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 「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 
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【１】「ものづくりに関する講演会＆技術相談会 in 富岡(11/17)」の

ご案内 



１．内容  

 ハイテクプラザの職員が出向いて地域の企業等の皆様からの技術相談 

を"無料"でお受けする「出前技術相談会」と大学等のシーズを活用した 

「これからのものづくり」に関する講演会を併せて行う「ものづくりに 

関する講演会＆技術相談会 in 富岡」を開催いたします。  

 個別相談会では、県内の産業支援機関等の協力により、「技術」「農 

商工連携」「知的財産」「経営」の各分野に広く対応いたします。講演 

会では、福島大学地域創造支援センターの副センター長である丹治惣兵 

衛教授を講師に迎え御講演いただくとともに、参加した各支援機関が得 

意とする支援メニューについて分かりやすく説明いたします。  

 参加は無料です。皆様の多数の参加をお待ちしております。  

 

２．日時 平成 22 年 11 月 17 日（水）13:00～16:00  

 

３．会場 富岡町文化交流センター"学びの森"生涯学習館  

     住所：双葉郡富岡町大字本岡字王塚６２２－１  

     TEL：0240-22-2626（富岡町教育委員会 生涯学習課）  

 

４．主催 福島県（相双地方振興局、ハイテクプラザ）  

 

５．共催 富岡町、（公財）福島県産業振興センター、 

     （社）発明協会福島県支部  

 

６．対象 相双地域、特に双葉郡内の企業経営者、技術者等一般  

 

７．料金等 当日の参加、相談は無料です。  

 

８．プログラム  

 ◎講演＆事業紹介（１３：００～１５：１５）  

  ○挨拶   １３：００  

  ○講演   １３：０５～１４：０５  

   「相双地域におけるこれからのものづくり」 

    国立大学法人福島大学 地域創造支援センター   

        副センター長／教授 丹治惣兵衛 氏  

  ○事業紹介 １４：１５～１５：１５  

   ・ハイテクプラザ  



   ・県産品加工支援センター  

   ・公益財団法人福島県産業振興センター  

   ・社団法人発明協会福島県支部  

   ・株式会社ゆめサポート南相馬  

 ◎技術相談会（１３：００～１６：００）  

   ・事前に予約を受け付けます。（時間指定）  

   ・当日飛び込みの相談も対応します。  

     （但し、事前予約が優先となりますので、事前の申し込みを 

      お勧めします。）  

 

 注意：「講演＆事業紹介」と「技術相談会」は時間を並行して開催し 

    ます。講演聴講と技術相談の両方を希望する場合には、相談希 

    望時間に御注意下さい。  

 

 －－－相談事例のご紹介－－－  

  相談事例( PDF 形式・13KB )  

  http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H22demae_soudannlist.pdf 

  相談事例(Q&A)( PDF 形式・18KB ) 

  http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H22demae_soudanQA.pdf 

 

ホームページ http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id769.php 

 

○申し込み、お問い合わせ先  

  ハイテクプラザ企画連携部産学連携科（担当：平山） 

   電話 ：０２４－９５９－１７４１ 

   FAX  ：０２４－９５９－１７６１ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【２】「個別相談会＆支援事業説明会 in 矢吹(11/18)」のご案内 

 

１．内容  

 ハイテクプラザの職員が出向いて地域の企業等の皆様からの技術相談 

を"無料"でお受けする「福島県ハイテクプラザ個別相談会＆支援事業 

説明会 in 矢吹」を開催いたします。 

 個別相談会では、県内の産業支援機関等の協力により、「技術」「農 



商工連携」「知的財産」「経営」の各分野に広く対応いたします。支援 

事業説明会では、各機関が得意とする支援メニューについて分かりやす 

く説明いたします。  

 参加は無料です。皆様の多数の参加をお待ちしております。  

 

２．日時 平成 22 年 11 月 18 日（木）14:00～17:00  

 

３．会場 ホテルニュー日活 

        （西白河郡矢吹町大町 44-1 電話 0248-42-3721）  

 

４．主催 福島県（ハイテクプラザ、県南地方振興局）  

 

５．共催 矢吹町、公益財団法人福島県産業振興センター、 

     社団法人発明協会福島県支部  

 

６．対象 主に県南地域の企業経営者、技術者等一般  

 

７．料金等 当日の参加、相談は無料です。  

 

８．プログラム  

 ◎個別相談会   １４：００～１６：３０  

   ・事前に予約を受け付けます。（時間指定）  

   ・当日飛び込みの相談も対応します。  

     （但し、事前予約が優先となりますので、事前の申し込みを 

      お勧めします。）  

 ◎支援事業説明会  

  ○挨拶     １６：００    

  ○支援事業説明 １６：０５～１７：００  

   ・ハイテクプラザ  

   ・県産品加工支援センター  

   ・公益財団法人福島県産業振興センター  

   ・一般社団法人産業サポート白河  

   ・社団法人発明協会福島県支部  

 ※入退出は自由です。  

  相談は御来場頂ければ個別に対応します。  

 



 －－－相談事例のご紹介－－－  

  相談事例( PDF 形式・13KB )  

  http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H22demae_soudannlist.pdf 

  相談事例(Q&A)( PDF 形式・18KB ) 

  http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H22demae_soudanQA.pdf 

 

ホームページ http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id766.php 

 

○申し込み、お問い合わせ先  

  ハイテクプラザ企画連携部産学連携科（担当：平山） 

   電話 ：０２４－９５９－１７４１ 

   FAX  ：０２４－９５９－１７６１ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【３】「環境・新エネルギー新製品・新技術開発支援事業 講演会」 

   (12/8)開催のご案内 

 

