
ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第 269号 

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

                          平成 28年 6月 20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、県内企業等の皆様へ当所および関係機関が実施する各種事業等に 

ついて御案内するメールマガジンです。 
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****  新着情報 ＜New!!＞  ******************** 

 

【1】「ロボット関連産業基盤強化事業」の対象事業の第 2次公募につ 

   いて<New!!> 

【2】 再生可能エネルギー関連の研究開発補助事業追加募集について <New!!> 

【3】 平成 28年度工業標準化事業功労者表彰(東北経済産業局長表彰) 

    の候補者の募集について <New!!> 

【4】 ISO14001マニュアル作成セミナーの御案内 <New!!> 

【5】 3Dプリンター取扱いセミナーの御案内 <New!!> 

【6】 腐食防食セミナーの御案内 <New!!> 

【7】 ISO14001内部監査員養成セミナー②の御案内 <New!!> 

 

**** 各種御案内 ********************** 

 

【8】 福島の未来を担う開発型企業育成支援事業の御案内 

【9】 平成 28年度再生可能エネルギー実技指導の研修生募集について 

【10】「ふくしま産業応援ファンド事業」「ふくしま農商工連携ファ 

      ンド事業」平成 28年度第 1回公募の開始について 

【11】国内及び外国における特許出願経費等助成事業(助成金)公募の 

    御案内   

【12】 「平成 28年度 TOHOKU 地域ブランド創成支援事業」集中支援対象 

      団体の募集の御案内 

【13】第 5回「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア 2016」 

     (RIEFふくしま 2016)出展者募集開始!  

【14】知財総合支援窓口の御案内 
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【1】「ロボット関連産業基盤強化事業」の対象事業の第 2次公募につ 

      いて <New!!> 

 

 福島県では、「ロボット関連産業」の集積を目指し、ロボットの要 

素技術の開発や実証を行う県内企業を支援するため、標記事業を実施 

しております。 

 今回、以下のとおり第 2 次公募を開始しましたので、是非御検討下さ 

い。 

 

(1) 対象事業 ・ロボットの要素技術の開発や実証試験等 

        ・要素技術を組み合わせたロボット開発 

 

(2) 補助額  ①対象事業費の上限 1,000万円 

        ②補助率      ・中小企業 3/4 

                  ・大企業  2/3 

 

(3) 公募期間 平成 28年 6月 8日(水)～7月 1日(金) 

 

  詳しくはこちら御覧下さい。 

   http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021f/kibankyoka2801.html 

 

○ 問い合わせ先 

  福島県商工労働部ロボット産業推進室 

  TEL: 024-521-8058 FAX: 024-521-7932 

  E-mail: robot@pref.fukushima.lg.jp 
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【2】再生可能エネルギー関連の研究開発補助事業追加募集について <New!!> 

 

 福島県では、再生可能エネルギー関連の技術開発・実用化・海外と 

の連携に係る補助金について、追加募集を行います。是非御検討いた 

だき、皆様のビジネスの拡大にお役立てください。 

 

(1) 募集期間 6月 13日(月)～ 採択件数を満たすまで 

 

 ※応募をお考えの方は、事前に担当までご相談ください。 



 ※採択された場合、企業名・研究開発テーマ・所在地等を公表します。 

 

 詳しくは福島県商工労働部産業創出課 HPを御覧ください。 

 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/ 

 

○ 問い合わせ先 

  福島県商工労働部産業創出課 

  (産総研連携 担当青木/実用化 担当近野/海外連携 担当七海) 

  TEL: 024-521-8286   
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【3】平成 28年度工業標準化事業功労者表彰(東北経済産業局長表彰)の 

   候補者の募集について <New!!> 

 

 東北経済産業局では、東北地域において工業標準化の推進に関与し、 

顕著な功績のあった方に対して、工業標準化推進月間である 10月に表 

彰式を行っております。 

 この度、平成 28年度の工業標準化事業功労者表彰(東北経済産業局長 

表彰)の候補者を募集いたしますので、是非御応募ください。 

 

 ○対象（表彰要件） 

   東北地域において工業標準化(品質管理を含む)の推進に関与し、 

  応募条件を満たす者。 

 

