがわ次世代ものづくり研究会 平成30年度講習会
「溶接マイスター指導による溶接技量訓練装置を使った個別練習会」のご案内（再掲）
【公募】
■(1)「バンコク商談会」参加企業の募集のお知らせ（香川県）
■(2)「かがわ地場産業商談会2018」参加企業の募集のお知らせ
（香川県、かがわ産業支援財団）
■(3)「第26回 芦原科学賞」募集のお知らせ（かがわ産業支援財団）
■(4)「四国産業技術大賞」「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」募集の
お知らせ（四国地域イノベーション創出協議会）
■(5)「第74回香川の発明くふう展」作品募集のお知らせ（香川県、香川県発明協会、
大西・アオイ記念財団）
■(6) 平成30年度予算「地域経済牽引事業支援事業費補助金（戦略分野における
地域経済牽引事業支援事業）」公募及び公募説明会のお知らせ（経済産業省）
■(7)「ＣＮＦ活用を検討する企業」募集のお知らせ（四国経済産業局、ＳＴＥＰ）再掲
～ＣＮＦ提供企業･ＣＮＦ製造装置メーカーとＣＮＦ活用を検討する企業との
ビジネスマッチング in 四国～
■(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」
二次公募のお知らせ（経済産業省、全国中小企業団体中央会）再掲
■(9) 各種募集のお知らせ（香川県）再掲
■(10) 各種募集のお知らせ（かがわ産業支援財団）再掲
【セミナー・講習会等】
■(11) 海外ビジネス人材育成講座『英文契約書 入門編・基礎編』開催のお知らせ
（香川県、JETRO香川）再掲
■(12) 香川県プロフェッショナル人材戦略セミナー「小さいことはいいことだ」
開催のお知らせ（香川県プロフェッショナル人材戦略拠点）再掲
■(13) かがわ健康関連製品開発フォーラム ICTビジネス部会 第7回勉強会
「健康寿命を延ばすツールで市場を拓く」開催のお知らせ
（かがわ健康関連製品開発フォーラム、かがわ産業支援財団、香川県）再掲
■(14)「平成30年度 知的財産セミナー」第３回開催のお知らせ
（香川県知財総合支援窓口）再掲
-----------------------------------------------------------------------◇平成30年度「産総研・新技術セミナー in 高松」
「熱電発電の原理と開発動向」のご案内
○日
○場
○申

時：平成３０年９月２５日（火）１３：００～１５：００
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E-mail(hamada＠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/04/18-09.html#06

◇サーモ・スタディ2018（香川）
「熱処理テクニックの基礎と新しい熱処理技術」のご案内
○日
○場
○申

時：平成３０年９月２７日（木）９：３０～１６：５０
９月２８日（金）９：３０～１６：３０
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：(一社)日本熱処理技術協会 事務局あて平成３０年９月２１日(金)までに、
FAX(03-6661-7168)又はE-mail(info＠jsht.or.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/04/18-09.html#07
◇香川県機能性表示食品等開発研究会の会員募集及び
「キックオフセミナー」のご案内（再掲）
○日
○場
○申

時：平成３０年９月６日（木）１３：１５～１６：３０
所：香川県産業技術センター ３階
（高松市郷東町587-1）
込：香川県産業技術センター食品研究所あて平成３０年８月３１日(金)までに、
E-mail(desk＠itc.pref.kagawa.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/04/18-09.html#03
◇かがわ次世代ものづくり研究会 平成30年度講習会
「溶接マイスター指導による溶接技量訓練装置を使った個別練習会」のご案内（再掲）
○日
○場
○申

