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【１】「平成２２年度公募型ものづくり短期研究開発事業」および 

「平成２２年度ものづくりＯＲＴ型技術移転事業」募集のお知らせ 



 

 「公募型ものづくり短期研究開発事業」は、企業様の直面している技術 

的な課題について、企業様に代わって短期間で解決し、その成果をすみや 

かに企業様に移転することで、企業様の製品開発を支援する事業です。  

 

 「ものづくりＯＲＴ型技術移転事業」は、ハイテクプラザの所有する技 

術を県内中小企業の皆様に広くご活用いただくことを目的として、技術習 

得を希望される企業様から従業員様等をハイテクプラザに派遣いただき、 

マンツーマン（あるいは１社数名）の研修により確実に技術を身に付けて 

いただく事業です。  

 

 現在、研究課題および研修生を募集しておりますので、ふるってご応募 

ください。詳しくは、下記ハイテクプラザ企画連携部産学連携科までお問 

い合わせ下さい。 

 

 なお、ホームページでもご案内しております。 

  短期研究：http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id667.php 

  ＯＲＴ ：http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id668.php 

 

○お問い合わせ先  

  ハイテクプラザ企画連携部産学連携科 

   電話：０２４－９５９－１７４１ 
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【２】しらかわ・地域産業６次化ネットワーク「第２回交流会」開催の 

   ご案内＜New＞ 

 

 地域資源、地域力を発揮しながら、１ 次・２次・３ 次産業が様々な 

形で融合した新たな地域産業の創出を目的に、地域における農林漁業者 

と商工業者等の情報交換、マッチングを図っていくため、「しらかわ・ 

地域産業６次化ネットワーク第２ 回交流会」を開催いたします。 

 どなたでも参加できます。ネットワークに加入のうえ、ぜひ交流会に 

ご参加下さい。 

 また同時開催として「ハイテクプラザによる出前技術相談会」も開催 

します。多数の御参加をお待ちしております。 



 

※「しらかわ・地域産業６次化ネットワーク」とは？ 

 農林漁業者と商工業者の情報共有、マッチング、新たな商品づくりへ 

の支援の場として県が新たに設置するものです。 

 活動としては、交流会（年 3回）、先進地視察、会員の商品等のキャ 

ンペーン等を行います。 

 

■会 期 2010 年 9 月 15 日(水) 13:30－16:00 

■会 場 ルネサンス棚倉 パルテノン 

     （福島県東白川郡棚倉町大字関口字一本松 43-1） 

■内 容 

 ○事例発表・話題提供（13:30～） 

  ・農産物の加工品のプロデュースとプロモーション 

    有限会社コートヤード 代表取締役 新田美砂子 氏 

  ・瞬間冷凍技術による新たな素材活用、食品加工の開発 

    株式会社川仙食品 代表取締役 鴇巣信裕 氏 

  ・「ふくしま市場」から見た売れる逸品、求められる逸品 

    ふくしま市場 店長 櫻田武 氏 

 ○テーマ別交流会（14:30～） 

  （１）新たな商品のコンセプトをどの様に見つけるか 

    ～ 米粉製品やトマト等地域資源をいかした商品づくり～ 

  （２）新たな加工技術を如何にいかすか 

    ～ 新たな冷凍技術等をいかした商品展開、ブランドづくり～ 

  （３）消費者の目が向く商品、売れる商品とは 

    ～ 首都圏への販売戦略、総合ブランドの確立～ 

 ◎[同時開催]ハイテクプラザによる個別相談会（13:35～） 

  ・食品加工や加工機械等に関する個別相談会を開催します。 

  ・事前申込み制（基本）です。 

  ・当日飛び込みの相談も対応します。（但し、事前予約が優先です）、 

■主 催 しらかわ・地域産業６ 次化推進協議会、 

     福島県県南地方振興局、福島県県南農林事務所 

■申込み方法・締切 

 次の「参加申込書」をご利用の上、平成 22 年 9 月 10 日(金)までに、福 

島県県南農林事務所企画部まで FAX または E-mail でお申し込み下さい。  

 なお個別相談については、希望相談時間が重なった場合は申込み順を 

優先いたします。  



 

