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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 
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【1】〔緊急〕JST研究成果最適展開支援プログラム A-STEPハイリスク 

挑戦タイプ(復興促進型)[マッチング促進]の公募のご案内(NEW!!) 

 科学技術振興機構(JST)では、研究成果最適展開支援プログラム A-STEP 

「ハイリスク挑戦タイプ(復興促進型)【マッチング促進】」の課題募集 

を開始いたしました。 

  つきましては以下の募集概要をご覧ください。 

  また、併せて会津・郡山にて公募説明会を開催しますので、ご参加い 

ただきたくご案内申し上げます。 

○ 事業概要

JSTのマッチングプランナーが産学官連携支援機関の協力のもとに、

 東日本大震災における被災地域の企業のニーズを発掘し、これを解決で 

 きる被災地域を始めとした大学等の技術シーズとマッチングして産学共 



 同研究を支援します。 

 

・ 研究開発費 

   300万円程度(最高額 500万円)/年(マッチングファンド形式) 

・ 研究開発期間 

   契約日～最長で平成 27年 3月まで 

・ 募集期間 

   平成 26年 4月 28日(月)～平成 26年 6月 2日(月)正午 

・ 公募要領・申請書 

   JST復興促進センターホームページからダウンロードできます。 

   http://www.jst.go.jp/fukkou/about/matching25.html 

  最新情報は、ホームページ(http://www.jst.go.jp/fukkou/)をご参照 

   下さい。 

 

○ 公募説明会 

・ 会津会場 

  日時: 5月 8日(木)15：00～16：00 (終了後個別相談あり) 

   場所: 会津稽古堂 研修室 6 (会津若松市栄町 3-50) 

・ 郡山会場 

   日時: 5月 13日(火)10：00～11：00(終了後個別相談あり) 

   場所: 福島県ハイテクプラザ 研修室 (郡山市待池台 1丁目 12) 

 

○ お問い合せ先 

  独立行政法人 科学技術振興機構 JST 復興促進センター 郡山事務所 

  〒963-8002 福島県郡山市駅前 1-15-6 明治安田生命郡山ビル 5階 

  TEL: 024-983-0183 

  E-mail: fukkou_matching@jst.go.jp 
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【2】福島の未来を担う開発型企業育成支援事業のご案内 

 

 ハイテクプラザでは、東日本大震災により深刻な被害を受けている県 

内企業等の復興を図るため、製造現場の技術課題解決に向け、様々な支 

援事業を用意しております。 

 無料で次の事業を行っておりますので、是非ご活用ください。 

 

(1) 技術開発事業 

    企業の皆様が直面している技術的課題について、ハイテクプラザが 

  企業の方と共に短期間で解決し、その成果を速やかに移転することで、 



  製品開発を支援します。 

 

(2) 現場支援事業 

   技術課題を抱える企業の皆様に対し、ハイテクプラザ職員を一定の 

  期間派遣し、課題解決と新たな対策等に伴う技術者育成を行います。 

    また、ハイテクプラザで対応困難な要請に対しても支援を行えるよ 

  う、支援アドバイザー(学識経験者の方々など)を派遣し、企業の皆様 

  を支援します。 

 

 申し込み手続き方法等は、下記までお問い合わせください。 

 

○ 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:長尾) 

  TEL:024-959-1741 FAX:024-959-1761 
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【3】半導体関連産業コーディネータの募集について(NEW!!) 

 

 県では、半導体関連産業に対する県内企業のシーズやニーズの調査等 

を行う半導体関連産業コーディネータを、以下のとおり募集することと 

なりましたのでお知らせします。 

 

(1) 募集定員 半導体関連産業コーディネータ 2名 

 

(2) 募集期間  平成 26年 5月 7日(水)～平成 26年 5月 21日(水) 

 

(3) 業務内容  半導体関連産業に対する県内企業のシーズやニーズの調 

              査及び福島県半導体関連産業協議会の支援 

 

(4) 選考方法  書面審査及び面接審査 

 

(5) 問合せ先  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 024-521-7983  FAX 024-521-7932 

 

 詳細については、下記のサイトをご覧ください。 

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/semicon.html 
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【4】産学官連携によるものづくり支援セミナー開催のご案内(NEW!!) 