時：平成３０年７月２２日(日)済､８月２６日(日)済､９月１６日(日)､
１０月２８日(日)､１１月２５日(日)､１２月１６日(日)､
平成３１年１月２０日(日)
全て ９：００～１３：００
所：香川県産業技術センター 実験棟 表面改質試験室
（高松市郷東町587-1）
込：香川県産業技術センターあて各回開催１週前の金曜日までに、
E-mail(yamasita＠itc.pref.kagawa.jp)又はFAX(087-881-0425)で。
（第３回：9/16、第４回：10/28開催分は定員に達しました！）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/04/18-11.html#04
■(1)「バンコク商談会」参加企業の募集のお知らせ（香川県）
香川県では、ASEAN地域において、県内企業と海外企業等とのマッチングを
推進することにより県内企業の海外展開を促進するため、県内のものづくり企
業を対象に、ASEAN地域最大の機械分野の展示会であるMETALEX2018開催期間中
において、タイ・バンコクで現地企業等との商談会を開催します。
タイをはじめとするASEAN地域への販路開拓・拡大を目指す企業の皆様には
絶好の機会ですので、ぜひご参加ください。
【商談会】
・予約商談：平成30年11月21日（水）～24日（土）各日10時～17時の間
会場：原則として、バンコク国際貿易展示センター（BITEC）内
・交 流 会：平成30年11月21日（水）12時～14時
会場：BITEC2階ホール
【申込締切】
平成３０年９月１４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/wweeph180817131457.shtml
■(2)「かがわ地場産業商談会2018」参加企業の募集のお知らせ
（香川県、かがわ産業支援財団）
香川県及び(公財)かがわ産業支援財団では、地場産業のうち、手袋、石材、
漆器、うちわ、家具の５業種の販路開拓を支援するため、県内外のセレクトシ
ョップなどのバイヤーを招へいし、自社商品を売り込む「かがわ地場産業商談
会2018」を開催します。
商談会の開催に当たり、参加企業の募集を行っています。
【かがわ地場産業商談会2018】
日 時：平成３０年１０月１０日（水）、１１日（木）の２日間
（商談時間：１３：００～１７：００の予定）
会 場：第１日目：旧善通寺偕行（かいこう）社（善通寺市）、
第２日目：栗林公園商工奨励館（高松市）
【募集期間】
平成３０年８月２１日（火）～ ９月１４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_1/wrey2w180813085522.shtml