・案内パンフレット（PDF 形式） 

  白河地域産業６次化ネットワーク第２回交流会.pdf 

    http://www.fukushima-iri.jp/uploads/shirakawa_koryukai.pdf 

・参加申込書（一太郎形式）  

  参加申込書.jtd 

  http://www.fukushima-iri.jp/uploads/shirakawa_koryukai_moushikomi.jtd 

 

 詳細は、下記ホームページをご覧ください。 

 http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id751.php 

 

○申込方法・お問い合わせ 

 福島県県南農林事務所企画部 

  〒961-0971 白河市昭和町 269 

   電話 ０２４８－２３－１５７６ 

   FAX  ０２４８－２３－１５９０ 

   E-mail shirakawa_6@pref.fukushima.jp 
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【３】（独）産業技術総合研究所 東北巡回サテライト郡山のご案内 

                             ＜New＞ 

 独立行政法人産業技術総合研究所東北センターでは、下記の要領で郡 

山市において巡回サテライトを開催することとなりました。技術相談に 

加えて、各企業の皆様のご希望により、各種経営相談も行います。ぜひ 

ご参加ください。  

 

○日 時 平成２２年９月２８日（火） １０時～１７時  

 

○会 場 福島県ハイテクプラザ 会議室  

 

○主 催 （独）産業技術総合研究所東北センター  

 後 援 福島県ハイテクプラザ  

 協 力 （独）中小企業基盤整備機構東北支部  

     東北イノベーション・ネットワーク会議  

 



○内 容 １．技術相談、研究開発相談  

      （独）産総研 東北センター 担当者  

     ２．経営相談（ご要望がある場合のみ、実施いたします）  

      （独）中小機構 東北支部 経営支援アドバイザー  

○相談料 無料  

 

○申し込み等  

     下記申込書にご記入の上、下記あて、FAX またはメールでお申 

    し込みください。  

 

   ・申込書（PDF 形式） 

    http://www.fukushima-iri.jp/uploads/junkai_satellite.pdf 

 

○締 切 経営相談 平成２２年９月１３日（月）  

     技術相談 平成２２年９月２２日（水）  

     ※経営相談は、あらかじめお申し込みが必要です。  

     ※技術相談は、当日でも空き時間があればお受けできる場合 

      がありますが、できる限り事前にお申し込みください。  

 

 下記ホームページもご覧ください。 

 http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id750.php 

 

○問い合わせ及び申し込み先  

（独）産業技術総合研究所 東北センター 巡回サテライト担当 松永  

 ＴＥＬ ０２２－２３７－０９３６、０７０－６９５３－８４０４  

 ＦＡＸ ０２２－２３１－１２６３  

 E-mail tohoku-t-satellite@m.aist.go.jp  
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【４】「第４回うつくしまものづくり大賞」募集のお知らせ＜New＞ 

 

 福島県では、下記により「第４回うつくしまものづくり大賞」を募集 

しております。ふるってご応募ください。 

 

１ 開催趣旨 



  「うつくしまものづくり大賞」の顕彰制度を通じて、優れた機能に 

 うつくしいデザインを併せ持つ「うつくしいものづくり」の理念に基 

 づく製品開発を促進することを目的に実施します。 

 

２ 募集対象 

  伝統的な技術・技能、先端技術、地域の資源等を活用し、生活文化 

 を向上させる高品質、高機能なうつくしいものづくりを実現した製品 

 とします。 

  ただし、食品を除く、平成１９年４月１日以降に商品化された最終 

 製品とします。（平成１９年３月３１日以前に商品化しているが、改 

 良後３年以内の製品も含みます。） 

  また、他の製品の産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標 

 権）を侵害しないものに限ります。 

 

３ 応募資格 

  県内の事業者（県内に事業所を有する事業者）またはこれらの事業 

 者で構成するグループ 

 

４ うつくしまものづくり大賞 

  各賞は次のとおりです。 

  （１）大賞・・・・・・・・・１点 

  （２）優秀賞・・・・・・・・１点 

  （３）特別賞・・・・・・・・１点 

  （４）クリエイティブ賞・・・数点 

  ①入賞製品のカタログを作成し、広く配布します。  

  ②ホームページ「福島県の産業人材育成」において入賞製品や審査 

   講評を公開するとともに、各種広報媒体やものづくりに関するイ 

   ベント等でＰＲします。 

 

５ 応募期間 

  平成２２年８月２日（月）～１０月８日（金）（消印有効） 

 

