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北海道 
機関名 北海道立総合研究機構 産業技術研究本部 工業試験場 
部署名 製品技術部 デザイン・人間情報グループ 
電話連絡先 011-747-2377 

事業名 研究開発事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

道内の中小企業などが、新製品開発やデザイン活用をより効果的・効率的に進められるよう、国内外の 

最新の知見を取り入れながら実践的な方法論や支援ツールを開発しています。 

 

＜これまでの主な研究＞ 

１．「食」の製品・サービスアイディア創出手法の開発（経常研究・H27～28・場報告 No.316） 

魅力的な食品づくりを支援するため、ＵＸデザインの手法を応用し、道内食関連事業者や 6 次産業化コ 

ーディネーターなどが活用できる、顧客体験に基づく製品・サービスアイディア創出手法を開発しました。 

２．失敗事例から商品開発を学べるツールの開発（奨励研究・H28・場報告 No.316） 

プロジェクトが途中で頓挫したり、作ったものが売れないといった失敗を減らすことを目的として、新商 

品開発で起こしやすいミスなどを事前に学べるパズル形式のツールを開発しました。 

３．商品力強化のための食品パッケージデザイン分析ツールの開発（経常研究・H25～26・場報告 No.314） 

食品パッケージデザイン開発における、コンセプト開発やデザイン案評価を支援するソフトウェアを開発 

しました。自己組織化ニューラルネットワーク技術を応用しています。 

４．食の戦略研究・第一期（戦略研究・H22～26） 

道総研内の複数機関が集う分野横断型研究において、研究全体のグランドデ 

ザインやコミュニケーションデザインを担当しました。研究の取り組みをわか 

りやすく紹介する、これまでにないタイプの小冊子を作成しました。 

 

＜工業試験場報告＞ 

https://www.hro.or.jp/list/industrial/research/iri/jyoho/reports/index.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 - - 
 

北海道 
機関名 北海道立総合研究機構 産業技術研究本部 工業試験場 
部署名 製品技術部 デザイン・人間情報グループ 
電話連絡先 011-747-2377 

事業名 技術支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

道内の中小企業等を対象に、デザインの戦略的な活用による新製品開発やブランドづくりなどを、次のメニューにより支援しています。 

１．技術相談 

 電話・面談などにより一回～数回にわたるアドバイスを行います（デザイン分野 

H28 実績・約 111 件）。 

２．技術指導・講師派遣 

新製品の企画やコンセプトの強化、各種デザインリサーチの設計・実施、デザイン 

業とのマッチング、具体的な製品等のデザイン開発・ブランディング、企業等にお 

けるセミナー開催などを、数ヶ月～数年の期間に渡って支援します（デザイン分 

野 H28 実績・10 件）。 

【支援テーマ例】 

 ・新型パーマ機の製品開発支援 

 ・道内市町村等におけるデザイン啓発・支援事業の企画・運営支援 

 ・大学等における製品開発体験ゲーム演習 

３．派遣指導・短期実用化研究開発 

当場職員が依頼企業等に出向き協働で製品開発やデザイン活用、ブランディン 

グなどに関する技術的課題の解決に取り組みます（デザイン分野 H28 実績・1 件 21 日）。 

【支援テーマ例】 

 ・地場産材活用製品の企画・デザイン開発 

４．設備使用 

非接触 3 次元測定機や 5 軸 NC 加工システム、光造形システム、3D プリンター、UV プリンターなどの設備を道内企業に開放し、デザイン開発プ

ロセスにおける試作開発などを支援しています（上記５設備 H28 実績・61 件）。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 - - 

顧客体験マップイメージ

商品開発の失敗を学べるパズル型ツール 

パッケージデザイン

分析結果イメージ 食戦略研究小冊子「たべラボ」

札幌市ものづくりデザインセミナー 製品開発体験ゲーム演習

釧路産カラマツを用いた製品プロトタイプ開発
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北海道 
機関名 北海道立総合研究機構 産業技術研究本部 
部署名 ものづくり支援センター 技術支援部 製品開発支援グループ
電話連絡先 011-747-2324 

事業名 商品企画実践講座 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

商品開発に必要な知識を学びながら実際に開発テーマを発見・設定し、コンセプト作りから試作までを目指す実践型講座を H29 年度より開始し

ました。 

＜H29 年度・商品企画実践講座＞ 

期間：5 月～12 月 全 9 回 1 回 3時間半  講師：有限会社エッチビーアイ 代表取締役 大塚 聰 氏 

参加者：道内中小企業 7 社 12 名  参加費：無料 

＜講座の内容＞ 

①企業訪問 講師が参加企業を訪問し、主力商品の製造現場を視察することで今後の商品開発アドバイスの参考とします。 

②座学   商品開発の考え方や知財関係の知識、商品のプレゼン方法などについて講師が解説します。 

③商品開発 各受講者が商品アイデアを毎回プレゼンし、講師や他の受講生との意見交換などを通じてブラッシュアップしながら、商品化を目

指します。 

＜講座カリキュラム＞ 

第 1 回：オリエンテーション / 概要説明・自己紹介など 

第 2 回：企業訪問 / 各受講企業の開発現場を視察 

第 3回：開発課題討議 / 座学・自社商品企画案の発表 

第 4回：企画書作成方法 / 座学と商品企画のブラッシュアップ 

第 5回：製品企画と設計方法 / 座学と商品企画の絞り込み 

第 6回：知的財産権法対策 / 商品開発に係る知的財産権の使い方について 

第 7 回：広報資料の作成方法 / 商品特徴の伝え方、知財権申請書の書き方について 

第 8回：プレゼンテーション / 講座で開発した商品の最終プレゼンテーション会 

特講：受講者データ講評 / 第 8 回で収集した受講者のデータ返却と講評会 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 - - 
 

北海道 
機関名 札幌市 
部署名 経済観光局産業振興部立地促進・ものづくり産業課 
電話連絡先 011-211-2362 

事業名 札幌ものづくり×デザイナープロジェクト 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

市内中小企業を対象に、商品開発や販売促進など経営上のさまざまな課題に対して、デザイン活用・導入することを支援し、市内企 

業の製品企画力、競争力強化を図る。 

■製品企画等支援のためのプロダクトデザイナー等派遣 

１ プロダクトデザイナーによる企業訪問（７月実施） 

市内中小企業においては、プロダクトデザイナー等の外部人材がどのような協力をしてくれるのかの具体的イメージが足りないことが多いた

め、そのギャップを埋めるため、製品開発経験豊富なデザイナーが、自社の技術、製品開発等アドバイスを受けたい市内中小企業を訪問し、アド

バイスを行うとともに、下記支援事業の具体的な活用の仕方を提案。 

２ プロダクトデザイナー等外部人材による製品開発支援（全８回、８月～３月） 

新製品開発や新事業展開を目指す意欲のある市内中小企業に対して、豊富な企業支援実績を持つ「製品開発プロデューサー」及びマーケティ

ング、セールス、ブランディング、デザイン、知的財産等の各分野の専門家である「製品開発アドバイザー」により構成される支援チームを派遣

し、製品開発を支援（３月 13 日に成果発表会を予定）。 

■セミナーの開催（新製品開発の重要性及びデザイン活用の重要性の啓発、上記事業の周知を目的） 

１ ものづくり×デザインセミナー【平成 29 年 5 月 19 日（金）、参加人数：81 名】 

テーマ：「ものづくり×デザイン」自社製品開発で新市場をひらけ！ 講師：株式会社コボ代表取締役社長 山村真一氏 

※ その他、デザイン手法を活用して成功した事例を基にした「ものづくり×デザインワークショップ」を実施。 

２  ものづくり道場 2017～新製品開発テーマを発掘するためには～【平成 29 年 11 月 30 日（木）、参加人数：21 名】 

テーマ：「新製品開発テーマの見つけ方～何を作るか。掘り起こしから実施まで～」 講師：株式会社コボ代表取締役社長 山村真一氏 

※ その他、ミニワークショップ、上記プロダクトデザイナー等の派遣事業を受けている企業の事例紹介を実施。 

■実施団体 一般財団法人さっぽろ産業振興財団 

＜参考 URL＞http://www.sec.or.jp/other/782.html 

http://www.city.sapporo.jp/keizai/seizo/shien/design/top.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 25 年度 5,500 千円 

講師・事務局による企業訪問 商品開発の基礎知識を学ぶ座学
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北海道 
機関名 函館市 
部署名 経済部工業振興課 
電話連絡先 0138-21-3314 

事業名 デザイン産業推進事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

【事業内容】 

  平成２５年度から平成２７年度まで，市内食品加工企業のビジュアルコミュニケーション導入に対する支援を，市内デザイン関連団体に委託し

実施してきた。 

  支援内容は，デザインを通じて企業価値や商品価値を高めたいと考えている市内食品加工企業と地元デザイナーとのマッチングを行い，

「企業」と「デザイナー」の協業によるデザイン戦略やデザインコンセプトの作成など，ビジュアルコミュニケーション導入初期の取り組みを支援

するものである。 

  本事業による支援期間は１年間で，２年目以降は企業とデザイナーが直接契約を結び，企業とデザイナーが協業を継続する。 

  平成２８年度及び平成２９年度は，本事業の効果についてＰＲするため，市内中小企業団体を対象とした事業ＰＲセミナーの開催や，広報パン

フレット「デザイナーと始めよう！」の制作・配付など，本事業の事例紹介を通して，デザイン導入のメリットについて説明し，市内一般企業への本

事業の取り組みの拡散を図っている。 

  平成３０年度以降については，これまで実施してきた事業を検証の上，より効果的な事業を実施していく予定。 

 

【支援対象企業一覧】（Ｈ２５～２７） 

 ○ 平成２５年度支援対象企業 ２社（水産加工業，乳製品製造業） 

 ○ 平成２６年度支援対象企業 ２社（菓子製造業，水産加工業） 

 ○ 平成２７年度支援対象企業 ２社（菓子・惣菜製造業，水産加工業） 

 

【広報活動】（Ｈ２８・２９） 

 ○ 平成２８年度ＰＲセミナー開催 ５回 

 ○ 平成２８年度広報パンフレット「デザイナーと始めよう！」制作・配付 

 ○ 平成２９年度ＰＲセミナー開催 ３回（※予定） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度から新規事業を実施予定 平成２５年度 16,400 千円 
 

北海道 
機関名 旭川市 
部署名 経済観光部産業振興課 
電話連絡先 0166-65-7047 

事業名 デザインギャラリー及びコレクション館管理負担金 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

産業デザインを主体とした企画展示及び発表の場としてのデザインギャラリーと産業分野その他貴重な織田コレクションを主に展示するコレク

ション館の管理運営を行い，地場産業におけるデザイン振興の動機付けやデザインマインドの高揚を図る。 

 

■運営主体：旭川デザイン協議会（会長：伊藤 友一） 

■所在地 ：旭川市宮下通１１丁目 上川倉庫「蔵囲夢」内 

■入館者数（平成２８年度） 

・デザインギャラリー 14,109 人 

・コレクション館 7,416 人 

■平成２８年度実施事業： 

・デザインギャラリー 

 旭川工芸デザイン協会展，旭川広告デザイン協議会展，旭川デザイン協議会展 他 

・コレクション館 

 タイムレス・ビーセズ～北欧デザインと暮らし，ユニークチェアーズ 

 

＜参考 URL＞ 

http://potato.hokkai.net/~ada/about/index.html 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成９年度 14,319 千円・16,535 千円 

旭川工芸デザイン協会展 2017

（2016.6.14～26） 

旭川デザイン協議会展 2017 

（2017.1.10～29） 
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北海道 
機関名 旭川市 
部署名 経済観光部産業振興課 
電話連絡先 0166-65-7047 

事業名 デザイン振興基金積立金 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

デザインに関する事業に必要な経費の財源に充てるため，「旭川デザイン振興基金条例」を制定し，基金趣旨に賛同する企業，団体及び個人か

らの寄付金を積み立てる。 

 

 

平成２９年３月現在 基金額 １６，３８５，６１７円 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施 平成元年度 164 千円 
 

北海道 
機関名 旭川市 
部署名 経済観光部工芸センター 
電話連絡先 0166-66-1770 

事業名 ASAHIKAWA DESIGN WEEK 開催支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

「ASAHIKAWA DESIGN WEEK」は，旭川地域における木製品産業，ものづくり，デザインをトータルで PR する旭川地域で開催されるイベントである。

昭和 30 年より開催してきた「旭川家具産地展」が，「ASAHIKAWA DESIGN WEEK」と改称し，各種デザインコンテンツを加えプロユーザーだけでは

なく一般ユーザーも含めて旭川広域地域を舞台に家具木工産業を世界に広めるイベントとしてリニューアルした。 

平成 30 年度の「ASAHIKAWA DESIGN WEEK 2018」では，新作家具やクラフトの展示，講演会等，一連のイベントを実施する予定。 

 

＜平成 28 年度 開催内容＞ 

イベント名  ASAHIKAWA DESIGN WEEK 2016 

主   催  旭川家具出品者協会（旭川家具工業協同組合，旭川商工会議所，旭川市） 

期   日  平成 28 年 6 月 22 日（水）～6 月 26 日（日） 

場   所  旭川デザインセンター（北海道旭川市永山 2 条 10 丁目）ほか 

実施内容  旭川地域で生産された新作家具やクラフト・工芸品の展示 

建築家 田根剛氏によるインスタレーション及びトークイベント 

織田コレクションによる北欧デザイン家具等の展示，ファクトリーツアー 等 

参加人数  10,500 人 

 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

 http://www.asahikawa-kagu.or.jp/adw/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

ASAHIKAWA DESIGN WEEK 2018 
期日平成 30 年 6 月 20 日(水)～24 日(日) 

昭和 30 年度 - 

 

メイン会場インスタレーション 

「PARTS TO THE FURNITURE」 

建築家 田根剛氏による講演会 
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北海道 
機関名 帯広市 
部署名 商工観光部 工業労政課 
電話連絡先 0155-65-4167 

事業名 帯広市ものづくり総合支援補助金 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１ 目的 

 新たなものづくりの先導的な取り組み及び新しい産業を創造する中小企業者を、研究開発から技術指導、販路開拓までを総合的に支援し、

本市産業経済の発展に資するため、事業費の一部を補助するもの。 

２ 対象者 

 ・中小企業者、または中小企業者で構成された団体・グループであること 

 ・帯広市内に主たる事務所があること 

 ・市税の滞納がないこと 

 ・暴力団員または暴力団関係事業者ではないこと 

 ※海外販路開拓の補助対象者は、中小企業者で構成された団体・グループに限ります。 

３ 対象事業 

①新製品・新技術・新サービス開発事業 ②国内販路開拓事業 ③海外販路開拓事業 ④新事業・新分野進出 

４ 補助率・補助限度額 

 ・補助率 ２分の１以内 

 ・限度額 上記「補助対象事業」の①・④１５０万円、②・③５０万円 

※「産学官・異業種連携」により事業を実施する場合は、上記限度額に５０万円を加算します。 

 

<事業に関する情報が掲載されているサイト URL> 

http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shoukoukankoubu/kougyourouseika/b040104monozukuri.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

継続予定ではあるが、予算や詳細については未定。 平成２０年度 4,520 千円（平成 29 年度時点） 

 

