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ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第191号

--------------------------------------------------------------

                                          平成25年3月18日発行

「ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ」は福島県ハイテクプラザ

が県内企業の皆様へ当所および関係機関が実施する各種事業等につい

て、ご案内するメールマガジンです。

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲ トピックス ▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

【1】 平成24年度「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等

      支援補助金」の1次公募が開始されました

【2】 再生可能エネルギー特別セミナー ～知的財産の活用～

【3】 成長産業分野新規参入促進事業（事業者向け講座）

【4】 第3回福島県再生可能エネルギー関連産業推進研究会

   「新生ふくしま」再生可能エネルギー関連産業の集積に向けて

   ～新年度における各種取組への支援策について～のご案内

【5】 「福島県廃炉・除染ロボット技術研究会」の設立について

【6】 ふくしま知的財産支援センターからのお知らせ 

【7】 ［知財総合支援窓口］のご案内

【8】 平成25年度［東北地方発明表彰］募集のご案内 <NEW!!>  

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

【1】平成24年度「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」の1次公募

     が開始されました

     http://www.chuokai.or.jp/josei/24mh/koubo20130315.html

○事業の概要
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 この補助金では、きめ細かく顧客ニーズをとらえる創意工夫に取り組むために、中小企業経営力強化支

援法の認定経営革新等支援機関（認定支援機関）と連携しつつ、ものづくり中小企業・小規模事業者が

実施する試作開発や設備投資等を支援します。

◇採択目標件数  全国10，000件（3回程度に分けて公募・採択予定）

◇補助金額    補助額：100万円～1，000万円、 補助率：2/3

○対象者

 日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者であり、以下の要件を満たす者が対象となります。

 (1)顧客ニーズにきめ細かく対応した競争力強化を行う事業であること。

  (2) 認定支援機関に事業計画の実効性等が確認されていること。

  (3)「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用した事業であること。

   ※同法の認定を受けた研究開発計画である必要はありません。

○対象経費

 原材料費、機械装置費、外注加工費、技術導入費、直接人件費、委託費、知的財産権関連経費、専門家

謝金、専門家旅費、運搬費、雑役務費

○その他

・複数の者（補助対象者に限る）が共同で1事業に申請することも可能。

・本事業で開発した試作品は、性能評価のため試験機関やユーザーに必要な個数を無償譲 渡・無償貸与

することも可能。 

・また、試作品を有償で譲渡するテスト販売についても可能。

・同一者での申請は、原則1つ。（取組内容が異なる場合に限り、複数を認めます。）ただし、採択は1

件。

○公募期間

 本事業は、複数回の公募を予定しております。

 また、今回の公募は、2段階の締め切りを設定しております。
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 第一次締め切り分については、4月下旬を目処に、第二次締め切り分は5月中を目処に採択を行う予定で

す。

・受け付け開始 ：平成25年3月15日（金）

・第一次締め切り：平成25年3月25日（月）〔当日消印有効〕

・第二次締め切り：平成25年4月15日（月）〔当日消印有効〕

※必ず郵送、宅配便等により送付していただくようお願いいたします。

※お問合せ時間は、10:00～12:00、13:00～17:00／月曜～金曜（祝日除く）となります。

○申請先

 補助事業の主たる実施場所を担当する各県中小企業団体中央会となります。

 

 ■青森県事務局

 青森県中小企業団体中央会 http://jongara.net/

 電話017-777-2325

 公募情報http://jongara.net/blog/archives/963

 ■岩手県事務局

 岩手県中小企業団体中央会 http://www.ginga.or.jp/

 電話019-624-1363

 公募情報http://www.ginga.or.jp/index.php?itemid=1042

 ■宮城県事務局

 宮城県中小企業団体中央会 http://www.chuokai-miyagi.or.jp/

 電話022-222-5560

 公募情報http://www.chuokai-miyagi.or.jp/sonota/H24mono/

 ■秋田県事務局
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 秋田県中小企業団体中央会 http://www.chuokai-akita.or.jp/