 ○応募方法 

 ・応募は、団体、企業及び大学等の組織が行ってください。 

 

 ○応募期限 

 ・平成 28年 6月 6日(月)～平成 28年 7月 20日(水) 

 

  詳細については、以下のホームページをご覧ください。 

    http://www.tohoku.meti.go.jp/s_jis/topics/160606.html 

  

 ○お問い合せ先 

  東北経済産業局 地域経済部 産業技術課（担当：茂木、齊藤） 

  電話：022-221-4897 
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【4】ISO14001マニュアル作成セミナーの御案内 <New!!> 

 

 本セミナーでは、ISO14001：2015版に基づく環境マニュアルの作成 

について講義と演習を交えて説明します。 

 

(1) 日時  平成 28年 6月 29日(水) 9:30～16:30 

 

(2) 場所    福島県ハイテクプラザ 1階 研修室 

 

(3) 受講料  10,000円(消費税込) 

 

(4) 講師  ISO経営コンサルタント 阿部陽三 氏 

 

(5) 定員  30名 

 

(6) 締切    平成 28年 6月 10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御覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/training/2016/04/post-197.php 

 

○ お問合せ先 

  公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部（担当:竹内） 

  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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【5】3Dプリンター取扱いセミナーの御案内 <New!!> 

 

 本セミナーでは、3Dプリンターの特徴と概要の説明、使用上の注意 

点、さらに、3Dプリンターの活用方法を解説します。 

 

(1) 日時  平成 28年 7月 6日(水) 13:30～16:30 

 

(2) 場所    福島県ハイテクプラザ 



            1階 研修室 及び 3階 非破壊測定室(2) 

 

(3) 受講料  3,000円(消費税込) 

 

(4) 講師  丸紅情報システムズ株式会社 大塚康輔 氏 

 

(5) 定員  10名 

 

(6) 締切    平成 28年 6月 24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御覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/training/2016/04/post-182.php 

 

○ お問合せ先 

  公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部（担当:竹内） 

  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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【6】腐食防食セミナーの御案内 <New!!> 

 

 本セミナーでは、腐食の特徴・メカニズムについて基礎から学んで 

いただきます。電子材料・部品における腐食環境の形成要因に関して、 

事例を紹介しながら説明し、腐食を防止するための対策について分か 

りやすく解説いたします。 

 

(1) 日時  平成 28年 7月 26日(火) 13：30～16:30 

 

(2) 場所    福島県ハイテクプラザ 1階 研修室 

 

(3) 受講料  3,000円(消費税込) 

 

(4) 講師  公益社団法人 腐食防食学会腐食センター 石川雄一 氏 

 

(5) 定員  30名 

 



(6) 締切    平成 28年 7月 15日(金)  

 

 詳しくは以下のサイトを御覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/training/2016/04/post-181.php 

 

○ お問合せ先 

  公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部（担当:竹内） 

  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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【7】ISO14001内部監査員養成セミナー②の御案内 <New!!> 

 

 本セミナーでは、どのように環境マネジメントシステムを構築し実 

践すればよいのか、また、規格が要求している内部監査の効果的実施 

について、事例研究と実施演習を交えて解説します。 

 

(1) 日時  平成 28年 8月 8日(月)、9日(火)、10日(水) 

      (3日間とも 9：30～16:30) 

 

(2) 場所    福島県ハイテクプラザ 1階 研修室 

 

(3) 受講料  25,000円(消費税込) 

 

(4) 講師  ISOコミュニケーション代表 菊地正彦 氏 

 

(5) 定員  24名 

 

(6) 締切    平成 28年 7月 22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御覧ください。 

 http://fukushima-techno.com/training/2016/04/post-204.php 

 

○ お問合せ先 

  公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部（担当:竹内） 

  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】福島の未来を担う開発型企業育成支援事業の御案内 

 

 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。 

 平成 28年度も無料で次の事業を行いますので、是非御活用ください。 

 

(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、製品開発を支援するものです。 

 

(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)の派遣も行います。 

 

 詳しくはこちらを御覧ください。 

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/project/project-05.html 

 

