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香川県産業技術センターからのお知らせ
メール配信第18-25号 2019.2.22
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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
「溶接作業者育成法の現状と未来 －今治地域での取り組み－」
「切削加工の基礎 －切りくず処理編－」
◇香川県機能性表示食品等開発研究会 平成30年度第３回研究会
『機能性表示食品「大麦パンケーキミックス」の開発』
◇平成３０年度 地域中核企業創出・支援事業（高機能素材活用産業創出・支援事業）
四国ＣＮＦプラットフォーム事業・香川県ＣＮＦ等高機能素材製品開発支援事業
「ＣＮＦ製造セミナー」のご案内（再掲）
【公募】
■(1) 各種公募のお知らせ（経済産業省）
■(2)「2019年度 地方発明表彰」募集のお知らせ（発明協会）再掲
■(3) 平成31年度予算「戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）」公募
開始のお知らせ（経済産業省）再掲
■(4) 各種募集のお知らせ（香川県）再掲
【セミナー・講習会等】
■(5) 平成30年度「さぬきの夢」製麺講習会開催のお知らせ
（香川県、香川県製粉製麺協同組合、かがわ農産物流通消費推進協議会）
■(6) 海外ビジネス人材育成講座『貿易実務に役立つ通関知識講座』『貿易実務
業務の盲点とクレーム対応』開催のお知らせ（香川県、JETRO香川）
■(7)「微細構造デバイス研究開発フォーラム平成30年度セミナー」開催のお知らせ
（微細構造デバイス研究開発フォーラム）
■(8) 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）
■(9)「改元に伴う情報システム改修等への対応について説明会」開催のお知らせ
（四国経済産業局）再掲
■(10)「海外ビジネス人材育成講座『ビジネス英語
お知らせ（香川県）再掲

初級編・応用編』開催の

■(11)「香川県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、
まんのう町商工会）再掲
-----------------------------------------------------------------------◇かがわ次世代ものづくり研究会 平成30年度講習会
「溶接作業者育成法の現状と未来 －今治地域での取り組み－」
「切削加工の基礎 －切りくず処理編－」
○日
○場
○申

時：平成３１年２月２７日（水）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３１年２月２６日(火)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。
https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/04/19-02.html#05
◇香川県機能性表示食品等開発研究会 平成30年度第３回研究会
『機能性表示食品「大麦パンケーキミックス」の開発』
○日
○場
○申

時：平成３１年３月１日（金）１３：３０～１５：３０
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）
込：香川県産業技術センター食品研究所あて平成３１年２月２６日(火)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。
https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/04/19-03.html#02

◇平成３０年度 地域中核企業創出・支援事業（高機能素材活用産業創出・支援事業）
四国ＣＮＦプラットフォーム事業・香川県ＣＮＦ等高機能素材製品開発支援事業
「ＣＮＦ製造セミナー」のご案内（再掲）
○日
○場
○申

時：第１回：平成３１年３月７日(木) １３：３０～ １６：４５
第２回：平成３１年３月８日(金)
〃
（第１回、第２回とも同内容となります）
所：香川県産業技術センター ３階 視聴覚室 等
（高松市郷東町587-1）
込：四国産業・技術振興センターあて平成３１年２月２８日(木)までに、
FAX(087-851-7027)又はE-mail(cnf@tri-step.or.jp)で。