  ～炭素繊維による運輸部門の省エネルギー戦略と技術課題～ 

 

１．内容 

 輸送機器の軽量化が燃費向上や温暖化対策に効果的であることは明ら 

かですが、超軽量構造材である炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ） 

は、コスト・量産性・リサイクル性等の観点から汎用輸送機器にはほと 

んど採用されていないのが現状です。 

 しかしながら、今後の人口増加・経済発展が、現在以上のグローバル 

な環境・エネルギー問題を引き起こすのは遠い未来のことではなく、そ 

の問題解決のために適応可能な省エネ技術を総動員する必要があります。 

 今回は、省エネ・地球温暖化対策技術としてのＣＦＲＰによる輸送機 

器の超軽量化技術のポテンシャルと開発動向・課題について、わかりや 

すく講演していただきます。 

 

２．主催 福島県ハイテクプラザ 

 

３．日時 平成 22 年 12 月 8 日（水）13:30～15:00 

 



４．場所 福島県ハイテクプラザ 研修室 

     （郡山市待池台 1-12） 

 

５．講師 東京大学 工学系研究科 

     システム創成学専攻 教授 高橋淳氏  

 

６．受講料 無料  

 

７．定員 ６０名（定員になり次第締め切ります） 

 

８．締め切り 平成２２年１２月３日（金） 

 

９．申し込み 

 ハイテクプラザホームページ掲載の申込書に必要事項を記載の上、 

FAX または E-mail にてお申し込みください。 

 

ホームページ http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id767.php 

 

○申し込み、お問い合わせ先  

  ハイテクプラザ企画連携部産学連携科（担当：菊地） 

   電話 ：０２４－９５９－１７４１ 

   FAX  ：０２４－９５９－１７６１ 

   Email：tkkikuti@fukushima-iri.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【４】「平成２２年度成果移転促進事業の募集」のお知らせ 

 

 「平成２２年度成果移転促進事業」は、ハイテクプラザの研究成果等 

の事業化を目指す県内中小企業のみなさまの現場に、職員を４～２０日 

派遣し、技術導入をお手伝いする事業です。 

 

 現在、派遣を希望される企業様を募集しております。詳しくは、ハイ 

テクプラザ企画管理科までお問い合わせください。 

 

 なお、ホームページでもご案内しております。 



 ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id672.php 

 

○お申込み・お問い合せ先 

 ハイテクプラザ企画連携部企画管理科 

  電話：０２４－９５９－１７３６（ 担当 ： 遠藤 ） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【５】「ハイテクプラザホームページへの広告掲載の募集」のお知らせ 

 

 福島県ハイテクプラザでは、ハイテクプラザホームページに掲載して 

いただく広告を募集しておりますので、ご案内いたします。 

 

○今回の募集内容 

 平成２２年９月から平成２３年３月までの期間で、１か月単位でお申 

 し込みいただけます。  

 

○募集期間 

 平成２２年８月２日（月）から平成２３年２月１０日（木）まで受付 

 （消印有効）いたします。 

 募集は、随時受け付けますが、予定した枠が埋まり次第募集終了とい 

 たします。 

 

○広告主の決定  

 申込書の先着順により提出された広告の内容等を審査し、広告主を決 

 定させていただきます。 

 

○広告掲載料 

 １枠１月 ５,０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）   

 

○広告媒体等 

 募集するホームページ 

      ：福島県ハイテクプラザホームページ 

        http://www.fukushima-iri.jp/ 

 アクセス数：約５０００件/月 

 掲載位置 ：トップページ上部 



 予定枠数 ：３枠 

 広告の種類：バナー広告 

       （広告主の指定するアドレスにリンクします。） 

 

○広告の規格、広告掲載申込書、広告募集要項など詳しい内容は、 

 下記ホームページをご覧下さい。 

 ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id737.php 

 

○お申込み・お問い合せ先 

 ハイテクプラザ企画連携部企画管理科 

  電話：０２４－９５９－１７３６（担当：遠藤） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【６】「(公財)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。皆様のお申し込みをお待ちしております。 

 

○環境セミナー 法規制を中心に 

 内 容 アジアとアメリカの化学物質法規制の概要 

      ～何が同じで何が違うのか～ 

 日 程 １２月７日（火） 午後１時３０分から午後４時３０分 

 受講料 ５,０００円  

 場 所 福島県ハイテクプラザ 研修室 

 

○Ｃ言語応用講座・ポインタ編 

 日 程 １２月８日（水）・９日（木） 午前１０時から午後５時 

 受講料 １５,０００円  

 場 所 福島県ハイテクプラザ 電子応用実習室 

 

 詳しくはテクノコムへお問い合わせいただくか、下記ホームページを 

 ご覧ください。 

 ＨＰ：http://fukushima-techno.com/training/ 



 

○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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【７】「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１１月下旬～１２月上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    11/17（水）( 9:00～) 

 福  島：福島技術支援センター    11/24（水）( 9:00～) 

 郡  山：福島県ハイテクプラザ    12/ 6（月）( 9:00～) 

 い わ き：いわき技術支援センター     12/13（月）(13:00～) 

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○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/ ） 

 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【あとがき】 

 先日、JICA 事業の一環として、ガーナの方々を福島県にお招きし、ハ 

イテクプラザ業務の紹介や県内の企業訪問などを行いました。ご協力い 

ただいた皆様には、この場を借りてお礼申し上げます。それにしても、 

ガーナの方々の熱心さには驚きました。どの訪問先でも質問が止まる様 

子がなく、できるだけ多くを吸収しようとしています。我々も見習わな 

くては・・・。 

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

「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 
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 ○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。 