北海道経済産業局 
機関名 北海道経済産業局 
部署名 地域経済部 産業技術課 知的財産室 
電話連絡先 011-709-2311 内線 2586 

事業名 デザイン創造・活用支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

北海道内の食品や日用品を対象に優れたデザインのパッケージを広く募集し、展示する「パッケージデザイン展」を開催し、デザインの創造・活

用による商材の販売促進・ブランド化を図るとともに、デザインの創造・保護・活用に対する意識啓発、制度普及を促進する。 

＜平成２９年度事業内容＞ 

（１）パッケージデザインコンテスト北海道２０１７ 

 平成 29 年 8 月 23 日～9月 8 日 参加企業募集 

 平成 29 年 10 月 16 日～12 月 5日 パッケージデザイン募集 

 平成 29 年１２月 15 日 審査会 

（２）デザインを活用した商品開発セミナー 

平成 29 年 8 月 23 日（水） (場所)TKP 札幌カンファレンスセンター 

平成 29 年 8 月 30 日（水） (場所)アートホテル旭川 

講演①；「強いデザイン」 (講師)鎌田 順也氏（アートディレクター／グラフィックデザイナー） 

講演②；「デザインの価値と知的財産権」 (講師)富田 尊彦氏（弁理士） 

（３）パッケージデザイン展２０１７札幌 

平成 30 年 1 月 27 日～2 月 1 日 (場所)紀伊国屋書店札幌本店ギャラリー 

パッケージデザインコンテスト北海道２０１７ 表彰式、審査員によるトークイベント、優秀作品・入選作品の展示 

（４）パッケージデザイン展２０１７旭川  

平成 30 年 2 月 10 日～2 月１１日 (場所)蔵囲夢デザインギャラリー 

パッケージデザインコンテスト北海道２０１７ 優秀作品・入選作品の展示 

（５）商品化に向けたフォローアップ 

 平成 30 年 1 月～ 商材提供企業と優秀作品デザイナー等の協議の場を提供し、商品化に向けた支援を行う。 

〈参考ＵＲＬ〉パッケージデザインコンテスト北海道２０１７特設サイト http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/package2017/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２７年度 - 
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東北経済産業局地域 
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青森県 
機関名 地方独立行政法人青森県産業技術センター 弘前地域研究所 
部署名 生活デザイン部 
電話連絡先 0172-55-6740 

事業名 開発研究・支援研究 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１．「伝統工芸品等のデザイン・商品化に関する研究」（開発研究） 

１）漆製品の価値向上研究（H26〜30） 

 津軽塗の製品開発の方向性を示すため、住空間に着目しそこで使われている配色や形状を調査し、視覚化したカラー 

 イメージマップなどの資料にまとめ、現代の生活空間に適した製品を開発する。 

２）県産材三次元曲面加工に関する研究（H26〜30） 

 既存木工用 NC マシンで三次曲面成形型を製作するための 3DCAD/CAM 変換プログラムを検討し、三次元曲面加工研 

 究会で提案された製品アイデアを試作する。 

  

２．デザイン関連技術支援事業（H26〜30） 

１）商品開発を目指す県内企業の育成・強化・発展を図るためにデザインや木工・漆工関連の調査、研究成果の普及、 

 情報の発信などを行う。 

２）デザイン相談会 

 農商工等連携促進法や六次産業化・地産地消法などの推進により，自社商品開発を初めて行う企業が増えている。 

 そこで当研究所では，商品開発をデザインおよび知財の視点から，売れる商品づくり支援を行っている。 

（青森県知財総合支援窓口と共同）年６回，18 社のデザイン相談を受け，必要に応じて継続し伴走型開発支援を行う。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度まで継続。（第3期は平成31～35年度） 平成２６年度 12,405千円（H26～30総予算額）
 

青森県 
機関名 青森県 
部署名 環境生活部県民生活文化課文化・ＮＰＯ活動支援グループ 
電話連絡先 017-734-9208 

事業名 高校生ファッションチャレンジ事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

■「全国高等学校ファッションデザイン選手権大会（ファッション甲子園）」の開催 

 

 創造力豊かでチャレンジ精神あふれる人材の育成及び産業・地域の活性化の推進を図るため、「全国高等学校ファッションデザイン選手権大

会（ファッション甲子園）」を開催する。 

 

※平成１２～１６年度：県主催 

 平成１７年度～  ：ファッション甲子園実行委員会主催（県は実行委員会構成員として開催支援） 

 

【第 17 回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会（ファッション甲子園 2017）開催実績】 

 開催年月日：平成２９年８月２０日（日） 

 開催場所：弘前市民会館 

 応募総数：３，００９点 

 審査員：著名ファッションジャーナリスト、デザイナー等 

 最終審査会出場チーム数：３５チーム 

  

 

＜参考ＵＲＬ＞ 

http://www.f-koshien.com/index.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成１２年度 12,500 千円・26,878 千円 

 
 

最終審査会表彰式の様子 
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青森県 
機関名 HIROSAKI DESIGN WEEK コンソーシアム 
部署名 事務局 弘前市 経営戦略部広聴広報課 
電話連絡先 0172-40-0494 

事業名 弘前アイデアソン 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

弘前市が進めるシティプロモーションパワーアップ戦略推進事業「HIROSAKI DESIGN WEEK」の一環として「弘前アイデアソン」を開催。 

 この事業は、「プロダクト」と「ファッション」をキーワードに、地元クリエイター、学生、ゲストが一緒にワークショップを行い、弘前の新たな「贈り

物」についてのアイデアを提案、その後、参加者が考えたアイデアの種をヒントに、デザイナーが形にすることを目指す商品化プロジェクト。 

 

＜平成 28 年度 開催内容＞ 

 １.期 日:平成 28 年 10 月 10 日 

 ２.場 所:市内 吉野町煉瓦倉庫 

 ３.ファシリテーター:茂木健一郎氏（脳科学者）、生駒芳子氏（ファッションジャーナリスト）、 

                菱川勢一氏（映像作家）、西野亮廣氏（芸人・アーティスト） 

 ４.デザイナー：辰野しずか氏（プロダクトデザイナー）、matohu（デザイナー） 

 ５.参加人数：69 名 

 ６.開発した試作品：「Tsugaru Bird Ｗhistle」、「CO－GIN STITCH」 

 

＜参考 URL＞ 

 ●弘前デザインウィーク公式 WEB サイト 

  http://www.city.hirosaki.aomori.jp/hdw/ 

 ●HIROSAKI DESIGN WEEK「RINGO」２０１６ 

  http://www.city.hirosaki.aomori.jp/hdw/hdw_ringo2016.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成２９年度において、開発した試作品をミラノ・サローネに出展。 平成２８年度 9,072 千円 
 

青森県 
機関名 HIROSAKI DESIGN WEEK コンソーシアム 
部署名 事務局 弘前市 経営戦略部広聴広報課 
電話連絡先 0172-40-0494 

事業名 津軽塗デザインプロジェクト事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

弘前市が進めるシティプロモーションパワーアップ戦略推進事業「HIROSAKI DESIGN WEEK」の一環として「津軽塗デザインプロジェクト事業」を

実施。国の重要無形文化財に指定されている「津軽塗」について、国指定の産地組合を中心に連携を強化し、マネージメント・デレクション・デザ

イナーなど官民が一体となり、時代にあった商品、マーケティングを見据えた商品を開発して国内外の展示会に出展し、販路開拓・拡大を図る

ことを目指しています。 

＜平成２８年度 実施状況＞ 

 １.津軽塗商品のデザイン開発 

  ① プロダクトデザイナー:喜多 俊之 氏 

  ② 参加職人等:津軽塗職人９名、 木地師業者 5者 

  ③ 成果品等:開発商品[24 点 16 種]、サンプル帳［日英各５冊］、手板帳［英１冊］、PR 動画制作 

 ２.テストマーケティング 

  １月にフランス・エスモードパリ校のフランス工芸展に出展し、テストマーケティングを実施。 

＜平成２９年度 実施状況＞ 

 １.ミラノサローネへの出展 

  前年度に開発した津軽塗商品を、４月にイタリアで開催の国際見本市ミラノサローネの「JAPAN  

DESIGN WEEK in Milano 2017」（トリエンナーレ美術館内）」エリア内に弘前ブースを設け出展し、弘前 

市長によるトップセールスを実施。来場者は約５万７千人。 

 ２.津軽塗商品のデザイン開発 前年度に引き続き、プロダクトデザイナー喜多俊之氏の監修の下、津軽塗商品を開発。 

 ３.メゾン・エ・オブジェへの出展 本年度に開発した津軽塗商品を、１月にフランスで開催の国際見本市メゾン・エ・オブジェに出展。 

＜参考 URL＞ 

●弘前デザインウィーク公式 WEB サイト http://www.city.hirosaki.aomori.jp/hdw/ 

●弘前津軽塗デザインプロジェクト http://www.city.hirosaki.aomori.jp/hdw/product.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度以降も継続して実施予定。 平成２８年度 31,545 千円 
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青森県 
機関名 HIROSAKI DESIGN WEEK コンソーシアム 
部署名 事務局 弘前市 経営戦略部広聴広報課 
電話連絡先 0172-40-0494 

事業名 HIROSAKI  APPLE DESIGN AWARD 2017 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

弘前市が進めるシティプロモーションパワーアップ戦略推進事業「HIROSAKI DESIGN WEEK」の一環として「HIROSAKI APPLE DESIGN AWARD 2017」

を実施。イタリアミラノにある世界的なデザインサイト「designboom」と連携して、弘前が日本一の生産量を誇る「りんご」をテーマとした世界コ

ンペティションを実施。世界を舞台とすることで、地元クリエイターの発掘・育成を図るとともに、「りんごの街弘前」のブランデングにも繋げて

いくことを目指しています。 

１.アワードの開催 

① テーマ:りんご（ジャンルは、ノンジャンルとする。） 

② 募集期間:平成 29 年 7 月 28 日～９月 30 日 

③ 賞:グランプリ１名、準グランプリ２名（賞金総額約 100 万円）、その他審査員特別賞 

④ 審査:建築家の伊東豊雄氏を審査委員長とする審査員が応募作品の中から１次審査約 100 点を選考、２次審査でグランプリ等の入賞を決定。

⑤ 参加資格:プロ・アマ不問。中学生以上。 

⑥ 応募状況:世界 47 カ国から 962 点の応募が有り。 

⑦ 同時募集:本アワードの実施に併せて、市内小学生からもりんごのデザイン画を募集。 

２.クリエイター展の開催 アワードの入選作品及び小学生の作品を市民や観光客に観てもらうために「弘前クリエイター展」を開催。 

① 展示期間:平成 29 年 10 月 20 日～29 日 

② 場  所:弘前市民会館及び弘前公園内（屋外展示） 

③ 観覧者数:約２万人 

④ 同時開催:アワードのデザインテーマであるりんごにちなん 

で、弘前城本丸に、りんごの果実約３万個で描いた 

巨大モザイク画「リンゴアート」を開催。 

＜参考 URL＞●弘前デザインウィーク公式 WEB サイト http://www.city.hirosaki.aomori.jp/hdw/ 

●弘前クリエイター展～弘前アップルデザインアワード～ http://www.city.hirosaki.aomori.jp/hdw/apple_award2017.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

応募デザインの活用などのフォローアップ事業を予定。 平成 29 年度 5,000 千円 
 

青森県 
機関名 八戸市 
部署名 商工労働部商工課 
電話連絡先 0178-43-9242 

事業名 八戸市知的財産権対策支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

意匠を含む知的財産権の取得・活用に課題を抱えている中小企業者を対象に、弁理士による無料相談及びセミナーを開催しています。  

 

■弁理士による無料相談 知的財産権に関する相談を無料で受け付けています。事前に下記相談窓口まで、電話で予約申し込みが必要です。 

《予約先・相談場所》 (株)八戸インテリジェントプラザ 

住所：青森県八戸市北インター工業団地一丁目 4 番 43 号 TEL：0178-21-2111 FAX： 0178-21-2119  

 

■セミナーの開催 知的財産権の基礎的な内容に関するセミナーを開催しています。どなたでも無料で参加できます。 

【第１回】平成 29 年 7 月 4日（火）14:00～16:00 「はじめての知的財産」～なにかしておかなくて、大丈夫？～ 

【第２回】平成 29 年 7 月 11 日（火）13:30～16:00 「はじめての特許出願」～まず、何を？ 次にどうする？～ 

【第３回】平成 29 年 7 月 25 日（火）13:30～16:00 「はじめての商標出願」～とにかく調べて、出してみよう～ 

【第４回】平成 30 年 1 月 23 日（火）13:30～15:30 「知財戦略の考え方」～ちょっとしたアイデアや改善を適切に保護する” 知財ミックス” ～ 

 

場所 八戸インテリジェントプラザ 

講師 ㈱八戸インテリジェントプラザ知的財産アドバイザー 弁理士 富沢 知成 氏 

定員 各 30 名 

 

《申込み・お問い合わせ》 (株)八戸インテリジェントプラザ 

住所：青森県八戸市北インター工業団地一丁目 4 番 43 号 TEL：0178-21-2111 FAX： 0178-21-2119   

 

＜参考 URL＞ http://city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/14,52766,116,html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成１３年度 3,502 千円 
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岩手県 
機関名 地方独立行政法人岩手県工業技術センター 
部署名 デザイン部 
電話連絡先 019-635-1115 

事業名 研究開発事業及び技術支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１ 研究開発 県政課題や地域課題の解決、企業等の新たな事業展開への支援、技術シーズの創生などに向けた研究開発を行っている。その

うち３テーマを例示するが、このほか、新たな漆工技術に関する研究開発も行っている。 

①コンプウッド処理材の曲げ加工性の向上とそれを活用する曲木の生活用品への応用（研究期間；平成２８年度～２９年度） 

【研究概要】県内の木製品製造業の発展と活性化のためには、これまで取り組まれてこなかった曲線や曲面を複合的に活用した新たなデザイ

ン開発が求められる。そこで、当センター保有のコンプウッドシステムを活用した新しい曲木技術の導入促進のため、コンプウッドシステムのさら

なる活用ノウハウを蓄積する。 

②南部鉄器に関わる文様押し課題の解決（研究期間；平成２９年度） 

【研究概要】南部鉄器の美しい文様は大変重要な付加価値要素であるが、伝統製法「焼型製法（惣型鋳造法）」では高い技能が要求され、可能な

職人は限られる。そこで、文様付与工程の効率化を目的にレーザー彫刻機による文様押しの原型製作法を確立する。 

③漆器木地加工におけるＮＣ加工機械活用支援（研究期間；平成２９年度） 

【研究概要】漆器木地製造事業者の当センター関連設備利用促進と加工技術向上を目的として、当センター既存の３次元モデリングソフトウェア

やＣＡＤ／ＣＡＭ等を利用し、自由曲面を有する漆器木地のＮＣ加工システムを提案する。 

２ 企業活動への技術支援 研究成果や職員の専門的知識等を活用した技術相談、依頼試験への対応のほか、設備機器の貸出などを通じて

県内の企業活動を支援している。 

①技術相談   ■新技術の照会、製品・原材料の分析や技術開発資金など、技術に関する様々な問題についての相談に応じます 

■平成２８年度デザイン部実績：７４９件 

②依頼試験等  ■各種分析・計測を行い、その結果を成績書として発行します。また、加工（デザイン加工含む）を行い、加工品をお渡しします

■平成２８年度デザイン部実績：７４件（レーザー彫刻加工、木材加工、木製品強度試験 など） 

③設備機器貸出 ■センターが所有する機器を貸し出します（一部の機器は所外への貸出も行っています） 

■平成２８年度デザイン部実績：３２９件（レーザー彫刻機、光造形装置、３次元プリンター など） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