 この他、企業にハイテクプラザ職員が訪問し、状況調査や技術的助 

言、他の支援施策への橋渡し等を行ってまいります。訪問の受入及び 

御活用をよろしくお願いいたします。 

 

○ お問合せ先 

  福島県ハイテクプラザ 産学連携科 

  TEL: 024-959-1741 FAX: 024-959-1761  
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【9】平成 28年度再生可能エネルギー実技指導の研修生募集について 

 

 ハイテクプラザでは、再生可能エネルギー関連産業の集積・育成に 

向けて県内企業における技術開発や製品開発の取組みを支援するため、 

広く活用が見込まれる当所保有技術を実技指導を通して移転します。 

  以下により受講者を募集しますので、是非御活用ください。 

  

○ テーマ及び実施場所 

  ・ 太陽光発電パネルの検査技術  (郡山) 

  ・ CFRPの成形・物性測定技術    (郡山)  他 8テーマ 

 

 詳細については、下記ホームページを御覧ください。 

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/news/news-163.html 

 

○ お問合せ先 

  福島県ハイテクプラザ 産学連携科 (担当:吉田) 

  TEL: 024-959-1741  FAX: 024-959-1761 
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【10】「ふくしま産業応援ファンド事業」「ふくしま農商工連携ファ 

      ンド事業」平成 28年度第 1回公募の開始について 

 

 福島県産業振興センターでは、県内の農林漁業者や中小企業者等の 

皆様が、商品開発・技術開発・販路開拓等の取組みを行うに当たって、 

その経費の一部を助成する「ふくしま産業応援ファンド事業」及び 

「ふくしま農商工連携ファンド事業」を実施しております。 

 公募開始に先立ち、県内 4方部で公募説明会を開催いたしますので、 

ぜひ御参加ください。 

 

○ 第１回公募期間 

  平成 28年 7月 1日(金)～7月 29日(金) 必着 

  ※ 平成 28年 10月 1 日から開始（事業着手）する事業対象 

 

○ 公募説明会  

 ・ 平成 28年 6月 23日(木) いわき産業創造館 (いわき市) 

 ・ 平成 28年 6月 24日(金) 福島県ハイテクプラザ 

              会津若松技術支援センター (会津若松市) 



 ・ 平成 28年 6月 28日(火) 福島県ハイテクプラザ (郡山市) 

 ・ 平成 28年 6月 29日(水) コラッセふくしま 4F (福島市) 

  ※いずれも開始時刻は 13：30 事前申込制 

   

 詳しくは HPを御覧ください。 

  ・ふくしま産業応援ファンド事業 

   → http://www.utsukushima.net/fund/ouen.htm 

  ・ふくしま農商工連携ファンド事業 

   → http://www.utsukushima.net/fund/noushoukou.htm 

 

○ お問合せ先 

  公益財団法人福島県産業振興センター 企業支援部 経営支援課 

  〒960-8053 福島市三河南町 1-20(コラッセふくしま 2F) 

  TEL:024-525-4035 FAX:024-525-4036 
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【11】 国内及び外国における特許出願経費等助成事業(助成金)公募 

      の御案内 

 

 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、 

国内及び外国において特許、実用新案、意匠、商標(冒認対策商標を 

含む)等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、新事業の早期創出及び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 28年 5月 24日(火)～6月 24日(金) 必着 

 

【募集事業】 

 ・ 特許出願経費等助成事業（国内出願支援事業） 

      詳しくはこちらを御覧ください。 

      http://fukushima-techno.com/news/2016/05/28-1.php 

 

 ・ 福島県中小企業外国出願支援事業 

   詳しくはこちらを御覧ください。 

      http://fukushima-techno.com/news/2016/05/28-2.php 

 



○ お申し込み・お問い合わせ先 

  〒963-0215 郡山市待池台 1-12(福島県ハイテクプラザ内) 

  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 齋藤浩一 

  TEL:024‐959-1929 FAX:024‐959-1889  

    Email:f-tech@f-open.or.jp  
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【12】「平成 28年度 TOHOKU 地域ブランド創成支援事業」集中支援対象団 