 

 県内中小企業の持つ技術を生かした製品の開発と商品化の参考とする 

ため、日本立地センター立地総合研究所の林聖子氏、福島県地域産業復 

興支援アドバイザーである堀切川一男教授（東北大学）による「産学官 

連携によるものづくりセミナー」を開催いたします。 

 自社製品の開発を検討されている企業の方、産学官連携に携わってい 

る方など、是非ご参加ください。 

 

(1) 日時 平成 26年 5月 22日(木) 13:30～17:30 

 

(2) 場所 MAXふくしま 4階 A・O・Z(アオウゼ) 大活動室 

      （福島市曽根田町 1-18 TEL: 024-533-2344) 

 

(3) 内容 事業説明 

          講演 1「中小企業のイノベーション創出を促進する堀切川モデ 

                 ルについて」 

           一般財団法人日本立地センター 立地総合研究所 

                                        主任研究員 林 聖子  氏  

     講演 2「被災地域産業の早期復興を促す地域産学官連携スタイ 

                 ル「福島堀切川モデル」の確立を目指した取り組み」 

            福島県地域産業復興支援アドバイザー 

           東北大学大学院工学研究所   教授 堀切川 一男 氏 

          名刺交換会 

 

(4) 定員  80名 

 

(5) 申込期限 平成 26年 5月 20日(火) 

 

(6) 参加費用  無料 

 

(7) 申込方法 下記サイトの「参加申込書」に必要事項を記入し、郵送 

       又は FAXでお申し込みください。   

  http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/monozukuri.html  

 

(8) 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 024-521-7983  FAX 024-521-7932 
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【5】地域イノベーション戦略支援プログラム研究成果発表会のご案内 

 

 県では、地域イノベーション戦略支援プログラム「再生可能エネル 

ギー先駆けの地ふくしま」として、県内 4大学、産業支援機関及び県内 

企業が参加した研究開発から事業化へ向けた取り組みを進めています。 

 このたび、平成２５年度の研究成果発表会を下記により開催します 

のでご案内申し上げます。企業の皆様がこの成果にご関心をお持ちい 

ただき、新事業のヒントとなれば幸いです。 

 

 詳細や参加申込等については、下記のサイトをご覧ください。 

 http://f-inov.jp/index.html 

  

(1) 日時 

  平成 26年 5月 16日(金) 13:30～17:00 (17:15～ 交流会） 

 

(2) 会場 

  ウェディングエルティ (福島県福島市野田町 1丁目 10-41) 

 

(3) 主催 

  福島地域再生可能エネルギーイノベーション推進協議会 

 

(4) 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 地域イノベ事務局 

  TEL:024-963-0121 FAX:024-963-0122 
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【6】「被災地企業のシーズ支援プログラム」二次公募のご案内 

 

 産総研では、福島再生可能エネルギー研究所「被災地企業のシーズ 

支援プログラム」の平成 26年度二次公募を行っています。 

 本プログラムでは、東日本大震災の被災 3県に所在する企業の再生 

可能エネルギーに関するシーズに対して、無償で技術支援を実施し、 

その成果を当該企業に移転することを通して、被災地域における新た 

な産業の創出に繋げることを目的とします。 

 

 詳細については、下記のサイトをご覧ください。 

 https://unit.aist.go.jp/col/ci/fukuseihyo/index7.html 



 

(1) 公募期間 

  平成 26年 5月 23日(金)まで 

 

(2) お問い合わせ先 

  産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所 

  福島連携調整室 (事務局:平山、影山) 

  TEL:024-963-1805  FAX:024-963-0824 
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【7】「ものづくり・商業・サービス革新補助金」のご案内 

 

 平成 25年度補正中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービ 

ス革新事業『ものづくり・商業・サービス革新補助金』は、試作品・ 

新商品の開発や生産プロセスの改善、新しいサービスや販売方法の導 

入など事業革新に取り組む中小企業・小規模事業者に対し、試作品開 

発・設備投資等に要する経費の一部を補助するものです。 

 本補助事業は本年 2月 17日から受付が開始され、公募の二次締切り 

が 5月 14日(消印有効)となっております。 

 詳細については、福島県中小企業団体中央会のホームページをご覧 

ください。 

 http://www.chuokai-fukushima.or.jp/ 

 

○ お問い合わせ先 

  福島県中小企業団体中央会 福島県地域事務局 

  TEL:024-529-7603 FAX:024-529-7604 
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【8】福島県中小企業外国出願支援事業(助成金)募集のご案内(NEW!!) 