来年度以降も継続して実施予定 - - 
 

岩手県 
機関名 盛岡市 
部署名 商工観光部 ものづくり推進課 
電話連絡先 019-626-7551 

事業名 盛岡市クリエイティブプロジェクト育成事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１ 目的 

市内の事業者，団体又は個人による，クリエイティブ産業の集積・活性化に資する創造性豊かな多分野のプロジェクト創出と連携を促すため，

プロジェクトに対する助言・サポートのほか，実施に要する経費に対し助成するもの。 

２ 公募する事業 

○新規事業創出プロジェクト クリエイティブ産業と他分野との連携による新規事業の立ち上げ等を行うプロジェクト。 

○ネットワーク形成プロジェクト クリエイティブ産業人材の育成及び地域クリエイターのネットワークの形成・活性化に資するプロジェクト。 

３ 認定プロジェクトへのサポート 

 プロジェクトの計画・実行において，高等教育機関の教員・産業支援機関の職員・地域のクリエイターから構成される盛岡市クリエイティブプロ

ジェクト育成事業アドバイザリーボードの助言等のサポートを受けることができる。 

４ 補助対象経費および補助額 

プロジェクトの実施に要する各経費（税抜き額）を合算した額（その額に千円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てた額）の 5 分の 4 に

相当する額以内の額。ただし，その額が 50万円を超えるときは，50 万円を限度とする。 

５ 認定実績 

  ○平成 28 年度認定プロジェクト ２件 

   ・岩手 ADC（アートディレクターズクラブ）創設プロジェクト（岩手 ADC 準備委員会） 

   ・「MORIOKA クリエイティブ」パートナーシップ事業（MORIOKA クリエイティブパートナーズ） 

  ○平成 29 年度認定プロジェクト ２件 

   ・盛岡フォトフェスティバル（盛岡フォトフェスティバル実行委員会） 

   ・盛岡のホームスパン業界のネットワークづくり＆若手育成事業（ホームスパンミーティング実行委員会） 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/shien/sangyokasseika/1008071.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 28 年度 1,000 千円 
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H21〜28の間に72件のプロジェクトを⽀援
[H28]
スタートアッププロジェクト 6件
[H27]
スタートアッププロジェクト 5件
リサーチプロジェクト 2件
サポートプロジェクト 2件

平成29年度 実施中プロジェクト

 

宮城県 
機関名 仙台市 
部署名 経済局産業政策部産業振興課 
電話連絡先 022-214-8263 

事業名 クリエイティブ産業振興事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

クリエイティブプロジェクト助成事業 

クリエイティブ産業の集積・活性化を目的として、創造性豊かなプロジェクトを公募します。プロ 

ジェクトの育成により、クリエイティブ産業と他分野との連携による新たな社会的需要に対応し 

たビジネスの創出を助成等により支援します。募集区分は、①年度内に事業の立ち上げをめざ 

すスタートアッププロジェクト（上限 500 千円）、②事業可能性を調査するリサーチプロジェクト 

（上限 100 千円）③広報支援等を行うサポートプロジェクト（助成金なし）の 3 区分です。 

ウェブサイト・カフェ 

++ウェブ++ 

SC3 ウェブサイトにより、在仙クリエイターへのインタビューや市内でクリエイティブを活用する 

事業者などの情報を発信し、仙台でクリエイティブワークに従事するイメージを持ってもらうこ 

とにより、クリエイターの仙台圏への UIJ ターンを促進します。（参考 URL）http://www.sendai-c3.jp/ 

++カフェ++ 

市内クリエイティブ施設の利活用促進に繋がるワークショップ・クリエイティブプロジェクト実施者 

のステップアップに繋がりうる勉強会やセミナー・既存企業とクリエイターの連携促進を目的とし 

た両者の交流会などを SC3 カフェとして実施し、ネットワーク形成を支援します。 

デザイン活用による高付加価値化支援事業（「とうほくあきんどでざいん塾」） 

仙台市若林区卸町にあるクリエイティブ・シェア・オフィス「TRUNK」を拠点に、デザイン活用に積極的な企業と地元クリエイターのマッチングを実

施し、企業のデザイン活用を促進するとともに、地元クリエイターの育成にも取り組むことで、卸町地区へのクリエイティブ産業の集積を図りま

す。H29 年度は「企業と協働できるクリエーターの育成」に焦点を絞り、クリエイターを募っての雑誌制作を実施。編集会議が参加者にとっての

スキルアップの場を兼ねており、この編集会議を公開で行うことで、新たなクリエイターを呼び込む仕組みを作ります。 

（参考 URL）http://tohokuakindodesign.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 18 年度 71,275 千円 
 

秋田県 
機関名 秋田県 
部署名 産業労働部地域産業振興課 
電話連絡先 018-860-2246 

事業名 産業デザイン活用促進事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

【目的】 県内産業の高付加価値化を図るため、「あきた産業デザイン支援センター」を設置し、製品の企画段階から製造、製品化後のマーケテ

ィング・販路開拓に至るまで、県内企業を産業デザインの面から支援する。 

【主な業務】 ○製品のデザイン、開発、製作技術に係る助言 

      ○市場開拓、販路拡大などマーケティングに係る助言 

      ○相談の内容に応じた専門家(デザイナー)の紹介・つなぎ 

      ○公的助成制度等への申請に係る支援 

      ○産業デザインの普及啓発 など 

【設置場所】 公益財団法人あきた企業活性化センター内 

【人員体制】 デザイン相談員 3 人（うち 2 人を本事業で配置） 

 

＜普及啓発セミナー＞ 秋田のものづくりとデザイン 2017「売れる仕組みとその値段 デザインの費用対効果」 

 【日時】平成 29 年 7 月 11 日(火) 

 【場所】秋田県庁第二庁舎大会議室 

 【第１部】演題：「目指せ好感度ナンバーワン！“こがもろ”ヒットの理由」 

講師：株式会社塚本商店 旭南高砂堂 塚本 高 氏 

 【第２部】演題：「過酷な条件を逆手に取る！秋田生まれの“ソーラーLED 街路灯”」 

講師：株式会社アイセス 齊藤 勇人 氏 

 【参加者】81 名 

 

＜参考 URL＞ http://idsc-akita.net/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２３年度 10,360 千円 
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山形県 
機関名 山形県 
部署名 商工労働部産業政策課地域産業振興室 
電話連絡先 023-630-2362 

事業名 山形エクセレントデザイン事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

県内製品を対象とした顕彰事業「山形エクセレントデザイン」を平成９年度に開始、現在は隔年開催で、平成 29 年度に 10 回目となる「山形エク

セレントデザイン２０１７」を実施した。 

■山形エクセレントデザイン２０１７ 

実施主体：山形デザインコンペティション実行委員会（会長：山形県知事） 

内  容：魅力的で競争力の高い製品づくりとデザインマインドの向上を目指し、県内で企画・開発・生産された優れたデザインの製品を選定・

顕彰する。 

 募集期間：平成 29 年７月３日（月）～９月８日（金） 

 募集対象：過去５年以内に、県内で企画・開発・生産され、販売されている又は平成 29 年 12 月までに販売予定の製品及び商品 

 応 募 数：80 点（65 社） 

 選定結果：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞http://www.yamagatanodesign.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度は、選定品の県内展示会を実施予定。 平成９年度 ３,５５３千円 
 

山形県 
機関名 山形県 
部署名 商工労働部産業政策課地域産業振興室 
電話連絡先 023-630-2362 

事業名 山形エクセレントデザイン販路開拓支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

山形エクセレントデザイン２０１７受賞製品、奨励企業の販路開拓を目的とし、売るための製品ブラッシュアップと販路開拓手法を学ぶ塾を開催す

る。 

 

実施主体：山形デザインコンペティション実行委員会（会長：山形県知事） 

 

■山形エクセレントデザイン販路開拓支援事業 

内   容： 講師による講話及びアドバイス、受講者によるグループ討議 

期   日： 平成 30 年１～２月（月１回、計２回開催） 

参  加  者：  講師 １名 

参加企業 山形エクセレントデザイン２０１７受賞企業、奨励企業 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.yamagatanodesign.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も同事業を実施予定。 平成２７年度 ３,５５３千円 

エクセレントデザイン大賞「大蔵村 棚田米」  
大蔵村棚田米生産販売組合        

ブランドデザイン賞    「リンゴリらっぱ 100％ストレートジュース」  

森の家 
ハートフルデザイン賞  「飾りコマ」 ㈱つたや物産 

プロダクトデザイン賞  「籐バスケット「ハイル」シリーズ」 

㈲ツルヤ商店 
             「MOKULOCK もくロック KODOMO、BU-BU」 

㈱ニューテックシンセイ 

地域デザイン賞     「やまが炭」 ㈱長沢燃料商事 
コミュニティデザイン賞 「eat M eat（イートミート）」 ㈱和農産 

入賞 「kibori ブローチ」 芦野和恵 

   「オランダせんべい FACTORY」 酒田米菓㈱ 

   「BABYLOCK TRIUMPH」 ㈱鈴木製作所 
   「サクランボ種取り機 チェリー・スター」大東精密㈱ 

   「「えんむすび」塩むすび特撰ブレンド米」  

農事組合法人山形おきたま産直センター 
   「山形県朝日町ふるさと納税」  

山形県朝日町＋地域振興サポート会社まよひが企画 

   「ウフウフガーデン」 ㈱山田鶏卵 
   「山形七煎（やまがたななせん）」㈲結城米菓  
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山形県 
機関名 山形県 
部署名 商工労働部産業政策課地域産業振興室 
電話連絡先 023-630-2362 

事業名 山形エクセレントデザイン販路開拓支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

県内企業のデザイン力向上、デザイン思考を積極的に活用する意識の醸成を図ることを目的とし、企業とデザイナーによる企業見学会や交流

会を行うことにより、企業とデザイナーの良好な関係を構築し、県内ものづくり企業がデザインを活用した自社製品開発に取り組むきっかけを

つくる。 

 

実施主体：山形デザインコンペティション実行委員会（会長：山形県知事） 

 

■デザイン活用促進事業 

内   容： 県内外のデザイナーによる県内製造業者の企業見学会及び交流会を実施し、デザイナーと県内企業のマッチングを行う。 

期   日：  平成 29 年８月９日（水）～10 日（木） 

参  加  者：  県内デザイナー ５名 

県外デザイナー ６名 

参加者 36 名（30 社） 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.yamagatanodesign.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も同事業を実施予定。 平成２７年度 ３,５５３千円 
 

山形県 
機関名 山形県 
部署名 商工労働部産業政策課地域産業振興室 
電話連絡先 023-630-2362 

事業名 デザイン共創促進事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

県内企業が東北芸術工科大学と協働して行うデザインを活用した商品開発を支援することにより、①学生の地域帰属意識向上と県内企業へ

の愛着心育成、②将来のものづくりを支える学生のデザイン能力向上、③成功事例の輩出による県内企業の「デザイン思考」を活用する意識の

醸成を図る。 

 

■デザイン共創促進事業 

内   容： 東北芸術工科大学と県内企業の協働による商品開発の支援 

実施主体： 県 

募集期間： 平成 29 年５月 29 日（月）～６月 23 日（金） 

支援対象企業数： ５社 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も同事業を実施予定。 平成２４年度 １,９０６千円 
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福島県 
機関名 福島県 
部署名 観光交流局県産品振興戦略課 
電話連絡先 024-521-7296 

事業名 クリエイティブ伝統工芸創出事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

(１)クリエイターと県内事業者とのマッチングによる商品開発 

  世界的デザイナーを始めとしたクリエイターと伝統工芸・地場産業事業者とのマッチングにより、新商品の開発を行う。 

  ①参加事業者     会津塗、会津木綿、三春張子、ガラス製品、桐製品など１４事業者 

  ②参加クリエイター  コシノジュンコ、スズキタカユキ、ナタリー・レテ、KINARIYA、舛田玲香 

  ＜開発した商品、ブランドロゴの一例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

           

（２）ふくしまクリエイティブクラフトアカデミーの開講・運営 

県内の伝統工芸・地場産業に携わる人材が、デザイン・マーケティング・ブランディング等にかかる知識を習得し、販売力強化に向けたスキ

ルアップを図る場として、「ふくしまクリエイティブクラフトアカデミー」を平成２９年度から開講した。 

①受講対象    県内の地場産業に携わる職人・事業者・組合等、県内の地場産業の担い手を目指す者 

②受講者数    ４１名 

③カリキュラム  マーケティングコース、クリエイティブコースを設定。 

全４回の講座と先進地視察１回実施。    

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 28 年度 60,293千円（平成29年度）
 

東北経済産業局 
機関名 東北経済産業局 
部署名 地域経済部 産業技術課 知的財産室 
電話連絡先 022-221-4819 

事業名 ＴＯＨＯＫＵデザイン創造・活用支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１．目的 東北地域の魅力ある商品に対する新パッケージデザインを公募・展示することにより、東北ならではのデザイン等を創造し、優秀な作

品について実用化することで中小企業等におけるデザイン等の活用による商品の販売促進とブランド化を支援するとともに、東北地

域におけるデザイン等に対する意識を啓発し、デザイン等の創造・保護・活用を促進する。 

２．実施内容 

（１）「おいしい東北パッケージデザイン展２０１7」開催 

東北地域の魅力ある商材（８社８商品）に対するパッケージデザインやキャッチコピー等を公募・審査・表彰・展示を行うデザイン展を開催。 

（２）「おいしい東北パッケージデザイン展２０１7」フォーラム開催（同時開催：デザイン展表彰式） 

東北管内における商材に対するデザインの創造・保護・活用に関する意識啓発、制度普及を図るため、フォーラムを開催すると共に関係者間の

ネットワーク構築を図るための交流会を開催。 

（３）新パッケージデザインの実用化支援 

優秀なパッケージデザインの実用化に向けたフォローアップとして、デザイナーや専門家等と各参加企業を訪問し、デザインの改善、知的財産

権の取り扱いに関する契約、権利化等ついて支援を実施。過去3年の実績として、既に多くの商品が実用化されており、「製造した先から卸先が

決まるという状態」(201４年参加企業)「大手百貨店、空港等で販売が決定した」(2016 年参加企業)などの報告があがっている。 

《スケジュール》           

平成２９年 6 月 1 日～26 日 ： 参加企業の募集 

平成２９年８月２９日～９月 29 日 ： 新パッケージデザイン案の募集 

平成２９年 11 月 7 日 ： 審査会（外部審査委員・参加企業等関係者・主催者により審査） 

平成２９年１２月１２日～１２月１７日 ： 「おいしい東北パッケージデザイン展２０１7」 

平成２９年１２月１4日 ： 「おいしい東北パッケージデザイン展２０１7」フォーラム・表彰式・交流会 

平成２９年１1 月～順次 ： 優秀作品実用化に向けたフォローアップ 

【事業に関する情報が掲載されているサイト URL】 http://thk-package-design2017.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定。 平成２６年度 - 

２０１７年度グランプリ 

「通のカレー」 

東北経済産業局長賞 

「新・ふくれせんべい(仮)」 

東
北
経
済
産
業
局
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関東経済産業局地域 
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茨城県 
機関名 茨城県 
部署名 商工労働観光部産業技術課 
電話連絡先 ０２９－３０１－３５８４ ／ 茨城県デザインセンター ０２９－２６４－２２０５