      体の募集の御案内 

 

 東北経済産業局では、地域団体商標等の制度普及を図るとともに、 

東北各県での商標権等を活用した新たな地域ブランドの創成とブラン 

ド化の促進を図ることを目的として、東北ならではの地域資源を活用 

した地域の産品・商品等のブランド化を支援する「平成 28年度 TOHOKU 

地域ブランド創成支援事業」を実施します。 

 そこで、支援人材の派遣による集中支援の対象団体を募集します。 

 

○ 支援人材の派遣による集中支援対象団体募集 

 

【事業概要】   

  地域資源を活用して地域振興、地域経済の活性化を図ろうとする 

 地域、団体に支援人材を派遣し、商標権等を活用した新たな地域ブ 

 ランドの創成、ブランド化の促進を支援する。 

 

【応募締切】 

 平成 28年 6月 30日(木) 

 

 詳細は東北経済産業局ＨＰを御覧ください。 

  http://www.tohoku.meti.go.jp/2004_tokkyo/topics/160525.html 
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【13】第 5回「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア 2016」 

   (RIEFふくしま 2016)出展者募集開始！ 

 

 福島県と県産業振興センターは、10月 19日(水)、20日(木)に郡山市 



のビッグパレットふくしまにて、再生可能エネルギー関連産業の展示 

会を開催いたします。 

 この展示会では、再生可能エネルギー関連産業の集積・育成に向け 

て、関連産業でビジネスに取り組まれる企業・団体の皆様に技術・情 

報の発信及び商談・交流の場を提供します。 

 現在、県内外企業の皆様に、広く出展を募集しております。 

 

(1) 主催 福島県、（公財）福島県産業振興センター 

 

(2) 日時 平成 28年 10月 19日(水)、20日(木) 午前 10時～午後 5時 

 

(3) 会場 ビッグパレットふくしま(福島県郡山市南 2丁目 52番地) 

 

(4) 出展料等 

   ・ 福島県内企業・団体  60,000円／小間(税込) 

   ・ 福島県外企業・団体  80,000円／小間(税込) 

   ・ プレゼンテーション  20,000円／枠(税込) 

         〔20分/枠 出展者のみ〕 

 ※ 国、地方公共団体、 

     大学等公的研究機関は、出展の御案内を御覧下さい。 

 

(5) 申込締切 平成 28年 7月 20日(水) 

 

 詳しい情報・お申し込みはこちらを御覧ください。 

  http://reif-fukushima.jp/ 
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【14】知財総合支援窓口の御案内 

 

   ☆ ☆ 知的財産権に関する無料相談窓口 ☆ ☆ 

  

 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)に関する県内 

唯一の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。 

 窓口支援担当者 3名が、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。是非御利用ください。 



 

・ 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 2回開催 (原則水曜日 13:00～) 

・ 弁護士相談(無料)を月 2 回開催 (原則第二・四木曜日 13:00～)    

  

   秘密厳守で対応いたします。 

   お気軽に、下記へ御連絡ください。 

 

○ お問合せ先 

  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 
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【あとがき】 

 梅雨入りを迎え、傘が手放せない時期となりました。連日の雨模様で、 

晴れの日が待ち遠しく感じられます。 

 (梅雨入りを迎え、傘が手放せない時期となっておりますが、先の週末 

には梅雨の晴れ間があり、洗濯物をからりと乾かしてくれました。)  

 さて、ハイテクプラザでは、技術相談を始め、機器の開放、試験の受 

託、共同研究など技術的な支援を幅広く行なっております。皆様の御活 

用をお待ちしております。 

 次号の配信は 7月 4日を予定しております。 

 

【バックナンバー・配信停止等】 

・ 過去の配信内容は、以下の URLから御覧いただけます。 

  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 

   で御利用いただき、無断転載、無断コピーなどは御遠慮ください。 

 

【編集・発行・お問い合わせ】 

 〒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 産学連携科 

 TEL: 024-959-1741 FAX: 024-959-1761 



  E-mail: hightech-newsflash@pref.fukushima.lg.jp 

 HP: http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/ 