 

 福島県産業振興センターでは、県内の中小企業者等の皆様が、外国 

への特許等(特許、実用新案、意匠、商標(冒認対策商標含む))を出願 

する際に係る費用の一部を助成することで、外国への戦略的な産業財 

産権の活用を促進します。 

 

・ 募集期間    

   平成 26年 4月 23日(水)～5月 30日(金) 必着 

・ 助成対象者  



   福島県内に事業所を有する中小企業者又はそのグループ 

  ※ 申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許出願を行って 

      おり、年度内に外国特許庁への出願を行う予定であることが必 

      要です。 

・ 助成額 

  交付決定後から平成 27年 3月 31日までに、出願及び経費支払の事実 

   が認められた出願経費に対して、2分の 1以内の助成を行います。 

・ １出願当たりの上限額 

  特許は上限 150万円 

  実用新案、意匠、商標は上限 60万円 

  ただし、冒認対策商標の場合は上限 30万円 

  1企業当たりの上限額は 300万円 

 

 詳しくは下記サイトをご覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/  

 

○ お申し込み・お問い合わせ先 

   公益財団法人福島県産業振興センター  

   技術支援部 技術総務課 (担当:齋藤) 

   郡山市待池台 1-12(福島県ハイテクプラザ内) 

   TEL: 024-959-1929 FAX: 024-959-1889 

   E-mail: h-saito@f-open.or.jp  
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【9】特許出願経費等助成事業(助成金)募集のご案内(NEW!!) 

 

 福島県産業振興センターでは、福島県内の中小企業者等の皆様が、 

国内において特許等(特許、実用新案、意匠、商標)を出願する際に係 

る費用の一部を助成することで、技術の進歩及び新事業の早期創出を 

図ります。 

 

・ 募集期間 

   平成 26年 4月 23日(水)～5月 30日(金) 必着 

・ 助成対象者 

   福島県内に事業所を有する中小企業者又はそのグループ 

・ 助成額 

   平成 26年 4月 1日～平成 27年 3月 31日までに、出願及び経費支払の事 

   実が認められた出願経費に対して、2分の 1以内の助成を行います。 

  助成額の上限は、特許の場合 30万円、それ以外の場合は 15万円です。 



 

  詳しくは下記サイトをご覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/  

 

○ お申し込み・お問い合わせ先 

   公益財団法人福島県産業振興センター  

   技術支援部 技術総務課 (担当:齋藤) 

   郡山市待池台 1-12(福島県ハイテクプラザ内) 

   TEL: 024-959-1929 FAX: 024-959-1889 

   E-mail: h-saito@f-open.or.jp  
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【10】ふくしま知的財産支援センターからのお知らせ(NEW!!) 

 

○ 知財専門家巡回相談会 

   弁理士による、知的財産権に関する無料の相談会を開催します。 

  ・ 日程及び場所 

   [福島]  5月 20日(火)  9:00～12:00 

                     ハイテクプラザ 福島技術支援センター  

   [会津]  6月 17日(火)  9:00～12:00 

                     ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター 

   [いわき] 7月 8日(火) 13:00～16:00 

                     ハイテクプラザ いわき技術支援センター 

 ・ 予約制ですので、事前に下記へご連絡をお願いします。 

  

○ 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/ 
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【11】［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、窓口支援担当者(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。 

 

・ 窓口の開設時間: 8:30～17:15(土日祝日、年末年始を除く) 

・ 知財専門家相談(無料)を週 1回開催(原則水曜日: 13:00～) 

・ 弁護士相談(無料)を月 1回開催(原則第三木曜: 13:00～) 

 ※ 日程等は、ホームページをご確認ください。 

 

秘密厳守で対応いたします。 

お気軽に、知財総合支援窓口へご連絡ください。 

 

○ 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) 

  電話: (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。 
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【あとがき】 

・ 自転車で巡る隠れた名所（その 14 最終） 

   国道 294号線を天栄村役場の方へ向かって西進していき、役場の手前で 

 一本南の農道へ入ると、畑の中に龍ヶ塚古墳があります。 

   今からおよそ 1400年前につくられた前方後円墳で、石背国造(いわせの 

 くにのみやつこ)第五世・建磐主命(たていわぬしのみこと)の墓と言われ 

 ています。岩瀬郡内では最大の古墳です（AT）。 

 

 ハイテクプラザでは、技術相談や保有機器の貸出し、依頼試験などを随 

時行っております。皆様のご活用を心よりお持ちしております。 

 次号の配信は 5月 19日を予定しています。 

 

【バックナンバー・配信停止等】 

・ 過去の配信内容は、以下の URLからご覧いただけます。 

  http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/information/backnumber.html 

・ 配信停止を希望される場合は、以下の宛先まで「解除希望」と記載の 



  上送信してください。 

  hightech-newsflash@pref.fukushima.lg.jp 

・ ハイテクプラザ・ニュースフラッシュの記事は、私的利用の範囲内で 

  ご利用いただき、無断転載、無断コピーなどはご遠慮ください。 
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