事業名 いばらきデザイン力レベルアップ事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

○茨城県デザインセンターの設置 

 県内中小企業等の製品の付加価値を高めるため，総合的なデザイン支援活動拠点として平成 9 年に「茨城県デザインセンター」を設置，デザ

イン相談，情報提供，デザイン開発支援や普及活動等を実施して中小企業等のデザイン活動を支援している。 

 ＜実施主体＞ 茨城県デザインセンター（茨城県ひたちなか市新光町 38） 

○平成２９年度事業の概要 

 県内の特に優れたビジネス性を有するデザイン及び活動等を「いばらきデザインセレクション」として選定するとともに，選定品の推奨・ＰＲの

ため「いばらきデザインフェア」を開催し，デザインの重要性の啓発及び地域産業の発展を図る。 

【いばらきデザインセレクション２０１７】 

 ・応募期間 平成 29 年 5月 18 日～7 月 20 日   ・審査会 平成 29 年 8月 30 日，31 日 

 ・応募件数 103 件   ・選定数 知事選定 10 件，選定 20 件，奨励 5件 

 （部門） ・デザインセレクション部門 

     ・テーマセレクション部門（2017 テーマ：茨城からのごあいさつ） 

 （分野） ・プロダクトデザイン分野  ・空間デザイン分野 

     ・ビジュアルコミュニケーション分野  ・ソーシャルデザイン分野 

【いばらきデザインフェア 2017】 

＜東京展＞    開催期間：平成 29 年 10 月 21 日～11 月 10 日 

         会場：茨城マルシェ（東京都中央区銀座） 

＜ひたちなか展＞ 開催期間：平成 29 年 11 月 23 日～28 日 

         会場：ファッションクルーズひたちなか（茨城県ひたちなか市） 

【デザイン相談等】 デザインコーディネーターによるデザイン企画の助言や相談，デザイン開発機器・施設等の開放 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ http://www. idesign-c.jp/ （茨城県デザインセンターHP） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成９年度 15,633 千円 
 

栃木県 
機関名 栃木県 
部署名 産業労働観光部工業振興課 
電話連絡先 028-623-3198 

事業名 栃木県優良デザイン商品選定・表彰事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

県内中小企業者のデザイン力の向上と魅力ある商品づくりを推進するため、県内中小企業者が製造する自社商品を募集し「栃木県優良デ

ザイン商品（Ｔマーク商品）」を選定するとともに、特に優秀なものを「とちぎデザイン大賞」として表彰する。 

 選定商品については、県ホームページでの紹介やリーフレットの作成・配布等を通じて広くＰＲを行う。 

 

○募集対象：県内中小企業者の自社開発による商品・パッケージ 

○募集期間：平成 29 年 5 月 8 日(月)～6月 7 日(水) 

○審査会：平成 29 年 7 月 20 日(木) 

○審査委員：デザイナー、大学教授、中小企業関係団体役職員、流通関係者等 11 名 

○審査方法：外観、機能、品質、安全性、供用性、環境性の 6 項目の審査基準をもとに総合的に審査 

○審査結果：栃木県優良デザイン商品（Ｔマーク商品）…8点 

      とちぎデザイン大賞…最優秀賞 1 点、優秀賞 4点、栃木県デザイン協会賞 1点 

○表彰式：平成 29 年 11 月 15 日(水) 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイトＵＲＬ＞ 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/work/shoukougyou/chitekishoyuuken/tmark_index.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成元年度 191 千円 
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栃木県 
機関名 栃木県 
部署名 産業労働観光部工業振興課 
電話連絡先 028-623-3198 

事業名 デザイン力強化事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１ ものづくりデザイン塾 

 県内中小企業者等を対象とした全 4 回の連続講座を開催し、講義と演習を通してデザインを活用した商品開発の実践的な能力の習得を図

る。 

・期日：平成 29 年 11 月 8日(水)、11 月 20 日(月)、12 月 4日(月)、12 月 22 日(金) 

・場所：栃木県庁会議室 

・テーマ：易しい「イノベーション」スタート！研修 

・講師：株式会社クルー 代表取締役 馬場了 氏 

・参加者：県内中小企業者 6社 8名 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイトＵＲＬ＞ 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/work/shoukougyou/chitekishoyuuken/h29designjuku.html 

 

２ デザイン・意匠権セミナー 

 県内中小企業者等を対象とした講演会を開催し、商品開発におけるデザイン活用や、模造品対策・商品デザインの利権保護のための意匠権

活用の重要性に対する意識の向上、知識の習得を図る。 

・期日：平成 30 年 2 月 15 日(木) 

・場所：栃木県庁会議室 

・内容：デザイン及び意匠権の基礎・重要性についての解説から事例紹介を交えた具体的な活用方法まで 

・講師：茨城大学 齋藤芳徳 氏（大学教授、デザイナー） 

    明和綜合デザイン特許デザイン事務所 藤掛宗則 氏（弁理士） 

・参加者：県内中小企業者等 50名 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 22 年度 508 千円 
 

群馬県 
機関名 群馬県 
部署名 産業経済部工業振興課 
電話連絡先 027-226-3352 

事業名 グッドデザインぐんま商品選定事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

［内   容］デザインに対する理解と関心を高め、地域の産業振興と個性的で豊かな県民生活を目指し、 

県内の優れた工業製品を「グッドデザインぐんま商品」として選定・推奨する。 

［応募資格］県内でデザインされた工業製品であって、県内で製造又は販売がされていること。 

ただし、販売業者が応募者となる場合は自社開発商品、又は製造業者の応募承認を得たものに限る。 

［募集期間］平成２９年８月１日（火）～９月２９日（金） 

［選定結果］選定数：５０点（３７企業） 

［   賞   ］大賞１点、優秀賞２点、 

若手起業家特別賞１点、コンセプト特別賞１点 

［展 示 会］「グッドデザインぐんま商品展示会」 

会期  平成３０年２月２日（金）～５日（月） 

会場  けやきウォーク前橋（前橋市文京町） 

内容  平成２９年度グッドデザインぐんま商品の 

展示 

（初日に表彰式、シンポジウムを開催） 

同時開催：県内教育機関と企業の 

デザインマッチング成果品の展示 

 

 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ http://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct00001588.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度は内容を見直す予定 平成５年度 1,545 千円 

商品展示会の様子 平成２８年度 大賞 平成２９年度 大賞 

平成２９年度 優秀賞（２点） 
 

若手起業家特別賞 

 

コンセプト特別賞 

平成２９年度 平成２９年度 

関
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群馬県 
機関名 前橋市 
部署名 産業経済部産業政策課 
電話連絡先 027-898-6983 

事業名 平成２９年度前橋市販路開拓促進補助金事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

■ 事業の概要 

自社では実施困難な製品のプロモーションプランや販売促進策をはじめとしたプロダクトマーケティングの強化を促進するための事業につい

て補助を行うもの。 

 

■ 事業内容 

対象者   市内で 1 年以上継続して事業を行うもの（一部業種は除く） 

対象経費  市場調査等のマーケティング費用、製品及びパッケージ等のデザイン費用、試作開発費用、専門家謝金、広報費等 

補助率等  対象経費の 2/3 以内 補助上限 50 万円 

 

■ 実施結果  申請件数 7 社 採択件数 2 社 

 

ホームページデザインの改善事例 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考 URL＞http://www.city.maebashi.ginma.jp/kurashi/8/19/20/021/p30006.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２９年度 1,000 千円 
 

埼玉県 
機関名 埼玉県産業技術総合センター 
部署名 事業化支援室 製品開発担当 
電話連絡先 048-265-1312 

事業名 次世代型ものづくり製品開発支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１ 目的  

  産業技術センターが有する３Ｄ関連技術と外部専門家を活用することで、県内中小企業の新たなビジネス 

 展開のためにデザイン、新製品開発を支援し、地域経済をけん引するリーディングカンパニーを輩出する。 

２ 対象  

ものづくりを中心とした県内の中小企業者、組合、団体等 

 

３ 具体的な取組  

（１）中小企業の新製品開発を支援するため、産業技術総合センターに「製品開発プロデューサー」を配置し、 

  中小企業の新製品開発をハンズオン支援する。 

    

（２）３Ｄプリンターを含むセンターの保有設備や議版技術を活用して新製品開発の迅速化、高度化、高精度化 

  を支援する。 

４ 具体的な成果 

  平成 26 年度～28年度の 3年間で支援企業、支援製品開発 22 社、22 件 

  －事例－ 

   髙い光沢度をもつ医療用穿刺針の開発 (有)テクニカルアーツ  

   ３Ｄ技術を用いた岩槻人形の製作    (株)東玉  

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額

平成 29年度も継続して実施予定/平成 31 年度で事業終了など 平成 26 年度 35,338 千円 

 

○デザイン以外の改善ポイント 
・緊急時のトラブルシューティングアプリの導入 

・スマートフォン対応 

・法的に周知を要する事項の発信機能 

関
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埼玉県 
機関名 埼玉県産業技術総合センター 
部署名 事業化支援室 事業化支援担当 
電話連絡先 048-265-1312 

事業名 新技術・新製品開発のためのデザイン力強化事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１ 目的  

中小企業者等が「自社商品」を作り上げ「市場投入」するために必要なデザイン力（※）を強化・向上支援する。 

※デザイン力とは、「企画から開発、製品化、販売までの一連の製品開発をプロデュースする力」のこと。 

 

２ 対象  

ものづくりを中心とした県内の中小企業者、組合、団体等 

 

３ 具体的な取組  

（１）セミナーの開催（８回） 

   デザイン力活用の経験がない企業を中心に、セミナーを開催する。 

（２）相談会・説明会等の実施 

   出張相談会（県内４カ所）や説明会を商工団体等と連携して開催する。 

（３）ワークショップの開催（デザイン協議会と連携） 

   各セミナーでのテーマと連携し、企業の人材育成を目的に実践的な 

     ワークショップを開催する。 

（４）新製品開発支援（１０件） 

   共同開発や受託研究等の個別支援を通じて、企業の具体的な新製品開発支援を行う。 

（５）個別相談への対応 

   各企業のデザイン力を活用した商品開発に関する相談に対応する（随時）。    

（６）Ｗｅｂ、ＳＮＳによるデザイン情報発信 

   ＳＡＩＴＥＣホームページを起点とし、商品企画・デザイン情報を発信する。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額

平成30年度も継続して実施予定/平成30年度で事業終了など 平成 29 年度 11,082 千円 
 

千葉県 
機関名 千葉県 
部署名 商工労働部産業振興課 
電話連絡先 043-223-2798（ベンチャー・地域産業振興班） 

事業名 デザイン戦略によるブランド力強化事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

県内中小企業等事業者のデザイン戦略を支援し、商品や地域のブランド力を高めるデザイン活用支援や、地域に分散する魅力をパッケージ化

した販路支援のため、「デザイン戦略によるブランド力強化事業」として、以下の事業を実施。 

（１）デザイン実践力強化のためのセミナー事業 

商品のブランド力を高めるため、商品開発全体（マーケティング、設計・開発、販路展開等の各段階）を俯瞰したコンセプトデザインを意識した、

実践的なセミナーを開催する。 

○平成２９年度開催実績 ： ５テーマ 6日（年度末までに計６テーマ 7 日開催予定） 

例：自社、商品、サービスの魅力を伝える！「○○らしさ」から考えるデザイントーン 

○開催場所 ： いずれも千葉市内の会議室 

○参加人数 ： いずれも定員３０名程度（先着順） 

○講師 ： 第一線で活躍する現役のデザイナー、写真家など  

（２）ローカルデザイン確立によるブランド力強化支援事業 

県内の各地域における地域資源（特産品など）をデザインの力で活性化するため、地域単位で専門家によるワークショップ若しくはデザインプ

ロトタイプ（試作品）の作成支援を実施することにより、地域オリジナルのデザイン（ローカルデザイン）を確立し、地域ブランド力強化を目指す。

○平成 29 年度支援中の地域グループ ： 5 件 

○平成 28年度実施例 八千代商工会議所まち興し委員会 ： 「源右衛門鍋」「源右衛門祭り」の周知やブランド力向上のためのロゴマーク作成

（３）デザイン化商品の販売促進に向けたＰＲ事業 

デザイン化した商品・地域をＰＲするため、一般消費者、企業等に向けて、商品・地域の魅力を情報発信する展示会等を開催し、販売促進を支援

する。平成２９年度については 11 月 15 日～17 日に開催された「産業交流展２０１７」へ、平成２７・２８年度に支援した地域グループのうち、商品化さ

れたデザインを中心に出展をおこなった。 

＜参考ＵＲＬ＞ https://www.pref.chiba.lg.jp/sanshin/design/index.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成１９年度 2,800 千円 
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東京都 
機関名 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 
部署名 開発本部 開発第三部 デザイン技術グループ 
電話連絡先 03-5580-2180 

事業名 研究事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

急速な技術革新や経済のグローバル化、少子高齢化など、東京の中小企業を取り巻く社会環境は大きく変化しています。このような環境の変

化に対応するため、都産技研では成長が期待される「環境・エネルギー」、「生活技術・ヘルスケア」、「機能性材料」、「安全・安心」を重点研究分

野として研究開発事業体制を強化し、中小企業にご活用いただける技術シーズの創出に努めるとともに、中小企業による製品化・事業化に取り

組んでいます。 

 

【共同研究】 

都産技研と企業や業界団体、大学などが協力し、それぞれが持つ技術とノウハウを融合し、技術開発や製品化に向けた研究を共同で推進して

います。共同研究からは多くの新製品や特許が生まれています。募集は4月と9月の年2回行い、デザイン面から解決する研究に取り組んでい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

https://www.iri-tokyo.jp/site/kenkyu/kyoudo.html 

【受託研究】 

 企業や業界団体、大学などが抱える課題をデザイン面から解決する研究に取り組んでいます。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施 - - 
 

東京都 
機関名 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 
部署名 開発本部 開発第三部 デザイン技術グループ 
電話連絡先 03-5580-2180 

事業名 技術相談・実地支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

【技術相談】 マーケット情報から製品化までのデザイン（プロダクトデザイン・グラフィックデザイン・アパレルデザイン・パッケージデザイン・クラ

フトデザイン等）に関するご相談にお答えします。また、企業の技術シーズや製品コンセプトをもとにデザイン開発から試作方法のご相談、言語

化できないニーズを行動観察などから抽出し、これに基づいた企画提案、商品開発などのご相談にもお答えします。  

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ https://www.iri-tokyo.jp/site/sodan/ 

 

【実地支援】 工場や事業所へお伺いし、現場が抱えるデザイン課題のご相談にお応えします。職員が伺う場合（無料）と都産技研登録のエンジ

ニアリングアドバイザーが伺う場合（一部有料）があります。 

種類 事業内容 

実地技術支援 A •高度な専門知識、経験を有するエンジニアリングアドバイザー （外部専門家）を派遣いたします。 

•1 年間に 1 課題につき 20 日までの利用が可能です。 

•料金は 11,500 円／日です。 

•都外生産現場での支援では、交通実費を負担していただきます。 

実地技術支援 B •職員と都産技研登録の技術指導員が工場等の生産現場にお伺いし、技術的な支援を行います。 

•1 課題につき 1 日のみのご利用となります。 

•料金は無料です。 

•都外生産現場での支援では、交通実費を負担していただきます。 

実地技術支援 C •職員が工場等の生産現場にお伺いし、技術的な支援を行います。 

•料金は無料です。 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ https://www.iri-tokyo.jp/site/sodan/jicchi.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施 - - 
 

海外規格に対応したデザイン開発研究 

 

時期：H27 年 4月～H28 年 3 月 

企業：株式会社オプトゲートとの共同研究 

製品名：OCCR（光コネクタ断線検査機器） 

発売日：H28 年 8 月から販売開始 

トポロジー解析を用いたデザイン開発研究 

 

時期：H28 年 4 月～H30 年 3月 

企業：株式会社高山自動車との共同研究 

製品名：マイクロフリーダ（キッチンカー） 

発売日：H29 年 11 月から販売開始 
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東京都 
機関名 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 
部署名 開発本部 開発第三部 デザイン技術グループ 
電話連絡先 03-5580-2180 

