
ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第 358号 

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

                                           令和 2年 3月 2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及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。 

 

◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆  トピックス  ◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇ 

 

 ★は「ハイテクプラザ」、☆は「各機関」のトピックです。 

 

*** 新着及びｲﾁｵｼ情報 *************************************** 

 

1. ☆「令和 2年度地域復興実用化開発等促進事業費補助金」公募の御 

   案内 <New!!> 

2. ☆ 公益財団法人福島県産業振興センター技術支援部による LINE公 

   式アカウント開設の御案内 <ｲﾁｵｼ!!> 

3. ☆ 「令和 2年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業） 

   公募」の御案内 <ｲﾁｵｼ!!> 

 

*** 各種御案内 ********************************************* 

 

4. ★ 令和元年台風第 19号等に伴う被災企業に対するハイテクプラザ 

   保有機器の使用料免除の御案内 

5. ☆ 知財総合支援窓口の御案内 

 

************************************************************** 

 

 3月の配信日は、第 358 号 3月 2日（月）、第 359号 3月 16日（月） 

となります。 

 

◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

1.「令和 2年度地域復興実用化開発等促進事業費補助金」公募の御案内 <New!!> 



 

 福島県では、福島イノベーション・コースト構想の重点分野につい 

て、地元企業及び地元企業との連携による地域振興のための実用化開 

発等を促進し、福島県浜通り地域等の産業復興の早期実現を図るため、 

その経費の一部を補助しております。  

 このたび、令和 2年度「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」の 

公募を開始しましたのでお知らせいたします。 

 

(1) 補助対象分野（重点分野） 

    ロボット・ドローン、航空宇宙、エネルギー、環境・リサイク 

  ル、農林水産業、廃炉（廃炉・汚染水対策など放射線の知識が必 

  要となる分野）、 医療関連（住民の健康確保につながる医学（ 

  医療機器等）分野） 

 

(2) 補助対象地域（福島県浜通り地域等） 

   いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉 

  町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、  

  飯舘村の 15 市町村 

 

(3) 補助対象内容（実用化開発等） 

    原則として、福島県浜通り地域等において実施される重点分野に 

  係る研究開発や実証など実用化・事業化に向けた取組 

 

(4) 補助対象者 

    地元企業等、地元企業等と連携して実施する企業 

 

(5) 補助率及び補助上限額 

   ・中小企業   【補助率】2/3  

                 【上限額】補助対象経費 10.5億円の 2/3（7億円） 

   ・大企業    【補助率】1/2  

                 【上限額】補助対象経費 14.0億円の 1/2（7億円） 

   ※補助上限額  1 事業計画あたり 7億円（連携申請の場合、合計額） 

 

(6) 募集期間 

   【継続】令和 2年 2月 17日（月）～3月 13日（金）17時必着 

   【新規】令和 2年 2月 17日（月）～3月 30日（月）17時必着 



 

  

※詳しくは以下の Web ページを御覧ください。 

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-02jituyoka-hama1.html 

 

お問合せ先 

 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社（管理業務委託機関） 

 福島市栄町 6-6 NBFユニックスビル 7階 

 TEL：024-572-3352 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

2. 公益財団法人福島県産業振興センター技術支援部による LINE公式ア 

 カウント開設の御案内 <ｲﾁｵｼ!!> 

 

 福島県産業振興センター技術支援部（テクノ・コム）では、事業広 

報等に、E-mail、Web ページ、FAXを活用してまいりましたが、E-mail 

アドレス等の情報保護と逐次閲覧の不便性や FAXによる送信不良を解 

消するため、新たに、LINE公式アカウントによる情報提供を開始しま 

した。これにより、よりスピーディーに、安全に情報提供できるもの 

と考えております。つきましては、下記 Webページを御覧いただき、 

「友達追加」の上、ご活用くださいますようお願いいたします。 

 

 ※当面の間は E-mail、Webページ、FAXによる従前の広報手段も併せ 

  て実施いたします。 

 

(1) 公式アカウント  「@157njtwe」 

 