※詳しくは、当センターHPをご覧ください。
https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangi/04/19-03.html#01
■(1) 各種公募のお知らせ（経済産業省）
経済産業省では、各種の公募を行っています。
○平成31年度「国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金（ＪＡＰＡＮブラン
ド育成支援事業）」の公募
【公募期間】
平成３１年２月１８日（月）～ ３月１８日（月）１７時必着
【補助率、補助金額】
・戦略策定支援事業
補助率：２／３以内、補助金額：200万円以内（下限50万円）
・ブランド確立支援事業
補助率：１年目～２年目 ２／３以内、３年目 １／２以内、
補助金額：2,000万円以内（下限：100万円）
※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/190218/190218.html
○平成31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）の公募及び公募説明会の開催
【公募期間】
平成３１年２月１５日（金）～ ４月１日（月）１７時必着
【補助率、補助上限額】
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１者の場合 2,500万円、２者の場合 5,000万円、
３者の場合 7,500万円、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
※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/190218/190218.html
○平成31年度予算「商業・サービス競争力強化連携支援事業（新連携支援事業）」
の公募
【公募期間】
平成３１年２月１５日（金）～ ４月１９日（金）１７時必着
【補助事業期間と補助率等】
補助事業期間：2年度（2年度目は、原則、初年度の交付決定額と同額が上限）
補助金額(上限額)：初年度3,000万円以下
補助率：(一般型) １／２以内
(IoT、AI、ブロックチェーン等先端技術活用型) ２／３以内
※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/190215_a/190215.html
○平成31年度「国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金(地域産業資源活用事業、
小売業者等連携支援事業)」の公募
【公募期間】
平成３１年２月７日（木）～ ３月７日（木）１７時必着
【補助率・補助額】
補助対象経費の1／2以内、補助上限額 500万円
ただし、4者以上の共同申請案件の場合、2／3以内(1回目)、1／2以内(2～3回目)、
補助上限額2,000万円
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2019/190207ChiikiShigenKoubo.htm
○平成31年度「国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金(農商工等連携事業)」
の公募

【公募期間】
平成３１年２月７日（木）～ ３月７日（木）１７時必着
【補助率・補助額】
補助対象経費の1／2以内、補助上限額 500万円
ただし、機械・ＩＴ等を用いて農林漁業の生産性向上を目的とした事業の場合、
2／3以内(1回目)、1／2以内(2～3回目)、補助上限額1,000万円(1回目)、500万円(2～3回目)
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/noushoko/2019/190207NoushokouKoubo.htm
■(2)「2019年度 地方発明表彰」募集のお知らせ（発明協会）再掲
地方発明表彰は、各地方における発明の奨励・育成を図り、科学技術の向上
と地域産業の振興に寄与することを目的として大正10年に開始されたものです。
全国を８地方（北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州）に分
けて実施しており、それぞれの地方から生まれた、優れた発明等を募集してい
ます。
【応募受付期間】
平成３１年２月１日（金）～ ３月２９日（金）所在地の地域発明協会等必着
【表彰】
・発明等に関する表彰
◇特別賞
文部科学大臣賞、特許庁長官賞、中小企業庁長官賞、経済産業局長賞、
発明協会会長賞、日本弁理士会会長賞、知事賞 等
◇発明奨励賞
・実施に関する表彰
◇実施功績賞
・発明奨励に関する表彰
◇奨励功労賞
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://koueki.jiii.or.jp/hyosho/chihatsu/H31/chihatsu_boshuyoko.html
■(3) 平成31年度予算「戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）」公募
開始のお知らせ（経済産業省）再掲
先般、事前予告が行われていました、平成31年度予算「戦略的基盤技術高度
化支援事業(サポイン事業)」の公募が開始されました。
本事業は、中小企業・小規模事業者による情報処理、精密加工等のものづく
り基盤技術の向上を図ることを目的として、中小企業・小規模事業者が大学・
公設試等と連携して行う、研究開発や試作品開発、その成果の販路開拓に係る
取組等を一貫して支援します。
なお、本事業は、平成31年度予算の成立を前提としており、事業実施には
当該予算の国会での可決・成立が必要となります。
【公募期間】
平成３１年１月２８日（月）～ ４月２４日（水）17時必着
【補助事業期間・補助上限額等】
補助事業期間：2年度または3年度
補助金額(上限額)：単年度あたり4,500万円以下、3年間の合計で9,750万円以下
補助率：中小企業・小規模事業者等：2／3以内
大学・公設試等：定額
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2019/190128mono.htm
■(4) 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
■(5) 平成30年度「さぬきの夢」製麺講習会開催のお知らせ
（香川県、香川県製粉製麺協同組合、かがわ農産物流通消費推進協議会）
「さぬきの夢」の利用促進を図るため、「さぬきの夢」をブレンドした小麦
粉による製麺講習会を、香川県製粉製麺協同組合、かがわ農産物流通消費推進
協議会との共催で、初めて開催します。
講習会では、「さぬきの夢」の小麦粉の特性の説明や製麺実技等を行い、
「さぬきの夢」について、一層の理解促進と利用拡大を図ります。
○「さぬきの夢」の特性と製麺時の留意点について
日 時：平成３１年２月２８日（木）１４：３０～１６：３０
場 所：吉原食糧株式会社 開発室
（坂出市林田町4285‐152）
○「さぬきの夢」とその製麺適性について
日 時：平成３１年３月１４日（木）１４：３０～１６：００
場 所：丸亀市綾歌総合文化会館（アイレックス） 調理実習室
（丸亀市綾歌町栗熊西1680番地）