事業名 依頼試験・オーダーメード開発支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

【依頼試験】 

自社で開発した製品のデザイン改良を行いたい。自社で作っているチラシ・ポスターのデザインを良くしたい。パッケージのデザインを変更した

い。などのご要望にお答えしています。 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

https://www.iri-tokyo.jp/site/shiken/iraishiken.html 

 

【オーダーメード開発支援】 

技術力はあるが、社内にデザイナーが居ないため、デザインを考慮した「ものつくり」ができない。製品を開発したが、パッケージやチラシ、ポ

スターなどを、どのようにつくれば良いかわからない。製品を開発したいが、自社だけでは解決できない技術的な課題がある。など、各企業の

課題にあわせて、デザイン支援を行っています。 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

https://www.iri-tokyo.jp/site/kenkyu/order-made-kaihatsu.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施 - - 
 

東京都 
機関名 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 
部署名 開発本部 開発第三部 デザイン技術グループ 
電話連絡先 03-5580-2180 

事業名 技術セミナー・講習会・オーダーメードセミナー事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

【技術セミナー・講習会】 

デザインに関する様々な技術セミナーおよび実践的な講習会を行っています。 

H29 年度に開催された例 

●「ジュネーブモーターショー2017」・「ミラノサローネ 2017」から読み解くデザイン動向 

●デザイン + 素材 + 加工最前線 2017 

●2018 年春夏/2018 年秋冬レディースファッショントレンド情報 

●グラフィックソフトを使ったチラシデザイン 

●パッケージデザイン入門 

●実践グラフィック入門 

●展示会を成功させる仕組みづくりとブースデザイン  など 

 

【オーダーメードセミナー】  

都内中小企業において、社員の人材育成を行いたいが、適切なセミナーが開催されていない。このような時は、ご相談ください。 

H29 年度に開催された例 

●ものつくりの開発方法 実践でグラフィック表現や 3DCAD について学び、ものつくりの基礎を知るセミナー。 

●アパレル生産工程の体験 デザイン・型紙作成・生地寸法変化対策・裁断・縫製・仕上げの製品化プロセスを 実践的に行うセミナー。 

●販促ツールの作り方 グラフィックソフトを用いた販促物の作り方を学ぶセミナー。 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

https://www.iri-tokyo.jp/site/jinzai/order-made-seminar.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施 - - 
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東京都 
機関名 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 
部署名 開発本部 開発第三部 デザイン技術グループ 
電話連絡先 03-5580-2180 

事業名 機器利用事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

【機器利用】  

お客様ご自身でご利用いただける様々な機器をご用意しています。大型プリンタによるポスタ ー等の印刷。レーザー加工機、UV プリンタ等に

よる立体物の試作。布地用インクジェットプリンタや工業用ミシンによるアパレル製品の試作など、様々な機器をご利用いただけます。 

●グラフィックデザイン                                                       ●アパレルデザイン 

 

 

 

 

 

●プロダクトデザイン 

 

 

 

 

 

 

◎他にも多数機器を取り揃えております 

 ＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞https://www.iri-tokyo.jp/site/shiken/kikiriyou.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施 - - 
 

東京都 
機関名 東京都 
部署名 産業労働局商工部創業支援課 
電話連絡先 03-5320-4763 

事業名 デザイン導入・活用支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

東京の有力な地域資源である民間のデザイン人材を最大限活用した、中小企業のためのデザイン支援策を実施することで、中小企業の個性

化、差別化、高付加価値化を推進していく。 

１ デザイン導入支援事業 

デザイン導入支援セミナー 

中小企業の企業運営・商品開発へのデザイン導入を促すため、講義形式の中小企業向け無料セミナー（デザインの機能や導入方法、成果事例

紹介等）を実施。 

規模：各回定員５０名、年４回実施。 

 

 

２ デザイン活用支援事業 

① デザイン活用ガイド 

デザインの活用方法が分からない中小企業に対し、デザインを活用する上での基本 的な考え方やデザインの有効な活用法などについてのガ

イドを作成・配布する。 

② デザイン関連事業パンフレット 

都や都関連団体で実施しているデザイン関連の事業を網羅したパンフレットを作成して中小企業に配布し、周知を図る。 

 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/design/index.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施 平成１６年度 12,987 千円 
 
 

 

 

大判プリンタ 

 

 

シールプリンタ スタジオ撮影システム

 

 

レーザー加工機 

 

 

ＵＶ厚手対応プリンタ デザイン試作室

 

 
 

布地用インクジェット 
プリンタ 

型紙作成システム

各種工業用ミシン
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東京都 
機関名 東京都 
部署名 産業労働局商工部創業支援課 
電話連絡先 03-5320-4763 

事業名 デザインコラボ事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

データベースを核とした中小企業とデザイナーが交流できる場・機会を創出し、様々な段階における「デザイン活用実践の場」を提供すること

で、デザイン活用に関心の高い中小企業と、中小企業との協働意欲の高いデザイナーとの自立的マッチングが生まれやすい環境を整備する。 

 

１ 東京デザイナーデータベース運営事業 

① デザイナーデータベースの管理・運営 

中小企業との協働を希望するデザイナーの情報を提供するデザイナーデータベースの管理・運営を行う。 

② デザイナーデータベースの再構築 

利用者である中小企業の利便性向上の観点からサイトの画面構成等の見直し・登録情報の充実を図り、データベースを再構築する。 

 

２ マッチング・フォローアップ事業 

① 交流促進事業 

交流会や、展示会出展、デザイナーツアー（工場見学）等、企業とデザイナーの多様な交流機会を 

設定する。 

② コラボマッチング事業 

具体的な相談案件を有する中小企業とデザイナーとの商談会を設定する。 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/design/collabo.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も内容を一部変更して実施 平成２７年度 23,054 千円 
 

東京都 
機関名 東京都 
部署名 産業労働局商工部創業支援課 
電話連絡先 03-5320-4763 

事業名 東京デザインコンペティション事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

提案公募型コンペティション「東京ビジネスデザインアワード」を実施する。 

優れた技術力を持つ都内中小企業から「自社保有の高度な加工技術や特殊な素材等」を「テーマ」として募集する。これに対し、国内のデザイ

ナーから「テーマ」に対応する「技術や素材を活用した新たな商品開発・用途開発」「技術を活かした新たなビジネスモデル」等を「提案」として

募集、専門家による審査を経てテーマ毎に最も優れた提案を「テーマ賞」として１提案ずつ選定する。 

選定された提案について、提案デザイナーによるプレゼンテーションに基づく最終審査を行い、「最優秀賞」１提案、「優秀賞」２提案程度を選定・

表彰する。「テーマ賞」受賞提案については、デザイン関連イベントでの展示やＨＰ等により結果を発信する。あわせて受賞案件の商品化・実用

化のフォローも行う。 

 

【商品化事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

https://www.tokyo-design.ne.jp/award.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施 平成２４年度 33,291 千円 
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神奈川県 
機関名 横浜市工業技術支援センター 
部署名 横浜市経済局中小企業振興部工業技術支援センター 
電話連絡先 045-788-9000 

事業名 産業デザイン支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

(1) デザイン相談 中小企業からの相談に対し、当センターのデザイナーが現地を訪問し、課題解決方法を提案します。 

対象分野：ウェブデザイン、グラフィックデザイン、プロダクトデザイン、等 

対象者：横浜市内の中小企業 

利用料金：無料 

(2) デザイン調製 企業から依頼を受け、当センターのデザイナーが製品・パンフレット・パネル等のデザインを行い、中小企業の販路開拓、販

売促進等を支援します。 

対象分野：グラフィックデザイン、プロダクトデザイン 

対象者：市内中小企業、市内大企業、市外企業 

利用料金：有料（企業の規模等により、手数料が異なります。） 

(3) デザイン産学 自社の技術・製品・商品等の新たな展開を考えている横浜市内の中小企業が商品企画テーマを提示し、それに対し、デザイ

ン系教育機関の学生が自らの感性や発想等の強みを活かして商品企画を提案する事業を実施しています。 

(平成 2８年度実績) 取組期間：平成 2８年４月～12 月 

取組数：６テーマのプログラムを実施（６企業、５教育機関） 

(4) デザインセミナー デザイン相談事業の一環として、製造業を中心とした市内中小企業を対象に、販売促進活動へのデザインの活用方法

などを紹介し、参加企業が抱える販促関連の課題に対するデザイン相談会を行うセミナーを実施しています。 

(平成 2８年度実績) テーマ：「売るためにすべきデザイン」 

実施回数：２回 

参加者数：延べ３３名 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/sien-c/design/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成６年度 11,518 千円 
 

神奈川県 
機関名 川崎市 
部署名 経済労働局次世代産業推進室 
電話連絡先 044-200-0168 

事業名 産業デザイン振興育成事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

市内で開催される展示会におけるデザイン活用事例等を紹介するブースの出展や、商業や農業など産業分野別の実践的なセミナーの開催、

デザイン相談のためのデザイナーの派遣等を行っている。 

 

〈平成 29 年度実績〉 

【展示会】 

・テクノトランスファーin かわさき 2017 においてブース出展 

  実施日・場所：平成 29 年 7 月 12～14 日 かながわサイエンスパーク 

【セミナー】 

①現場に気付きと利益を産み出すデザイン活用術 

  実施日・場所：平成 29 年 7 月 13 日 かながわサイエンスパーク 

  講師：髙橋 正実氏 

②売れる POP の作り方 

  実施日・場所：平成 30 年 2 月 5日 高津市民館 

  講師：山口 茂氏 

③お客様を虜にするブランド力アップ講座 

  実施日・場所：平成 30 年 2 月 13 日 セレサモス宮前店 モスぴーホール 

  講師：江藤 梢氏 

【デザイン相談】 

・市内中小企業を対象に、1 社 3回を限度としてかわさき Biz コンに登録しているデザイナー等を派遣 

  相談内容：製品や広報媒体（看板、パンフレット、チラシ、WEB サイト等）に関する助言等 

  ※かわさき Biz コン  https://kawasaki-contents.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

事業内容を精査のうえ、平成30年度も継続して実施予定 平成 8 年度 3,500 千円 

関
東
経
済
産
業
局
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新潟県 
機関名 公益財団法人にいがた産業創造機構 
部署名 市場開拓グループ 販売促進チーム 
電話連絡先 025-246-0044 

事業名 ニイガタ IDS デザインコンペティション 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

社会環境や経済環境の大きな変化の中で、生活者が真に求めている商品やシステムをいかに提案・提供するかが、企業や産業全体の課題と

いえます。そのためには、生活全体を創造的に提案できる独自の魅力を持った「地域発ブランド」の構築が必要と考えられます。 

 公益財団法人にいがた産業創造機構及び新潟県では、「地域発ブランド」を構築し得る産業の育成を目的に、生活市場へ向けた「新しい商

品」及び生活を支える「新しい仕組み」の提案を対象としたコンペティションを、平成２年より実施しています。 

◎募集作品：くらしを豊かにする「商品(MONO)」と「仕組み(SYSTEM)」の２部門で募集 

◎応募資格：新潟県内の企業・個人又は複数の県内企業で構成された団体・グループ 

◎応募登録期間：例年 10 月初旬から１月末 

◎応募費用：１点につき 10,000 円 

◎応募作品：未発表のもの、もしくは応募締切日までの約１年以内に試作発表、新作発表のもの。 

◎審査、表彰：例年３月初旬 

◎審査委員：デザイン、流通、情報系の３ジャンルでそれぞれ第一線で活躍する６名に委嘱。 

◎審  査：現物により、「企画力」「造形力・システム展開力」「可能性」の３つの視点で審査。 

◎賞：大賞を含む６賞（13 点） 

◎関連事業 

・キックオフセミナー（当年度の審査委員等を講師に迎え、商品開発に関するセミナーを実施） 

・一般公開（全出品作品を公開） 

・ステップアップフォーラム（審査委員による出品作品の講評をメインとしたフォーラム） 

◎平成 29 年度実績 

・出品作品数／72 点  出品者数／63者 

＜参考 URL＞ 

https://www.nico.or.jp/ids 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成２年度 H29 年度 6,097 千円
 

新潟県 
機関名 公益財団法人にいがた産業創造機構 
部署名 市場開拓グループ 販売促進チーム 
電話連絡先 025-246-0044 

事業名 ねくすと創造塾 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

県内生活関連産業企業の次代を担うマネジメントクラスの人材育成を目的に、商品企画・開発・改良からデザイン、販売に求められるノウハウ

（戦略）の基礎を、講義と実習を交えた実践的な講座で習得する講座を開設。 

 

◎講座内容：基本から具体化まで３篇に分け３日間で実施。 

・基本ノウハウ篇（講義）、自社開発テーマの発想チャレンジ（実習） 

・商品化ノウハウ篇（講義） 商品化チャートの使いこなし（実習） 

・具体化篇（個別アドバイス） 

◎定 員：10 名 

◎受講料：10,000 円（資料代） 

◎講 師：２名の講師により実施 

・黒川玲 株式会社黒川玲建築設計事務所 代表取締役 

（NICO アドバイザー、IDS 総合プロデューサー） 

・中村正樹 株式会社環境構造研究システム 代表取締役 

（NICO 事業コーディネーター） 

 

◎平成 2９年度実績 

・参加者数：６名（５社） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 24 年度 - 

29 年度 大賞受賞作品 

関
東
経
済
産
業
局
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新潟県 
機関名 公益財団法人にいがた産業創造機構 
部署名 市場開拓グループ 販売促進チーム 
電話連絡先 025-246-0044 

事業名 ものづくりクリニック 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

県内企業が行う商品・デザイン開発の課題解決を目的に、専門家によるアドバイスを実施する相談事業。 

 

◎相談項目 

・自社商品の改良・ブラッシュアップ 

・新商品開発の戦略企画、開発テーマの選定 

・商品デザインやパッケージデザイン 

◎実施方法 

・相談申込 

・担当者による事前ヒアリング 

・専門家によるアドバイス（解決まで、回数制限なしで相談可能） 

◎相談料：無料 

◎実施スケジュール／会場：月１回開催。／新潟市、長岡市、上越市で開催。 

◎講 師：２名の専門家により実施 

・黒川玲 株式会社黒川玲建築設計事務所 代表取締役（NICO アドバイザー、IDS 総合プロデューサー） 

・中村正樹 株式会社環境構造研究システム 代表取締役（NICO 事業コーディネーター） 

 

◎平成 29 年度実績 

・のべ相談数：41 件 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 24 年度 - 
 

新潟県 
機関名 公益財団法人にいがた産業創造機構 
部署名 市場開拓グループ 販売促進チーム 
電話連絡先 025-246-0044 

事業名 「百年物語」ブランド構築事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

多彩なものづくりの土壌を持つ新潟県の生活関連産業をベースに、幅広い業種の参加による商品開発やプロモーション活動により、新潟発

ブランドの構築を目指す事業。 

 

◎商品開発：毎年新作を開発するイヤーモデル制。  

・オンリーワン、ナンバーワンの技術を有し、開発意欲の 

高い企業を公募 

・マーケティング視点による開発テーマの設定。 

・外部デザイナーによるデザインマネジメントを実施。 

 

 

 

◎プロモーション、販路開拓 

・毎年２月、ドイツ・フランクフルトで開催される消費材見本市「ambiente」で新作を発表。 

・毎年 6月、interiorlifestyle TOKYO にて国内発表。 

・ホームページ、SNS を活用したプロモーション活動。 

・百貨店等でのポップアップ出展等。 

 

