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【1】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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【2】半導体関連産業コーディネータの募集について 

 

 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、以下のとおり募集しますので 

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、以下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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【3】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 

 

 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) 参加費用  無料 

 

(6) 申込期限 平成 26年 5 月 20日(火) 

 

(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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【4】産総研「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とおして、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、以下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 

  独立行政法人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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【5】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 

 

 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 

開始しました。 

  つきましては以下の募集概要をご覧ください。 

 

○ 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。 

 

(1) 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) 

 



(2) 研究開発期間 

    契約日～最長で平成 27 年 3月まで 

 

(3) 募集期間 

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

 

(4) 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 

    ください。 

 

○ 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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【6】復興支援新技術開発助成 2014のご案内 

 

 新技術開発財団では、通常の新技術開発助成とは別枠の復興 

支援新技術開発助成を 2011 年より行っておりますが、2014年度も継続 

して実施することとしました。 

 応募受付は、平成 26年 7 月 1日(火)から 7月 20日(日)（当日消印有効） 

の間に行います。 

 

 詳細については、以下のサイトをご覧ください。 

 http://www.sgkz.or.jp/shien/download_01.html 

 

○ お問い合わせ先 

  公益財団法人新技術開発財団 

  TEL:03-3775-2021  FAX:03-3775-2020 

   E-mail:zaidan-mado@sgkz.or.jp 
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【7】「電子計測器の基礎&応用セミナー」のご案内 

 



 電気・電子技術者にとって必要な基本電子計測器の用途、使用法に 

ついて、実習を交えて学習して頂きます。 

 皆様のご参加お待ちしております。 

 

(1)日時    応用セミナー 平成 26年 6月 4日(水) 10:00～16:00 

 

(2)場所    福島県ハイテクプラザ 1階 研修室(郡山市) 

 

(3)受講料  3,000円(消費税含む)/1日あたり 

 

(4)講師    岩通計測(株) 

 

(5)定員  12名 

 

(6)締切    平成 26年 5月 22日(木)  * 定員になり次第締め切ります。 

 

 詳しくは以下のサイトをご覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/training/2014/04/post-126.php 

 

○ 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 (担当:玉木) 

   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: seminar@f-open.or.jp  
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【8】「CAD/CAE操作体験セミナー」のご案内 

 

 コンピュータシミュレーションは製品設計において必要不可欠なツ 

ールです。それを効果的に活用するためには、設計者自身が正しい知 

識を持って実施することがポイントとなります。 

 本セミナーは、製品設計のための基本から、最新の機能まで少人数 

で学ぶ 1日コースです。 

 SolidWorks2014を操作し、実際に体験してください。 

 皆様のご参加をお待ちしております。 

 

(1) 日時    平成 26年 6月 24日(火) 10:00～17:00 

 

(2) 場所    福島県ハイテクプラザ 1階 研修室(郡山市) 



 

(3) 受講料  3,000円 

       

(4) 講師    (株)TEK 

 

(5) 定員    10名 

          

(6) 締切    平成 26年 6月 13日(金)  * 定員になり次第締め切ります。 

 

 詳しくは以下のサイトをご覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/training/2014/04/cadcae.php 

 

○ 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 (担当:玉木) 

   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: seminar@f-open.or.jp  
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【9】福島県中小企業外国出願支援事業(助成金)募集のご案内 

 

 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。 

 

(1) 募集期間    平成 26年 4月 23日(水)～5月 30日(金) 必着 

 

(2) 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。 

 

(3) 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。 

 

(4) 上限額     150万円  特許 

                60万円  実用新案、意匠、商標 



                30万円  冒認対策商標 

               * 1企業当たりの上限額は 300万円 

 

 詳しくは以下のサイトをご覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/news/2012/08/post-17.php  

 

○ 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 (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】特許出願経費等助成事業(助成金)募集のご案内 

 

 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。 

 

(1) 募集期間    平成 26年 4月 23日(水)～5月 30日(金) 必着 

 

(2) 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 

 

(3) 助成額      平成 26年 4月 1日から平成 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。 

 

(4) 上限額   30万円 特許 

        15万円 特許以外 

 

  詳しくは以下のサイトをご覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/news/2011/10/post-10.php 

 

○ 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 (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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【11】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 

   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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【12】［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。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【あとがき】 

 5月も後半に入り、夏が少しずつ近づいているのが感じられる陽気と 

なりました。4月に見かけたフキノトウもすっかり見る影もなく大きく 

なり、フキの葉っぱが周囲に生い茂るようになりました(フキノトウと 

フキは根っこで繋がっているようです(インターネット調べ)。)。 

 さて、ご案内のとおり、公募やセミナー数も増えおります。お見逃 

しのないよう是非ご活用ください。 

 この他、ハイテクプラザでは、技術相談や保有機器の開放、依頼試 

験等の技術支援を幅広く行っておりますので、お気軽にご相談くださ 

い。皆様のご活用を心よりお持ちしております。 

 

 次号では、ハイテクプラザ研究成果発表会の開催についてご案内した 

いと思います。6月 2日配信予定です。 

 

【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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