(2) 提供する情報内容 ・助成金に関する情報 

            ・セミナーの年間スケジュール 

            ・セミナーの公募状況 

            ・セミナー受講生への諸連絡 

            ・その他、当部からのお知らせ  

 

(3) 登録方法  以下の Webページを御覧ください。 

        （QRコードを掲載しています。） 



 

 ※詳しくは以下の Webページを御覧ください。 

  http://fukushima-techno.com/news/2020/02/post-136.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 

 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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

3.「令和 2年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）公募」 

   の御案内 <ｲﾁｵｼ!!> 

 

 福島県産業振興センター技術支援部（テクノ・コム）では、サポイ 

ン事業の事業管理機関を務めております。サポイン事業への申請をお 

考えの福島県内の中小企業者等のみなさまへ、提案書作成等の支援を 

しております。 

「サポイン事業へ申請したい」「事業制度の内容を知りたい」など、 

サポイン事業についてのご要望やご質問がございましたら、以下の問 

合せ先までご連絡ください。 

 

※サポイン事業は、中小企業・小規模事業者が他の企業や大学、公設 

 試等の研究機関と連携して行う、製品化につながる可能性の高い研 

 究開発、試作品開発及び販路開拓への取組みを一貫して支援する国 

 の事業です。 

 

(1) 募集期間 令和 2年 1月 31日（金）～令和 2年 4月 24日（金） 

 

(2) 対象者  福島県内に事業所を有する中小企業者・小規模事業者 

        が参画し、企業、大学、公設試等と形成する共同体 

 

(3) 事業期間 2年度または 3年度   

 

(4) 補助額  補助事業当たり 単年度 4,500万円以下 



                2年度の合計で、7,500 万円以下 

                3年度の合計で、9,750 万円以下 

 

(5) 補助率  2/3 以内 ※大学・公設試は定額 

 

(6) 対象経費 物品費、人件費、旅費、外注費、知財関連費、マーケ 

        ティング調査費、委託費など  

 

 ※詳しくは以下の Webページを御覧ください。 

  http://fukushima-techno.com/post3/ 

 

お申込み・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技術振興課 

 郡山市待池台 1-12（福島県ハイテクプラザ内）  

 TEL：024-959-1951 FAX：024-959-1889 

 E-mail：f-tech@f-open.or.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

4. 令和元年台風第 19号等に伴う被災企業に対するハイテクプラザ 

  保有機器の使用料免除の御案内 

 

 令和元年台風第 19 号等（令和元年 10月 25日の大雨を含む）の災害に 

より、“被害を受けた県内企業等”は、免除申請等を行うことでハイ 

テクプラザが開放している施設・設備の使用料が全額免除となります。 

 免除期間は“令和元年 11月 26 日から令和 3年 3月末日まで”です。計 

測・分析・評価等の各種施設・設備を“無料”で御利用いただけます 

ので、是非、早期復旧に向けた事業活動にお役立てください。 

 使用料免除の対象者や免除申請の手続きなど、詳細は当所の専用 Web 

ページを御確認ください。 

 

 ※詳しくは以下の Webページを御覧ください。 

   http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/reconstruct/reconstruct-04.html 

      

お問合せ先 

 福島県ハイテクプラザ企画連携部企画管理科 



 TEL：024-959-1736 FAX：024-959-1761 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

5. 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 ☆ ☆ 

  

 (一社)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 5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 1回開催 (原則水曜日 13：15～) 

 

● 弁護士相談(無料)を月 2回開催 (原則第二・四木曜日 13：15～)    

  

  秘密厳守で対応いたします。 

  お気軽に御連絡ください。 

 

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)  0570-082100 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【あとがき】  

 新型コロナウイルス関連感染症について、国内でも感染者が確認さ 

れておりますが、ハイテクプラザでは受付のほか、複数箇所にアルコ 

ール消毒液を設置しております。来所された際はご利用ください。 

 次号の配信については、3月 16日（月）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・お問合せ先】 

 〒963-0297 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/ 

 