■(3)「第26回 芦原科学賞」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、故芦原義重氏（関西電力名誉会長、香川県
名誉県民）からの寄附金を基金として、県内の産業技術の高度化及び産業の振
興に寄与することを目的に「芦原科学支援事業」を平成５年度から実施してお
り、この度、本事業の一環として、芦原科学賞の表彰対象者を募集しています。
【賞の種類と顕彰内容】
・芦原科学大賞 （賞状と盾の授与、賞金200万円の贈呈）
・芦原科学功労賞（賞状と盾の授与、賞金100万円の贈呈）
・芦原科学奨励賞（賞状と盾の授与、賞金50万円の贈呈）
【募集期間】
平成３０年９月３日（月）～平成３０年１０月１７日（水）（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/kensyou/ashihara.htm
■(4)「四国産業技術大賞」「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」募集の
お知らせ（四国地域イノベーション創出協議会）
四国地域イノベーション創出協議会では、平成23年度から、四国の産業技術
の発展に貢献した企業等を表彰する「四国産業技術大賞」に加え、他社の模範
となる特筆すべき経営を行っている企業等を表彰する「四国でいちばん大切に
したい会社大賞」の２つの表彰制度を設けており、この度、2018イノベーショ
ン四国顕彰事業の受賞対象者を募集しています。
【表彰内容・募集期間】
・第23回 四国産業技術大賞
表彰区分：産業振興貢献賞、革新技術賞、技術功績賞
募集期間：平成３０年９月１日（土）～１０月３１日（水）
応募先：(一財)四国産業・技術振興センター（STEP）
・第８回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞
表彰区分：四国経済産業局長賞、中小企業基盤整備機構四国本部長賞、奨励賞
募集期間：平成３０年８月１７日（金）～１０月１６日（火）
応募先：(独)中小企業基盤整備機構四国本部
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.tri-step.or.jp/g-prize/index.html
■(5)「第74回香川の発明くふう展」作品募集のお知らせ（香川県、香川県発明協会、
大西・アオイ記念財団）
香川県、(一社)香川県発明協会、(公財)大西・アオイ記念財団では、県内の
青少年がものづくりを通じて、発明くふうする想像力や科学する心を育み、ひ
いては、本県における発明・考案の重要性の普及啓発と科学技術の振興を図る
ため、県内小・中・高校・特別支援学校・少年少女発明クラブ等の児童・生徒
の発明くふう作品を募集します。
【第74回香川の発明くふう展】
日 時：平成３０年１１月３日（土） １０：００～１５：３０
会 場：香川大学創造工学部 ６号館 ３階ゼミ室
（高松市林町２２１７-２０）
【作品受付期間】
平成３０年９月１１日（火）～１８日（火）9：00～16：00（土日･祝日を除く）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://kagawa-hatsumei.or.jp/promotion/kufuu/
■(6) 平成30年度予算「地域経済牽引事業支援事業費補助金（戦略分野における
地域経済牽引事業支援事業）」公募及び公募説明会のお知らせ（経済産業省）
経済産業省では、平成30年度地域経済牽引事業支援事業費補助金（戦略分野
における地域経済牽引事業支援事業）の公募を行っています。
また、本事業の公募に当たり、説明会が開催されます。
【補助率】
・中小企業者：１／３以内、非中小企業者：１／４以内
【１事業あたりの補助上限額】
・補助事業者数が２者の場合：5,000万円
・補助事業者数が３者の場合：7,500万円
・補助事業者数が４者以上の場合：１億円
（非中小企業者が含まれる場合は、補助事業者数にかかわらず5,000万円）
（非中小企業者への補助額は、補助額全体の１／２未満）
【公募期間】
平成３０年８月２４日（金）～ ９月１８日（火）１７時必着
【公募説明会】
日時：平成３０年８月３１日（金）14:30～15:30
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_b3/2_koubo/180823/180823.html
■(7)「ＣＮＦ活用を検討する企業」募集のお知らせ（四国経済産業局、ＳＴＥＰ）再掲
～ＣＮＦ提供企業･ＣＮＦ製造装置メーカーとＣＮＦ活用を検討する企業との
ビジネスマッチング in 四国～
四国経済産業局及びＳＴＥＰ(四国産業・技術振興センター)では、四国地域
でのＣＮＦ産業創出・拡大を目指し、『ＣＮＦ提供企業：カミ商事㈱・愛媛製
紙㈱』､『ＣＮＦ製造装置メーカー：㈱コスにじゅういち』と『ＣＮＦ活用を
検討する企業』とのビジネスマッチングを行います。
マッチングに当たり、ＣＮＦの活用を検討する企業の募集を行っています。
（専門家等のフォロー、試作用ＣＮＦサンプルの無償提供あり）
【募集期間】
平成３０年８月３日（金）～ ３１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/event/boshuu-4.html
■(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」
二次公募のお知らせ（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
する補助事業の二次公募を行っています。
【公募期間】
平成３０年８月３日（金）～ ９月１０日（月）当日消印有効
電子申請の場合は平成３０年９月１１日（火）15:00まで
【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、上限額:1,000万円
(2)一般型
補助率：一定要件を満たす者２／３以内、その他１／２以内、上限額:1,000万円
(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、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) 各種募集のお知らせ（香川県）再掲
○「第15回 国際水素・燃料電池展」香川県ブース出展者募集（９月２１日(金)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/wm7b3a180717175549.shtml
○ FOODEX JAPAN 2019「香川の希少糖」ブースの出展者募集（８月３１日(金)〆）
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/wntvmk180706153817.shtml
○ 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)」
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/wigjbq180809151726.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
■(10) 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」二次募集（９月１４日(金)〆）
http://www.kagawa-isf.jp/sien/chizai/kaigai/
○「起業等スタートアップ支援補助金」２次募集（８月２９日(水)〆）
http://www.kagawa-isf.jp/sien/hojokin/startup.htm
○ 平成30年度「商品化技術テーマ調査事業」募集（８月３１日(金)〆）
http://www.kagawa-isf.jp/sien/hojokin/syouhinka.htm
○「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
■(11) 海外ビジネス人材育成講座『英文契約書 入門編・基礎編』開催のお知らせ
（香川県、JETRO香川）再掲