＜参考 URL＞ 

公式 HP   http://www.nico.or.jp/hyaku/ 

公式 Facebook ページ  https://www.facebook.com/hyakunen/ 

instagram 公式アカウント  hyakunen_monogatari 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 15 年度 H29 年度 13,020 千円

関
東
経
済
産
業
局



89

 

 

新潟県 
機関名 公益財団法人にいがた産業創造機構 
部署名 市場開拓グループ 販売促進チーム 
電話連絡先 025-246-0044 

事業名 クリエイティブ産業の活用によるものづくり支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

県内企業が取組むモノやコトの開発における、県内クリエイティブ産業人材の効果的な活用促進を目的に、以下の３つの事業を実施。 

 

１．新潟クリエイティブバンク事業 

新潟県内で活躍するクリエイティブ業務に従事する事業所の情報を広く収集し、ホ 

ームページ等を通じて紹介する「新潟クリエイティブバンク」を実施。 

・対 象：クリエイティブ業務を行う県内に主たる事務所を置く事業所 

（法人・個人事業主） 

・募 集：随時受付 

＜参考 URL＞ https://www.nico.or.jp/creative-bank/ 

 

２．製造業と県内デザイナーのマッチング支援事業 

新潟県内の製造業者とデザイナーのマッチング事業を実施。 

 ・対 象：【製造業者】中小企業基本法 第２条に規定する中小企業者（個人事業者を含む） 

【デザイナー】業歴 20 年以内の新潟県内に主たる事業所を置くデザイン事業者 

 

３．クリエイティブ産業の活用によるプロトタイプ開発支援助成金 

２．でマッチングに成功した中小企業者が県内のクリエイティブ産業と共に行う 

試作開発に要する経費の一部を助成。 

・対 象：中小企業基本法 第２条に規定する中小企業者（個人事業者を含む）で、 

２のマッチングに成功した者 

・助成額：上限 100 万円、助成対象経費の 1/2 以内 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 29 年度 H29 年度 5,000 千円
 

新潟県 
機関名 新潟市 
部署名 経済部企業立地課 
電話連絡先 025-226-1689 

事業名 “がたまる”プログラミングキャンプ２０１７ 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

○がたまる(にいがたの、まち始まる、ひと集まる、しごと生まれる)イベント第 6 弾 

「“がたまる”プログラミングキャンプ 2017(H29/11 開催)」の概要について下記に記載 

１ 目的 情報関連産業の人材育成施策の一環として、市内に在住及び在学の中高生を対象にプログラミングキャンプを開催(短期集中型カリ

キュラム)。 

２ 日時 平成 29 年 11 月 3 日(金・祝)～11 月 5日(日) (初日は 10 時～17 時、2・3 日目は 13 時～17 時） 

３ 構成(下記 5 つのカリキュラムより 1 つを選択)  

・iPad で Swift プログラミング→SwiftPlaygrounds というアプリ使用。プログラミング初学者向け。 

・LEGO ロボットで学ぶプログラミング→LEGO ロボットの動作を通じプログラミングの基礎を学ぶ。 

・Processing でビジュアルコーディング→コンピュータで模様・グラフィックを描く方法を学ぶ。 

・HTML コース→ウェブページを構成する技術について、コンテンツ作成を通して基本から学ぶ。 

・JavaScript コース→アルゴリズムの基礎を学び、計算やクイズ等を行うアプリを作成。 

４ 規模 40 名程度(新潟市内に在学・在住の中高生が対象) 

５ 会場 新潟国際情報大学 新潟中央キャンパス 2F コワーキングスペース「こくじょう」 

６ テーマ 「未来は自分で切り開く」 

７ 外部講師等 中田豊久氏(国際情報大学)、河原和好氏(国際情報大学)、伊津惇(Code for Niigata)、 

畠山創太(Code for Niigata)、他 Code for Niigata メンバー 

８ 実施主体 主催／新潟市、共催／特定非営利活動法人にいがた地域情報化推進協議会(iCT えちご応援隊) 

協力／新潟国際情報大学、Code for Niigata 

＜参考 URL＞ http://www.city.niigata.lg.jp/business/kigyo/sokushinho/it_contents/p-camp.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

現在「“がたまる”レゴロボットによる組込み教室(シリーズ
版)」を開催中(H29/10～H30/2 迄の月 1・計 5 回を計画)。

平成 26 年度 3,000 千円 

関
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経
済
産
業
局



90

 

 

山梨県 
機関名 山梨県産業技術センター 
部署名 甲府技術支援センター デザイン技術部 
電話連絡先 055-243-6101 

事業名 やまなしものづくりデザイン塾事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

デザインを活用した商品開発の総合的な実務能力を有する高度人材の育成を行うため、甲府技術支援センターにおいて研修を実施する。 

①実践コース・A「デザインを活用した地域企業の海外展開」 

期間：２０１７年１０月２５日～１１月２日（全 4回） 

内容：地域企業の海外展開についての事例から、海外を対象とした商品開発や市場開拓の方法について学び、地域の素材を活用した商品開

発力の強化を図る。 

講師：二本柳 友彦 氏（株式会社ロフトワーク所属/プロジェクトディレクター） 

定員：１５名 

②実践コース・B「行動デザインによる新商品開発ワークショップ」 

期間：２０１７年１１月１５日～１２月５日（全 4回） 

内容：商品開発を商品中心の「モノ発想」から消費者の「行動」中心に捉えて発想する行動デザインの手法について、座学と実践のためのワ 

ークショップを通じて学ぶ。 

講師：國田 圭作 氏（株式会社博報堂 行動デザイン研究所所長/エグゼクティブマーケティングディレクター） 

定員：１５名 

③実践コース・C「ブランドストーリーの創り方」 

期間：２０１８年 ２月８日～３月２日（全 4回） 

内容：ブランドの背景や特長を消費者に伝えることでブランドの価値を高めるブランドストーリーの構築と、それを視覚的に表現する商品パッ 

ケージなどのデザインについて学ぶ。 

講師：細谷 正人 氏（バニスター株式会社代表取締役/ストラテジック・プランナー） 

定員：１５名 

〈参考 URL〉 http://www.pref.yamanashi.jp/yitc/kofu/design/index.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成１７年度 1,336 千円 
 

山梨県 
機関名 山梨県産業技術センター  
部署名 甲府技術支援センター デザイン技術部 
電話連絡先 055-243-6101 

事業名 デザイン情報調査提供事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

デザイン開発を行う際に必要とされる各種デザイン情報を収集提供することにより、中小企業、デザイナーなどの事業活動を支援する。 

 

①デザイン情報紙「DESIGN YAMANASHI」の発行 

  県内外のデザイン情報を収集・編集し情報紙として広く県内関係者に配布する。 

  平成 25 年度からは複数の分野にまたがる膨大なデザインの知識から、ものづくりのアイデアの誘因を目的としたキーワードを一つ取り上

げ、ポストカード形式で発行している。 

 

②デザインライブラリーの整備 

  各分野のデザイン情報を収集し、必要に応じて閲覧・貸し出しを行う。 

 

③デザイナーバンクの整備・運営 

  県内のデザイン事務所概要や活動実績などの情報をデータベース化し、 

デザイン開発を志向する企業などに対し公開することで、デザイン活用の促進を図る。 

 

  

 

 

〈事業に関する情報が掲載されているサイト URL〉 

http://www.pref.yamanashi.jp/yitc/kofu/design/index.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

H30 年度も継続して実施予定 平成 4 年度 1,272 千円 
 

隔月で発行しているデザイン情報紙 

「DESIGN YAMANASHI」 

※毎回テーマを変え、それに沿った印象

的なビジュアルと解説で構成 

関
東
経
済
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業
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長野県 
機関名 長野県工業技術総合センター 
部署名 環境・情報技術部門 
電話連絡先 0263-25-0790 

事業名 地域資源製品開発支援センター事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

地域資源製品の高付加価値化を効果的に支援するため、工業技術総合センターにおいて、「地域資源製品開発支援センター事業」を推進し、民

間出身の総合プロデューサーが中心となって感性価値を高めたデザインを活用した商品化への支援を行う。 

 

＜主な事業内容＞ 

（１）総合プロデューサーによる監修 

民間企業において多くの商品開発経験・実績を有する人材を「製品開発総合プロデューサー」と 

して配置し、製品開発の初期から商品化までを総合的に監修し、効果的な支援を図る。 

（２）新製品開発塾の開催 

中小企業等を対象とした新製品開発塾（ワークショップ）を開催し、地域資源を有効活用した製品 

企画・構想の策定支援を行う。 

（３）新製品開発プロジェクトの推進 

製品化の相談内容に応じたプロジェクトチームを編成し、デザイナーなどの外部の専門家の助言 

指導を得ながら、魅力的な地域資源製品の開発を進める。 

（４）デザイン活用への支援機能 

デザイン活用に関する専門知識を有する支援員を配置し、多種多様なデザイン支援ニーズへの 

対応強化や開発製品のＰＲ支援を行う。 

 

 

＜参考 URL＞ http://www.gitc.pref.nagano.lg.jp/joho/chiikishigen/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 20 年度 13,841 千円 
 

長野県 
機関名 長野県 
部署名 観光部部信州ブランド推進室 
電話連絡先 026-235-2749 

事業名 信州ブランドフォーラム 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

長野県の産・学・官が協働して信州ブランドの構築を目指し、ブランドづくりへの施策や知識の普及・啓発を図る。 

開催時期：毎年 11 月中旬 

開催場所：長野市内 

参加人数：約 300 人 

実施団体：信州ブランドフォーラム開催実行委員会（長野県デザイン振興協会、長野県、（一社）長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、

（一社)長野県商工会議所連合会、長野県商工会連合会、信州大学、長野大学、松本大学） 

実施内容：「信州ブランドアワード」選考発表・表彰・展示 

信州の優れたブランドの選考結果を発表展示し、各賞受賞者を表彰 

「信州のブランドづくり支援」 事業紹介 

県内の産官で取り組むブランドおよびデザイン開発支援事業を紹介 

講演・パネルディスカッション 

長野県の地域ブランドづくりに資する内容をテーマして実施 

「信州ブランドアワード」について 

2004 年にスタートし、2017 年度で 14 回目の開催となり、これまでに 185 点のブランドが選出。 

対象は、長野県から発する「地域」「企業・事業」「個別の商品・技術・サービス」のブランドで、次の 5つの指標で選考される。 

1.「志向性（コンセプト）」 

2.「表現性（デザイン）」 

3.「情報伝達性（コミュニケーション）」 

4.「地域性（ローカル・コミュニティ）」 

5.「継続発展性（マネジメント）」 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ http://www.ndpa.jp/brand_award 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成 16 年度 県負担金  300 千円

【商品化事例】 

新スタイル飯山仏壇 

器具除菌用洗浄機 

関
東
経
済
産
業
局



92

 

 

静岡県 
機関名 静岡県 
部署名 経済産業部商工業局地域産業課 
電話連絡先 054-221-2812 

事業名 デザイン研修会等開催事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

県内全域の中小企業等のデザインの活用に対する意識の醸成及びデザインを活用した商品開発能力の習得を図ることを目的に、デザイン研

修会等を開催する。（委託先 ： ㈱販売促進研究所） 

H29 開催内容 （会場は、第５回を除いて、静岡市内の「B-nest 静岡市産学交流センター」又は「MIRAIE リアン」にて実施。また、参加費は、第５回

を除いて、無料） 

・講演会 無印良品の商品開発 （講師：デザイナー（元無印良品勤務）） 

      日 時 : 10 月 23 日（月） 19:00～20:30  参加者 : 89 名 

・第１回 デザイン思考とは(セミナー・パネルディスカッション） （講師：㈱販売促進研究所代表） 

      日 時 : 11 月 11 日（土） 10:30～14:30  参加者 : 27 名 

・第２回 サービスのデザイン （講師：(独)中小機構非常勤専門職員） 

      日 時 : 12 月 16 日（土） 10:00～11:30  参加者 : 39 名 

・第３回 顧客視点のマーケティング （講師：大学教授） 

      日 時 : 平成 30 年１月 20 日（土） 10:00～11:30  参加者 : 32 名 

・第４回 商品開発者視点のマーケティング （講師：元無印良品商品開発担当） 

      日 時 : 平成 30 年２月 10 日（土） 10:00～11:30 

・第５回 地域のデザイン （講師：㈱販売促進研究所代表） 

      日 時 : 平成 30 年３月 11 日（日） 9:00～14:00  参加者 : 13 名 

      場 所 : 大沢地区（現地フィールドワーク） 

      参加費 : 2,000 円 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-560/chiikisangyo.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 29 年度 1,540 千円 
 

静岡県 
機関名 静岡県 
部署名 経済産業部商工業局地域産業課 
電話連絡先 054-221-2812 

事業名 デザインマッチング事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

デザイン支援を必要とする地場産業や伝統工芸品生産者等と県内デザイナーとのマッチングを支援する。 

 

■ 募集対象と人数 

 ・県内生産者 : ５～10 社 

 ・県内デザイン事業者（個人・事務所等） 

 

■ 実施内容 

 ・デザインニーズ募集 : 企業の課題及びその解決を行うデザイナーを募集する。 

 ・第１回 ニーズ説明会 : 企業側のニーズを参加デザイナーに対して説明する。 

 ・第２回 企業見学会 : 提案可能なデザイナーが現場を視察し、企業の問題点、改善点を確認する。 

 ・第３回 個別面談・コーディネート（複数回） : 企業の課題解決に向け、デザイナーと企業の両者が面談を行う。 

 ・成果報告書の提出 

 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.iri.pref.shizuoka.jp/ 

平成 29 年 10 月 10 日 10 月下旬～11 月下旬 11 月下旬～2 月中旬  平成 30 年 3 月下旬 

プレゼンテーション・交流会 生産者見学会 
個別面談（解決提案） 

生産者×デザイナー 
 成果報告提出 

生産者：８名、デザイナー：12 名(H29)  生産者：７名、デザイナー：12 名(H29)     

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 27 年度 600 千円 
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静岡県 
機関名 静岡県 
部署名 経済産業部商工業局地域産業課 
電話連絡先 054-221-2812 

事業名 デザイン産業関係機関連絡会議開催事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

産学官の連携会議「デザイン産業関係機関連絡会議」を開催（年４回を予定） 

県内のデザイン産業発展に向け、必要なことなどを議論する。 

 

H29 開催内容 

 ・第１回 : ８月 24 日（木） （参加人数 ９名） 

 ・第２回 : 10 月２日（月） （参加人数 16 名） 

 ・第３回 : 12 月 26 日（火） （参加人数 20 名） 

 ・第４回 : 平成 30 年２月 23 日（金） （参加人数 15 名） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 28 年度 0 千円 
 

静岡県 
機関名 静岡県 
部署名 経済産業部商工業局地域産業課 
電話連絡先 054-221-2812 

事業名 グッドデザインしずおか選定事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

静岡県内の中小企業等により生み出された、デザイン性に優れた製品・取組・仕組みを選定、顕彰することにより、企業、開発担当者、デザイナ

ー等のものづくりに対する意欲・認識の向上を図り、企業はもとより県民全体のデザイン意識の向上と浸透を図ることを目的とする。 

 

■ 募集対象 : 県内で「デザイン」を活用して生み出された「製品」、「取組」、「仕組み」 

■ 募集期間 : 毎年６～７月 

■ 選定方法 ： 大学教授、デザイナー、流通専門家等の 10 名以内で構成される審査会を設置し、一次審査、二次審査を行い決定 

■ 審査日程 : 一次審査（書類）（８月下旬）、二次審査（現物審査及び質疑応答）（9 月中旬） 

 