 電話018-863-8701

 公募情報https://www.chuokai-akita.or.jp/event/event.asp?id=842

 ■山形県事務局

 山形県中小企業団体中央会 http://www.chuokai-yamagata.or.jp/

 電話023-647-0360

 公募情報http://www.chuokai-yamagata.or.jp/chuokai/info/73_index_msg.html

 ■福島県事務局

 福島県中小企業団体中央会 http://www.chuokai-fukushima.or.jp/

 電話024-536-1261(代）

 公募情報http://www.chuokai-fukushima.or.jp/monozukuri/index.html

○問い合わせ先

 ◆申請書の記載方法等のご質問、認定支援機関に関する内容について

   上記、東北各県地域事務局（各県中小企業団体中央会）

 ◆補助制度に関する詳細な内容について

   東北経済産業局 地域経済部 産業技術課

   電話：022-221-4897

   担当：高橋、菊池

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2】再生可能エネルギー特別セミナー ～知的財産の活用～

 製品開発において、新たな技術の開発、自社の商品・サービスへのネーミング、

製品・キャラクターのデザイン等を権利化することは、自社と他社を差別化するた

めの経営活動上の強力なツールとなる重要な手段です。
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 今回の特別セミナーでは、知的財産の有効性や活用方法、知財活動支援紹介、

企業の知財活用事例などについて、幅広くご講演いただきます。

 ご興味のある方はぜひご参加ください。

○日 時   平成25年3月22日（金）15:00～17:00

○場 所   ホテル福島グリーンパレス 3階 葵の間

     （福島市太田町13番53号 TEL 024-533-1171）

○内 容  講演1「弁理士会のシーズ－ニーズマッチング支援提案」

        講師：日本弁理士会 弁理士 鈴木正剛 氏

     講演2「福島県発明協会の知財支援策と事例紹介」

        講師：一般社団法人福島県発明協会 知財アドバイザー 四柳秀哉 氏

     講演3「バイオマスエネルギー発生装置に係る知財の活用」

        講師：國分農場有限会社 代表取締役 國分俊作 氏

○申込締切 3月19日（火）

○参加費用 無料

○申込方法 

  下記URLをご参照ください。

URL ：  

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?

DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=34411
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○お問い合わせ先

 福島県商工労働部産業創出課

 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号

 TEL    : 024-521-7282 

 FAX    : 024-521-7935

 E-mail : saiene-sangyo@pref.fukushima.lg.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【3】 成長産業分野新規参入促進事業（事業者向け講座）

   「福島県の再生エネルギー産業育成に向けた取り組み」

○日 時   平成25年3月26日（火）13:00～

○場 所   アピオスペース

          福島県会津若松市インター西90番地

          アクセスマップ URL : http://www.apio.or.jp/accsess.html

○講 師   福島県産業創出課 再生可能エネルギー産業担当 

                                         大越 正弘 氏

○詳細な内容については、こちらをご覧ください。

 URL ： http://www.aizu-koyou.net/skillup/entrepreneur/90

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【4】第3回福島県再生可能エネルギー関連産業推進研究会

   「新生ふくしま」再生可能エネルギー関連産業の集積に向けて

   ～新年度における各種取組への支援策について～のご案内
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 福島県では復興計画の柱に再生可能エネルギーの推進を掲げ、昨年７月の当研

究会の設置を始め、関連産業の集積・育成に向けた各種取組を行っております。

 今回は、間もなく平成25年度を迎えることから、国などの各種団体の事業の

実施状況や支援制度を会員の皆様にタイムリーに紹介し、皆様の今後の事業展開

にお役立て頂きたいと思います。

 年度末のお忙しい中、誠に恐縮ですが、万障お繰り合わせの上ぜひご参加ください。

○日  時 平成25年3月27日（水）13時～14時30分

○場  所 ホテルサンルートプラザ福島 2階「芙蓉」

       （福島市大町7-11  TEL:024-525-2211）

○内  容 モデレーター 研究会長 服部 靖弘

      プレゼンテーション

      ・「太陽光発電事業実施状況と新年度に向けた支援制度について」

         一般社団法人太陽光発電協会 事務局長 茅岡日佐雄

      ・「浮体式洋上風力発電実証研究事業の概要について」

          東京大学 大学院工学系研究科教授 石原孟

      ・「国の平成25年度再生可能エネルギー関連事業支援策」

         文部科学省、農林水産省、資源エネルギー庁

      ・「福島大学における人材育成事業」

         福島大学 理工学群共生システム理工学類教授 渡邊明

○申込締切 3月26日（火）

      ※ 会場の都合上、満員になり次第、お申込みを御遠慮頂くことがあります。

○参加費用・申込方法

 参加費用は「無料」です。研究会へご入会の上、「参加申込書」に必要事項を記入し、

  3/26までに郵送・FAXでお申し込みください。
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○URL http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?

DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=34715

○送付先・お問い合わせ 

 福島県商工労働部産業創出課

 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号

 TEL 024-521-8286 FAX 024-521-7935

 E-mail saiene-sangyo@pref.fukushima.lg.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【5】 「福島県廃炉・除染ロボット技術研究会」の設立について

                                          福島県ハイテクプラザ

               

 現在、東京電力（株）福島第一原子力発電所の廃止措置に向けては、政府が取組む

「建屋内高濃度除染技術」及び「格納容器漏洩箇所特定・補修・内部調査に係る技術」

の２つの技術開発について、東芝（株）、（株）日立GE ニュークリア・エナジー、

三菱重工業（株）の国内プラントメーカー3社がベンダーを募集したり、関連する機械

・装置開発に関する福島ワークショップの開催により、県内企業への技術エントリーの

募集が行われたところです。

 このような動きがある中、福島県内企業においては、今後、メーカーからの発注の他、

関連する新たな技術開発が必要とされると見込まれます。

 そこで、ハイテクプラザでは、除染のための遠隔操作装置を含む、「廃炉・除染に特化

したロボット開発」に関する各メーカーからの情報や、国、県などからの有用情報の共有

化を行い、廃炉のための機器・装置開発等に迅速に対応できる産学官のネットワーク構築

を目的として、「廃炉・除染ロボット技術研究会」を発足することとしました。
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○詳細及び申込みについては、こちらをご覧下さい。

URL ： http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/news/news-41.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【6】ふくしま知的財産支援センターからのお知らせ

○知財専門家巡回相談会

 平成24年度の弁理士による、知的財産権に関する無料の相談会は

 全日程を終了しました。

 平成25年度の日程は作成次第ご案内いたします。

 

○お問い合わせ・申込先

 一般社団法人福島県発明協会（ふくしま知的財産支援センター）

 TEL    : 024-959-3351

 FAX    : 024-963-0264

 E-mail : j3i-f@nifty.com

 URL   : http://www.fukushima-i.org/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【7】［知財総合支援窓口］のご案内

 

   ☆ ☆ 知的財産権に関する無料相談窓口 ☆ ☆

○知財総合支援窓口

一般社団法人福島県発明協会（ふくしま知的財産支援センター）で
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は、知的財産権（特許、実用新案、意匠、商標、著作権など）に関

する無料相談窓口として、知財総合支援窓口を開設しております。

知財総合支援窓口には、窓口担当者（知財アドバイザー）が常駐し

て、中小企業等が抱える課題の解決に向けて、相談・支援を無料にて

行っています。

・窓口担当者が課題を把握し、最適な解決策を提案します。

・専門性の高い課題は、知財専門家と共同で解決支援いたします。

 （専門家を活用した相談・支援も無料で行っています）

・知財以外の支援が適切な場合は、他の支援機関をご紹介します。

・必要に応じて、訪問相談も行っております。

経営課題の解決に知的財産が活用できるかもしれません。

お気軽に、知財総合支援窓口へご連絡ください。

秘密厳守で対応いたします。

  --------------------------------------------------------

○お問い合わせ先

 知財総合支援窓口（一般社団法人福島県発明協会）

 TEL    : （窓口直通）   024-963-0242

        （ナビダイヤル） 0570-82100

 FAX    : 024-963-0264

 URL   : http://www.fukushima-i.org/

 E-mail : 上記URLから各窓口担当のメールアドレスをご確認ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【8】平成25年度［東北地方発明表彰］募集のご案内 <NEW!!>
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主催：公益社団法人発明協会  共催：一般社団法人福島県発明協会

 発明協会では、地域産業に貢献している特許、実用新案、意匠を有し、実施効果

のある優れた技術を募集しておりますので、この機会に是非ご応募ください。

応募資格：福島県内に事業所等を有する、又は事業等を行う法人

応募締切：平成25年3月29日（金）

応募先 ：一般社団法人福島県発明協会

[応募方法]

 所定の応募書類に必要事項をご記入の上、福島県発明協会へご提出

 ください。

 下記URLより応募書類のダウンロードが可能です。

 URL：http://koueki.jiii.or.jp/

 （応募書類は福島県発明協会でも受け取れます）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【あとがき】

 今年度も残りわずかとなりましたが、みなさまはいかが

お過ごしでしょうか。来年度も皆様のお役にたつ情報を発

信させていただきますので、よろしくお願いいたします。

 ハイテクプラザでは保有機器の貸出し、技術相談、依頼試験などを

行っております。皆様のご利用を心よりお持ちしております。
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===================================================

「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は

は、下記のホームページにありますので、ご利用ください。

ハイテクプラザＨＰ：

http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/information/backnumber.html

まぐまぐＨＰ：http://archive.mag2.com/0001382352/index.html

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