香川県とJETRO香川は、JETRO香川内に設置した「香川県海外ビジネス展開促
進センター」の取組みの１つとして「海外ビジネス人材育成講座」をシリーズ
で実施しています。
今回は、9月25日に『英文契約書 入門編』、9月26日に『英文契約書 基礎編』
の２講座を開講します。
２講座通しでも、１講座からでもご参加いただけます。これから海外展開を
考えている方はもちろんのこと、すでに海外と取引をされている方も、海外ビ
ジネスへの知識習得やスキルアップ、そして実践のために、ぜひ本講座をご活
用ください。
○日

○場

時：平成３０年９月２５日（火）９：３０～１６：３０
『初心者のための英文ビジネスEメール入門』
平成３０年９月２６日（水）９：３０～１６：３０
『海外投資の進め方と現地ローカルマネジメント』
所：高松商工会議所会館 5階501会議室
（高松市番町2‐2‐2）

※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/wulxp6180820133217.shtml
■(12) 香川県プロフェッショナル人材戦略セミナー「小さいことはいいことだ」
開催のお知らせ（香川県プロフェッショナル人材戦略拠点）再掲
(公財)かがわ産業支援財団では、平成27年12月に「香川県プロフェッショナ
ル人材戦略拠点」を開設し、企業経営者の皆様へ「攻めの経営」への転換を促
し、潜在的な人材ニーズを掘り起こすことで、企業の成長戦略を具現化する人
材の獲得をサポートしています。
この度、下記のとおり、セミナーを開催します。
○日
○場

時：平成３０年９月４日（火）１４：００～１６：００
所：高松国際ホテル １階 瀬戸の間
（高松市木太町2191-1）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/topics/h30/20180808-020.pdf
■(13) かがわ健康関連製品開発フォーラム ICTビジネス部会 第7回勉強会
「健康寿命を延ばすツールで市場を拓く」開催のお知らせ
（かがわ健康関連製品開発フォーラム、かがわ産業支援財団、香川県）再掲
かがわ健康関連製品開発フォーラムでは、ICT（情報通信技術）を活用した
健康関連産業の創出・振興を支援するため、ICTビジネス部会第７回勉強会を
開催します。
○日
○場

時：平成３０年９月１３日（木）１８：３０～２０：３０
所：香川県社会福祉総合センター ７階 第二中会議室
（高松市番町1-10-35）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/medfere/schedulefile/20180913.html
■(14)「平成30年度 知的財産セミナー」第３回開催のお知らせ
（香川県知財総合支援窓口）再掲
香川県知財総合支援窓口では、県内の創業者や中小企業等の方々が、知的財
産の重要性や活用についての関心・意識を高め、知的財産を活用することによ
り、企業競争力の強化に繋げていくため、身近な事例などを交えながら、地域
に密着した知的財産に関するセミナーを、高松市、小豆島において、順次５回
開催しています。
第３回「ＩｏＴやＡＩを活用した中小企業のための事業戦略」
○日 時：平成３０年９月１４日（金）１４：００～１６：００
○場 所：ネクスト香川 ３階 大会議室
（高松市林町2217-44）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/topics/h30/20180815-020.pdf
また、次回以降の開催分については、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/topics/h30/20180711-010.pdf
第４回「著作権のトラブル事前回避」
○日 時：平成３０年１１月８日(木）１４：００～１６：００
○場 所：高松市（ネクスト香川3F 会議室）
第５回「販路拡大のための知財 （仮題）」
○日 時：平成３０年１２月１３日（木）１３:３０～１５:３０
○場 所：小豆島町（小豆島町役場西館 ２階 会議室５）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