■ 表彰 ： 大賞（知事賞） 総合的に評価が最も高いもの 

      金賞     総合的に評価が高いもの 

賞       そのほか評価が高いもの  （計 13 点程度） 

 

■ 支援等 ： ・審査員との意見交換会 

・流通アドバイス会（販路開拓等について、専門家との個別面談方式相談会） 

・選定製品等紹介パンフレット、静岡県ホームページでの紹介 

・県庁、県内大手百貨店での展示 

・首都圏で開催される展示会（東京インターナショナル・ギフト・ショー）への出展 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-560/chiikisangyo.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成５年度 5,120 千円 
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静岡県 
機関名 静岡県 
部署名 経済産業部商工業局地域産業課 
電話連絡先 054-221-2812 

事業名 デザイン情報力強化事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

（実施機関：工業技術研究所） 

 

■ デザイナーバンク 

  県内のデザイナー（グラフィック、プロダクト、アパレル、テキスタイル等）の情報をデータベース化して、ホームページ上に公開し、検索でき

るシステム 

 登録件数 ； 111 件（平成 30 年 3月末現在） 

 

■ デザインライブラリの整備・閲覧・貸出 

  工業技術研究所所蔵出版物（書籍、雑誌、ビデオ等）の情報をデータベース化し、ホームページ上に公開。閲覧・貸出も可能 

 所蔵出版物 ； 約 2300 点 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.iri.pref.shizuoka.jp/dis/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 13 年度 3,736 千円 
 

静岡県 
機関名 静岡県 
部署名 経済産業部商工業局地域産業課 
電話連絡先 054-221-2812 

事業名 デザイン研究開発・相談・指導事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

■ 研究開発 （実施機関 : 工業技術研究所） 

   ユニバーサルデザインに配慮した製品開発や、ＣＡＤ／ＣＧなどを利用したプロダクト・グラフィックデザイン開発を企業等と共同で行って

いる。 

 

 ■ 技術指導・相談 （実施機関 : 地域産業課、工業技術研究所） 

技術指導・相談件数：1,749 件（H28 年度） 

※平成 28 年９月 30 日から、「デザイン相談窓口」を工業技術研究所と地域産業課に設置し、工業技術研究所では、技術的な相談に、

地域産業課では、デザイン施策に関する相談に対応。 

 

 ■ デザイン開発総合支援システム（H27 更新）の開放利用 （実施機関 : 工業技術研究所） 

利用件数 ： 228 件（H28 年度） 

    ＤＴＰ支援システム、プレゼンテーション支援システム、３次元支援システム、プリンタステーション 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.iri.pref.shizuoka.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 13 年度 5,260 千円 
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静岡県 
機関名 静岡県 
部署名 経済産業部商工業局地域産業課 
電話連絡先 054-221-2521 

事業名 魅力ある個店を対象としたデザイン表彰（「地域のお店」デザイン表彰） 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

地域を牽引する高レベルな個店の連鎖でエリアの魅力を高め、地域商業の活性化につなげるため、外観のデザインに留まらず、地域や社会へ

の貢献、個店の持つべき機能の発揮等、広い意味でのデザインという観点から、魅力と個性に優れた個店を表彰する。 

 

■対象：「ふじのくに魅力ある個店」登録店 

 

■募集期間：７月 25 日～９月８日（29 年度実績） 

 

■選定方法：デザイナー、まちづくり、ライフスタイル等の専門家５名で構成される審査委員会を設置し選定 

 

■審査日程（29 年度実績）： 

一次審査（書類審査）（11 月 10 日）、現地調査及び審査委員会（11 月 29 日、12 月６日、7 日） 

 

■賞の種類（店舗数は 29 年度実績）： 

大賞（県知事賞）（総合的に最も優れた店舗：１店舗）、優秀賞（大賞に次ぐ優れた店舗：1 店舗）、特別賞（今後の活動が期待される店舗：3 店舗） 

 

■受賞店舗の広報等 

受賞店舗は、県ホームページ、パンフレット等により広く周知 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-570/index.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 28 年度 １，８６５千円 
 

静岡県 
機関名 静岡市 
部署名 商工部産業振興課 地場産業係 
電話連絡先 054-281-2100 

事業名 ニューウェーブ「しずおか」創造事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

静岡市の地場産業である家具をはじめとした木製品や工芸品、その他製造業の新商品開発を支援しイノベーションを喚起するため、有志の参

加によりプロデューサー指導のもとデザイナーと協働し、デザイン開発を行い、ギフトショー等都内見本市で展示発表し次代を担う新商品を開

発し販路開拓を目指す。 

 

参加事業所 ： 地元木製品製造業者等製造業事業所及び工芸職人等 ６～７者程度 

デザイナー ： 参加事業所と同程度（公募） 

事業タイトル ： 「つなぐデザイン」 

開 発 品 ： 木製家具・仏壇・雑貨・照明・工芸品・レザー製品他工業製品等 

プロデューサー ：創造意匠 代表 日原 佐知夫氏 

出品展示会 ： 「東京インターナショナルギフトショー」（主に春）他 

実施団体 ：  公益財団法人 静岡産業振興協会（補助金事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発品事例（神棚）         開発品事例（箸）      「ギフトショー春 2017」出展風景 

<参考 URL> http://www.t-messe.or.jp/project 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成２０年度 6,437 千円 
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富山県 
機関名 富山県 
部署名 商工労働部商工企画課 
電話連絡先 076-444-3245 

事業名 デザイン振興事業（一部） 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

■富山デザインウエーブの開催支援 

商品化を目的とした「富山デザインコンペティション」を核としたデザインイベントの集合体。デザイン開発の促進と、若手デザイナーの育成を

目的として毎年開催。 

「富山デザインウエーブ 2017 デザイン展」 期間：平成 29 年 11 月 13 日～26 日（富山県産業高度化センター展示室） 

①企画展「新しいスキームデザイン展」 「富山もよう」「かみの工作所」など新たな枠組みとデザインの成功事例を紹介 

②富山デザインコンペティション 2017 作品展 「道具と生活」をテーマに実施した、デザインコンペ１次審査通過作品を紹介 

③とやまデザイン・トライアルワークショップ 2017 作品展 デザインを専攻する大学生が高岡銅器の技を用いて制作した真鍮鋳物の作品を紹介

■台湾デザインセンターとの連携 

平成28年8月に台湾デザインセンターと県総合デザインセンターとの間で連携に関する覚書を締結し、共同して海外向けの商品開発や販路開

拓に取り組む。平成 29 年度は、台湾デザイナーが来県し、「文化や暮らしの習慣に裏付けられた生活用品」をテーマに、台湾のデザインと富山

の金属鋳造技術のコラボによる海外向けの商品の試作品を開発。 

■デザイン系大学との連携 

県内企業のデザイン人材の確保を支援するため、県内外のデザイン系大学の学生と県内企業が共同で試作品開発を行うワークショップの実施

など、産学官連携による人材育成に取り組む。平成 29 年度は、武蔵野美術大学、長岡造形大学、富山大学芸術文化学部と連携。 

■「越中富山 技のこわけ」の開発 

富山のものづくりの魅力をＰＲするため、工芸品のブランドとして「越中富山 技のこわけ」を開発。富山の素材、 

技、デザイン力を生かした上質感があるなど、一定の基準を満たす商品を選定し、素材違いの小皿、酒器を商品化。 

■富山県総合デザインセンター「クリエイティブ・デザイン・ハブ」の整備 

総合デザインセンターの支援機能を強化するため、国内外のデザイナー、企業等の多くの異業種の人材が集い、 

新商品開発・新事業創出に取り組むデザイン交流創造拠点として、平成 29 年 11 月に「クリエイティブ・デザイン・ハ 

ブ」をオープン。                     ＜参考 URL＞ http://www.toyamadesign.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

一部平成 30 年度も実施予定 - 219,218 千円 
 

富山県 
機関名 富山県 
部署名 商工労働部商工企画課 
電話連絡先 076-444-3245 

事業名 総合デザインセンター事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

デザイナーの資質向上及びデザイン開発型企業の育成を目的に、富山県総合デザインセンターを中心として、商品企画からデザイン開発、販

路開拓までを総合的に支援する。 

■商品開発支援 

・県内企業等を対象とし、個々の企業の状況に応じた開発の方向性（新商品開発、パッケージデザイン変更、ブランド構築等）をアドバイス 

・企業とデザインセンターの共同商品開発、各種コンペ優秀作品の商品化支援 

・３Ｄプリンター等、商品開発に必要な試作用設備の開放・操作指導 

■販路開拓支援 

・富山プロダクツ選定事業 県内で企画または製造される性能、品質及びデザイン性に優れた商品を「富山プロダクツ」として選定し、総合カタ

ログやホームページへの掲載など販路開拓を支援。 

・デザインブランド販路開拓事業 セレクトショップ等を活用し、県内企業のデザイン性の高い商品を展示し、販路開拓を支援 

（平成 29 年度実績（一部）） ・～素材と技を伝える新しいお土産の形～ 富山県のお土産デザイン 「越中富山 技のこわけ」展 

                会期：平成 29 年 7 月 6日～8月 22 日  場所： D&DEPARTMENT TOYAMA 

                ・富山プロダクツの過去／現在／未来展 

会期：平成 29 年 10 月 30 日 ～11 月 12 日 場所：D&DEPARTMENT TOYAMA  

■デザインセミナーの開催 県内企業関係者等を対象にデザインの最新情報などを発信するデザインセミナーを開催。 

（平成 29 年度実績） テーマ：デザインとエンジニアリングで考える次の産業 

開催日：平成 29 年 10 月 6日 

会 場：富山県産業高度化センター会議室 

講 師：名木山 景氏（㈱デンソー デザイン部長）、田子 學氏（MTDO inc. 代表取締役） 

＜参考 URL＞ http://www.toyamadesign.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 11 年度 33,712 千円 

クリエイティブ・デザイ

ン・ハブ外観
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富山県 
機関名 富山市 
部署名 商工労働部 薬業物産課 
電話連絡先 076-443-2071 

事業名 デザイン振興事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

■デザイン展開催補助 

 次の県内のデザイン関係イベントに対する補助。 

 （１）富山デザインウエーブ（平成２９年１１月１３日～２６日富山県産業高度化センター 展示室） 

 （２）富山県デザイン展（平成２９年１１月１０日～１２日、富山県高岡文化ホール １F） 

 

■富山市デザイン協議会支援事業 

 （１）富山市デザイン協議会運営補助 

   デザインサロン富山の運営や、デザイン先進地への視察等を行い、富山市における新たなデザイン振興策の調査・研究を目的に、 

市内デザイン・印刷関連団体及び事業者により設立された「富山市デザイン協議会」に対し、運営補助する。 

 （２）デザインサロン富山運営補助 

   市内デザイン産業の活性化及びデザイナー、学生の支援を目的に開館した「デザインサロン富山」に対し、運営補助する。 

＜事業内容＞ 

・デザインに係る展示会及び、会議、セミナーの実施やデザインの交流ができる場を提供。 

・十分な制作環境を有しない学生などに対し、制作に使用できるパソコンを開放。 

・コピー機や大型プリンタの印刷サービス 

・デザイン関連書籍の閲覧 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成３０年度 8,245千円・30,348千円

富山県 
機関名 富山市 
部署名 商工労働部 薬業物産課 
電話連絡先 076-443-2071 

事業名 富山デザインフェア開催事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

企業や市民にデザインへの理解を深めてもらうため、優れた広告などの 

商業デザイン作品の展示をする他、若手デザイナーの育成を図るため、 

デザインスクールなどを行う。 

■富山デザインフェア２０１７ 

主催：富山市（運営：富山デザインフェア実行委員会） 

期間：平成２９年９月２９日（金）～１０月１日（日） 

場所：富山市民プラザ、デザインサロン富山 

■展示（展示総数７６１点） 

「2017 TOYAMA ADC 展」、「日本パッケージデザイン展 2017 とやま」他、 

新聞、ＴＶなどの広告や、ディスプレイ、景観広告など１２展示 

■デザインセミナー 

デザインについて広く一般に理解してもらうため、国内外で活躍しているトップクリエイターを講師に招き、セミナーを実施。 

講師：宮下良介氏（株式会社電通／アートディレクター）／テーマ：「たのしいアートディレクション」／入場者数：９８人  

■デザインスクール 

デザインを深く理解することによる技術力の向上や、専門分野を越えた交流により若手デザイナーの育成を図るため、対話型の実践的な講座

を実施。 

講師：富山ＡＤＣ３名、ＪＰＤＡ２名／テーマ：「富山の水で市民を幸せにする」～富山市の水を知ってもらう～／参加者数：３７人 

■パッケージデザインコンペティション 

デザイナーを目指す学生の技術力向上と本市パッケージ産業の振興を目的としたパッケージデザインコンペティションを実施。 

応募資格：日本国内の大学、大学院、短期大学、専門学校に在学中の学生／テーマ：「富山の○○をつつむ」 

実績：応募総数１２１作品（入賞１６作品） 

＜参考 URL＞ http://www.city.toyama.toyama.jp/shokorodobu/yakugyobussanka/toyama-designfair.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成３年度 1,919 千円・3,784 千円 
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富山県 
機関名 富山市 
部署名 商工労働部 薬業物産課 
電話連絡先 076-443-2071 

事業名 ポスターコーディネート事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

市民に街角でポスターに親しんでもらい、デザインの普及と街の賑わいづくりを図るため、ポスターギャラリー及びポスターパネルに市のイメ

ージポスターやデザイン性の高いポスターを掲示する。 

 

■実施主体 富山市デザイン協議会（事業委託） 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成１８年度 1,437 千円 
 

富山県 
機関名 富山市 
部署名 商工労働部 薬業物産課 
電話連絡先 076-443-2071 

事業名 グラフィックデザイン推進事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

本市で作成されるイベント等のポスターのイメージを統一的に整備するため、ポスターデザインコンペを実施し、有識者から成る富山市ポスタ

ーデザイン選定委員会を設置し、富山市のイメージに相応しいポスターを選定する。 

■募集テーマ 

第５７回富山まつり（応募数４５）、富山デザインフェア２０１７（応募数６０） 

第６４回全日本チンドンコンクール（応募数２５）、孫とおでかけ支援事業（応募数１７） 

■賞金 

大賞５０万円 準大賞１０万円 優秀賞５万円×２ 

※孫とおでかけ支援事業は 大賞２０万円 準大賞４万円 優秀賞２万円×２ 

■応募資格 

以下の要件を満たす１８歳以上の方 

ポスターデザインが選定された場合、デザインを基にしたチラシ作成及び会場、その他の 

広告物の監修ができること。また、平日の日中に３～４回程度の打合せができること。 

（打合せ場所は富山市役所を予定） 

■富山市ポスターデザイン選定委員会 

審査委員長 伊東 順二 氏（東京藝術大学社会連携センター特任教授／ 

富山市政策参与） 

審査委員  中島 信也 氏（株式会社東北新社 取締役 CM ディレクター） 
  〃    舘鼻 則孝 氏（アーティスト） 
  〃     戸田 正寿 氏（アートディレクター） 
  〃    本木 克英 氏（映画監督／富山市政策参与） 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.city.toyama.toyama.jp/shokorodobu/yakugyobussanka/toyamacityposterdesigncompetion.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２２年度 2,890 千円 

ポスターギャラリー（３基６面）  ポスターパネル（市内各所に設置されているパネルの歩道面６箇所） 

第５７回富山まつり 富山デザインフェア２０１７ 

第６４回全日本 

チンドンコンクール   
孫とおでかけ支援事業 
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富山県 
機関名 富山市 
部署名 商工労働部 薬業物産課 
電話連絡先 076-443-2071 