 応募方法などの詳細は、下記ホームページをご覧ください。 

  http://www.pref.fukushima.jp/syoko/jinzai/05_mono/A01.htm 

 

○お問い合わせ先 



 福島県商工労働部産業人材育成課 

  電話 ０２４－５２１－７３００（直通） 

  FAX  ０２４－５２１－７９３２ 

  E-mail jinzai@pref.fukushima.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【５】「公益財団法人 福島県産業振興センター 技術支援部 

   （テクノ・コム）研修」のお知らせ ＜New＞ 

 

 公益財団法人福島県産業振興センター技術支援部（テクノ・コム）と 

ハイテクプラザでは、県内企業の皆様を対象とした研修を実施しており 

ます。現在、下記研修の参加募集をしております。皆様のお申し込みを 

お待ちしております。 

 

○【ISO14001 内部監査員養成セミナー】 

 日 程 ９月３０日、１０月１日、１０月７日、８日 

 （締切を９月８日に延長しました。） 

 

○【Access 初級講座】 

 日 程 ９月２８日、２９日 

 内 容 Access を基礎から学べます。 

 

○【ＦＰＧＡによるディジタル回路の設計法】 

 日 程 １０月６日、７日、８日 

 内 容 回路設計のポイントについて実習を通して学びます。 

 

○【環境セミナー ものづくり企業に求められる環境対策・入門編】 

 日 程 １０月２６日 

 内 容 環境対策について広く学ぶことができます。 

 

 会場はいずれも福島県ハイテクプラザです。 

 詳細はテクノコムホームページをご覧下さい。 

 http://fukushima-techno.com/ 

 

○お問い合わせ先 



  （公財）福島県産業振興センター 技術支援部（テクノ・コム） 

   電話：０２４－９５９－１９２９ 
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【６】「平成２２年度 無料発明相談会」のお知らせ 

 

 社団法人発明協会福島県支部の主催により、ハイテクプラザ及び各技 

術支援センターにおいて、特許・実用新案・意匠・商標・著作権等、知 

的財産権に関する相談を無料で受ける無料発明相談会を開催します。 

 ご相談は予約制ですので、日程表をご確認のうえ、社団法人発明協会 

福島県支部まで電話にてお申し込み下さい。 

 

○日時・場所等（日程表） 

 下記ホームページの日程表をご覧下さい。 

 http://www.fukushima-iri.jp/uploads/niteihyou.pdf 

 

○お申込み方法 

 社団法人発明協会福島県支部まで、電話でお申し込みください。 

 

○平成２２年９月上～中旬の開催予定日は次のとおりです。 

       開催会場          開催日時 

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 郡  山：福島県ハイテクプラザ    9/ 6（月）( 9:00～) 

 福  島：福島技術支援センター    9/13（月）( 9:00～) 

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○お問い合わせ先 

  （社）発明協会福島県支部 

   電話：０２４－９５９－３３５１（担当：吉成） 

   （ ＨＰ：http://www.jiii-fukushima.org/ ） 
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【あとがき】 

 日中はまだきびしい暑さが続いておりますが、朝夕はようやく涼しさ 

を感じる時期になってまいりました。みなさまいかがお過ごしでしょう 



か。 

 ハイテクプラザでは、技術相談・機器使用・依頼試験など、みなさま 

のご利用を心よりお待ちしております。 

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

「バックナンバーのお知らせ」 

ハイテクプラザ・ニュースフラッシュのバックナンバーにつきましては、 

下記のホームページにございますので、ご利用ください。 

  ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/publicity/backnumber/ 

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

 

【編集・発行】 

 〒963-0215 

  郡山市待池台１－１２ 

  福島県ハイテクプラザ企画連携部企画管理科 

   電話: 024-959-1736 FAX: 024-959-1761 

   E-mail: newsmaster@fukushima-iri.jp 

   ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/ 

 

 ○配信停止、メールアドレス変更等のお知らせは上記宛にお願いいた 

  します。 

 ○なお、配信先のメールアドレスが不明等として、長期（３ヶ月程度 

  ）に渡り、配信が行えない場合、断り無く登録を削除させていただ 

  くことがあります。メールアドレスを変更される場合は、忘れずに 

  ご連絡をお願いいたします。 

 ○ハイテクプラザ・ニュースフラッシュの記事については、私的利用 

  の範囲内で使用し、無断転載、無断コピーなどはご遠慮ください。 