○「さぬきの夢」の特徴（製粉、製麺）について
日 時：平成３１年３月１９日（火）１４：００～１６：３０
場 所：ホーコク製粉株式会社
（観音寺市粟井町2227）
※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_3/dir6_3_3/wzduhn190220091709.shtml
■(6) 海外ビジネス人材育成講座『貿易実務に役立つ通関知識講座』『貿易実務
業務の盲点とクレーム対応』開催のお知らせ（香川県、JETRO香川）
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、３月12日に『貿易実務に役立つ通関知識講座』、13日に『貿易実務
業務の盲点とクレーム対応』を開催します。
○日

○場

時：『貿易実務に役立つ通関知識講座』
平成３１年３月１２日（火）９：３０～１６：３０
『貿易実務業務の盲点とクレーム対応』
平成３１年３月１３日（水）９：３０～１６：３０
所：高松商工会議所会館 ２階 201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。
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/ww3lbz190214134235.shtml
■(7)「微細構造デバイス研究開発フォーラム平成30年度セミナー」開催のお知らせ
（微細構造デバイス研究開発フォーラム）
微細構造デバイス研究開発フォーラム（事務局：(公財)かがわ産業支援財団）
では、香川大学創造工学部などの関係機関と協力して定期的にセミナーを開催
しています。
今回は、安心・安全に係るMEMS技術のほか、MEMS技術を活用したシステムの
実例について御講演いただきます。
○日
○場

時：平成３１年３月１４日（木）１３：３０～
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/
■(8) 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）
香川県では、事業活動における省エネルギー行動等の取組みを促進するため、
省エネルギーの手法や効果を解説する「省エネルギー講座」を平成24年度から
実施しています。
今回は、高松商工会議所との共催で、実際の事例を中心に、事業所における
省エネ対策をわかりやすく説明します。
また、平成31年度の国の補助金制度等についてもご紹介します。
○日
○場

時：平成３１年３月１９日（火）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2-2-2）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/chikyu/saving/jigyou_top/kouza.shtml
■(9)「改元に伴う情報システム改修等への対応について説明会」開催のお知らせ
（四国経済産業局）再掲
新元号については、国民生活への影響を最小限に抑える観点から、改元に先
立ち、４月1日に公表される予定です。
これを受けて、四国経済産業局としても、改元に伴う情報システム改修等の
対応について万全を期すことを目的に、民間企業等の皆様に、想定される段取
りや工程、留意すべき点等について情報提供を行うべく、説明会を実施いたし
ます。
○日

○場

時：平成３１年２月２７日（水）
【午前の部】１１：００～１２：３０
【午後の部】１４：００～１５：３０
※午前の部、午後の部とも同じ内容です
所：高松サンポート合同庁舎 南館１階 １０１大会議室
（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/jouhou/3_event/190208/190208.html

■(10)「海外ビジネス人材育成講座『ビジネス英語
お知らせ（香川県）再掲

初級編・応用編』開催の

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、2月27日・28日にレベル別にビジネス英語講座を
開催します。
１日目は初級者の方を対象に、ビジネス英語、特に英文ビジネスメールの基
本表現を学びます。
２日目は、更に上を目指す方を対象に、海外企業との商談勧誘やフォローア
ップのポイント、自分の要望や意図を海外企業に効果的に伝える英語表現等を
学びます。
○日
○場

時：平成３１年２月２７日（水）９：３０～１６：３０『初級編』
２８日（木）９：３０～１６：３０『応用編』
所：高松商工会議所会館 ２階 201会議室
（高松市番町2ー2ー2）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_2/dir6_2_5/w4bidu190111160224.shtml
■(11)「香川県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、
まんのう町商工会）再掲
香川県よろず支援拠点では、まんのう町商工会との共催で、「経営者の言葉
の育て方」と題してセミナーを開催します。
○日
○場

時：平成３１年３月１２日（火）１８：３０～２０：３０
所：まんのう町商工会 ２階 会議室
（仲多度郡まんのう町吉野下281-1）

※詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.kagawa-isf.jp/topics/h30/20190125-020a.pdf
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■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
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