事業名 ポスターの街・とやま開催事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

世界５大ポスター展の１つと言われ、世界的に評価の高い「世界ポスタートリエンナーレ・トヤマ」（富山県美術館主催）を、より多くの方に周知・ＰＲ

するため、展示開催期間に合わせ実施される協賛イベント「ポスターの街・とやま」事業を支援する。 

（※世界ポスタートリエンナーレトヤマは１９８５年から３年に一度開催） 

 

■主催 「ポスターの街・とやま」実行委員会 

■期間 平成２７年９月１日（火）～平成２７年１１月２３日（月・祝） 

■場所 富山市内各所 

 

 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.ccis-toyama.or.jp/toyama/poster/index.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も実施予定 平成１５年度 2,500 千円・6,700 千円 
 

富山県 
機関名 高岡市 
部署名 デザイン・工芸センター 
電話連絡先 0766-62-0520 

事業名 クラフトマン・デザイナー育成支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

第一線で活躍するデザイナーやクリエイターを招き「デザインセミナー」を開催する（昭和 60 年から開催）。また、地元クラフトマンの自立を支

援する事業として展示即売会「ギャザリング！（クラフトマンの集い）」を開催する（平成 15年から開催）。これらの事業は県内の若手クラフトマン

に作品の発表機会、消費者との交流の場を提供するとともに、クラフトマンを含めた作り手の意識の高揚と新商品開発から販路開拓までの活性

化を促すことを目的とする。 

 

■ギャザリング！ 

 期日 平成 29 年９月 22 日(木）～24 日(月)  
 会場 高岡市土蔵造りのまち資料館 

 内容 木工、陶磁、ジュエリー、ガラス、金属、陶の 

６組の県内作家による作品の展示販売 

 入場者数 1169 名 

 

■デザインセミナー ※平成 29 年度で事業終了 

 期日 平成 29 年３月 16 日（木） 

 会場 ウイングウイング高岡 503 会議室 

 講師 新山 直広 氏（ TSUGI llc. 代表）  

テーマ 「ものづくり・まちづくり・ひとづくり」 

入場者数 44 名 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

ギャザリング！ http://www.suncenter.co.jp/takaoka/event/index.html  

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も内容を変更して実施予定 昭和 60 年度 760 千円 
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富山県 
機関名 高岡市 
部署名 デザイン・工芸センター 
電話連絡先 0766-62-0520 

事業名 デザイン情報誌発行事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

高岡市のものづくりを中心とした文化や歴史、まちや人を紹介する「高岡（産地）発」の情報誌を発行する。デザインや工芸に関する最新動向や

新商品紹介のほか、つくり手・工房・製造現場などを観光も含めた内容で紹介し、高岡の魅力を発信する。 

 

■高岡デザイン情報誌「ＭＯＶＩＮ’」 

A4 版 12 ページ 6000 部 年 1 回（3 月）発行 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.suncenter.co.jp/takaoka/movin/movin.html 

 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 29 年度で事業終了 平成 4 年度 1,452 千円 
 

富山県 
機関名 高岡市 
部署名 デザイン・工芸センター 
電話連絡先 0766-62-0520 

事業名 高岡金属意匠審議会 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

高岡金属意匠審議会の事務局を運営し、その経費に対し補助している。 

 

「高岡金属意匠審議会」とは 高岡金属意匠審議会は、昭和32年 2月設置され、高岡市内及び周辺地域で生産される金属工芸品の新規意匠の

奨励や登録・ 保護等の事業を実施し、地域産業の振興・発展に一定の役割を果たすとともに、業界相互のトラブルを未然に防止するために各種

事業を行っております。  

 

■知的財産権セミナーの開催 平成 23 年度～平成 28 年度 

講師 弁理士、渡邉知子国際特許事務所代表 ／ 渡邉 知子氏  

※平成 23 年度は中部経済産業局の補助事業として開催  

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

 http://www.suncenter.co.jp/takaoka/isyou/index.html 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 - 60 千円 
 
 

2017 年３月発行 VOL.25 特集「高岡クラフトコンペの変革と実り」 
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富山県 
機関名 高岡市 
部署名 デザイン・工芸センター 
電話連絡先 0766-62-0520 

事業名 新クラフト産業デザイン育成支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

高岡伝統工芸産業の再生策として、市場競争力を持つ産地ブランド新商品開発プロジェクトを当センターの開設以来実施してい る。中長期

のテーマによるプロジェクトを立ち上げ、企業の参加を募り、指導者（招へいデザイナー）による指導の下、産官一体で実 施している。 

平成 29 年度からは、テーマを「課題のデザイン」とし、参加企業が課題（ニーズ、シーズ）を持ち寄り、その解決のためのデザイン開発に取り

組む。 

 

[プロジェクト実績]  

・平成 11 年度【鉛レス素材開発研究会】  

・平成 12～15 年【HiHill（ハイヒル）プロジェクト】  

伝統素材を活かした建築内外装材の開発。  

※平成 16 年グッドデザイン賞特別賞受賞、有限会社化  

・平成 16～18 年【うるおしプロジェクト】  

水周りや女性向けの新高岡漆器商品開発。  

・平成 19～21 年【いのり・いわいプロジェクト】  

従来の神仏具にとらわれない銅器、漆器関連商品開発。  

・平成 22～25 年【udeco（ユデコ）プロジェクト】  

ユニバーサルデザイン（UD）、エコロジー（eco）商品開発。  

・平成 26～28 年【ギフト開発プロジェクト「ZAI」】 

・平成 29～30 年【課題のデザイン】 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ http://www.suncenter.co.jp/takaoka/info/indexinfo.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 11 年度 1,200 千円 
 

富山県 
機関名 高岡市 
部署名 産業企画課 
電話連絡先 0766-20-1394 

事業名 工芸都市高岡クラフトコンペティション 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

工芸都市高岡クラフトコンペは、「ものづくりのまち高岡」発展の原動力となることを目指し、また、全国の若手クラフトマンの登竜門として、高

岡伝統産業青年会、高岡商工会議所、高岡市などからなる実行委員会により、1986 年にスタートしました。2017 年までに、全国から延べ 12,523

名の出品と歴代 84名（延べ 221 名）の多彩な審査員のみなさんのご協力に支えられ、全国有数のクラフトコンペとして今日を迎えました。 

工芸都市高岡 2017 クラフト展 

会期 平成 29 年 9 月 22 日（金）～9月 26 日（火） 

時間 午前 10 時～午後 6時 ※最終日は午後 5 時まで 

会場 （株）大和高岡店 4階催事場（富山県高岡市御旅屋 101） 

工芸都市高岡クラフトコンペティションホームページ 

http://www.ccis-toyama.or.jp/takaoka/craft/ 

平成 29 年度は、「高岡クラフト市場街」、「銅器団地オープンファ 

クトリー」、「金屋町楽市 in さまのこ」と同時期開催しました。 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 昭和 61 年度 5,400 千円 
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石川県 
機関名 石川県 （公財）石川県デザインセンター 
部署名 産業政策課 同上 
電話連絡先 076-225-1519 076-267-0365 

事業名 基幹産業デザイン力育成支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

本県の基幹産業である機械・繊維・ＩＴ・食品等の中小企業を対象に、「デザイン」の活用促進やデザインに関連する人材育成を行う（記載内容は

Ｈ２９年度で予定含む）。 

１ デザイン戦略セミナー 

企業のデザイン活用促進のため、デザインの重要性を認識してもらうとともに、デザイ 

ンの活用を希望する企業を発掘するためのセミナーを開催 

  回数：１回  参加者：３０人   講師：県内で活躍するデザイナー 

２ 地域巡回デザイン相談 

  県内２地域：七尾市（県北） 小松市（県南） 

  相談件数：各地域３企業程度 

３ デザイン新商品開発支援事業 

  県内企業の自社商品開発と県内若手デザイナー育成を目的に、企業とデザイナーが 

協働して行う新商品開発に対して、アドバイザーが助言 

  対象企業：３社程度 

４ デザイントライアル事業 

  工業デザインに関わる団体や大学が連携し、地元企業から提示された商品開発課題に 

対して、学生が講師の指導を受けながらデザイン提案を行う 

  対象企業：２社    学生：各社１０人程度   研修会・演習：１０回程度 

  連携機関：石川県プロダクトデザイン協会・金沢美術工芸大学 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ http://www.design-ishikawa.jp 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

Ｈ３０年度も継続予定 平成２３年度 県１，６００千円・全２，１００千円 
 

石川県 
機関名 石川県 金沢市 （公財）石川県デザインセンター
部署名 産業政策課 クラフト政策推進課 同上 
電話連絡先 076-225-1519 076-220-2373 076-267-0365 

事業名 デザイン振興事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

県内におけるデザイン関係ビジネスの振興やクラフト（工芸）産業の支援を目的に各種事業を実施することにより、本県のデザイン業界の振興

を図る（記載内容はＨ２９年度で予定含む）。 

１ いしかわデザイン賞 

   デザインの普及や発展に貢献があった企業や団体等を顕彰  ３者程度 

２ デザイン相談・指導／情報・収集提供事業 

   デザインに関する各種相談への対応、デザインライブラリーの運営など 

３ マーケットイン商品開発事業 

   県内のクラフト作家等が、東京都内の百貨店をモデルとして、専門家から指導を受け 

ながら、マーケット側の視点を重視した商品開発を行い、展示会で展示販売する 

 参加者：約３０者  研修会：３回程度  展示会：松屋銀座 11 月末から２週間 

４ デザイン推奨事業 

   県内のデザインに優れたクラフト作家等を選定し、全国規模の見本市出展や商品カタ 

ログの作成・配付により、販路開拓を支援 

   選定数：１８者  見本市：２月上旬の東京インターナショナルギフトショー春 

５ 石川県デザイン展 

   デザインの重要性についてＰＲするため、県内の企業、デザイナー、学生から優れた 

デザイン作品を公募し、これらを一堂に展示 

    会期：１１月中旬の４日間  会場：石川県政記念しいのき迎賓館（金沢市） 

    来場者：約 5,000 人   出展作品：一般１０６件 学生：７０件 

       

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ http://www.design-ishikawa.jp 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

Ｈ３０年度も継続予定 昭和６０年度 県３，５００千円・市１，７００千円・全７，３００千円 
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石川県 
機関名 石川県 金沢市 （公財）石川県デザインセンター
部署名 産業政策課 クラフト政策推進課 同上 
電話連絡先 076-225-1519 076-220-2373 076-267-0365 

事業名 国際ガラス展・金沢２０１９開催準備事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１ 開催趣旨 

   ガラス作品の国際公募展である本展の開催を通じ、ガラスという新しい生活文化や産業 

を育てるとともに、他の工芸や産業分野に対して創造性を触発していく。 

２ 概要（前回（２０１６）実績） 

（１）主催 

   国際ガラス展・金沢開催委員会（構成：県、金沢市、金沢商工会議所、（公財）石川県デザインセンター） 

（２）作品公募   

期 間：平成２７年８月上旬～平成２８年３月４日 

    応募数：４０の国と地域から３７４点（うち国内１４１点） 

（３）審査方法 

    １次（画像）審査  平成２８年４月１５日  スライド  審査員：国内４人 

    本審査       平成２８年６月３０日  実物  審査員：海外３人国内２人 

（４）賞 

   大賞１点 副賞 100 万円 ほか金賞１点、銀賞４点、奨励賞６点、審査員特別賞５点 

（５）展示会 

   平成 28 年 10 月 19 日～10 月 31 日  会場：石川県政記念しいのき迎賓館（金沢市） 

   平成 28 年 11 月 26 日～平成 29 年 1 月 29 日  会場：石川県能登島ガラス美術館（七尾市） 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞  http://www.design-ishikawa.jp. 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

 次回は本展開催後、関係者間で協議 昭和５９年度（３年に１回開催） 県・金沢市で予算要求中 
 

岐阜県 
機関名 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 
部署名 産業振興部 振興課 起業・デザイン支援担当 
電話連絡先 058-277-1079 

事業名 モノづくり商品開発支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

県内のモノづくり事業者の新商品企画・開発を支援。顧客の視点に立ったデザイン性・市場性の高い新商品開発に挑戦する機会を提供し、企業

の商品開発力の向上を図るとともに、地域のデザイナーの育成を図る。 

①モノづくり商品開発支援事業 デザインを活用した商品開発に意欲的な企業を採択、センターが適任のデザイナーをマッチングしてデザイ

ナーに委託し（委託料を負担）、年度末までに試作までの完成を目標とし、デザイン性・市場性の高い商品開発に取り組む。また事業完了後も

「求評会（バイヤーへのヒアリング）」の開催等の販売へのサポートも行う。 

●H28 年度 11 企業採択（内２社製品化。他現在も商品化に向けて進行中） ○H29 年度 12 企業採択 

②デザインワークショップ 県内のモノづくり事業者で今後外部のデザイナーとの商品開発を希望している企業を対象に、デザイナーを講師

に招き、商品開発のプロセス、デザイナーとのコミュニケーション方法など、基礎的なプロセスを講義とワークショップを通じて学ぶ。 

●H28 年度「プロダクトデザインワークショップ-『口コミしたくなる商品』の企画-」 

H29 年１月１８（水）・２４日（火）／参加数：１６名／講師：後藤規文氏（（有）後藤デザインオフィス） 

○H29 年度「プロダクトデザインワークショップ-プロダクトデザイナーと『疑似』商品開発をしてみよう！-」 

  H29 年９月１日（金）・６（水）・１１日（月）／参加数：１５名／講師：後藤規文氏（（有）後藤デザインオフィス） 

③デザインセミナー１県内のモノづくり企業を対象に、新しいビジネスや新商品開発にデザインを活用することの重要性を広く啓蒙するセミナー

 ●H28 年度「小さな会社の生きる道」 開催日：H28 年 12 月 14 日（水） 参加者数：220 名 

講演者：中川政七氏（（株）中川政七商店）・堀田将也氏（（株）堀田カーペット） ※産経センター内「新ビジネス展開応援事業」の予算で実施

④デザインセミナー２ 県内のモノづくり企業を対象に、デザインを活用した商品開発の必要性を啓蒙するセミナー 

●H28 年度「デザインを活用した地域のモノづくり」 開催日：H29 年３月 15 日（水） 参加者数：７０名 ファシリテーター：武馬淑恵氏 

パネリスト：井藤隆志氏（IFUJI DESIGN STUDIO）・高橋陽介氏（高橋製瓦（株）） ※産経センター内「新ビジネス展開応援事業」の予算で実施

 ○H29 年度「デザインを活用した地域のモノづくり」 開催日：H29 年３月 12 日（月） ファシリテーター：奥山泰助（COLOR DESIGN CENTER） 

  パネリスト：岡田心（FLaPP DESIGN STUDIO）・山添卓也（（株）中村製作所）・稲波伸行（（株）RW） 参加者数：７3 名 

⑤アドバイザー派遣事業 東海エリアに拠点をおくデザイナーのネットワーク構築、データベース化に向けアドバイザー派遣事業への登録を促

す。 ※産経センター内「アドバイザー派遣事業」の予算で実施      事業の紹介 URL…http://www.gpc-gifu.or.jp/search/design.asp

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額

来年度も継続予定 平成２７年度（産経センターにて実施を始めた年度） 24,092 千円 
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岐阜県 
機関名 岐阜県 
部署名 商工労働部地域産業課 
電話連絡先 058-272-8361 

事業名 商品開発・販路拡大サポート事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

消費者の視点に立ったデザイン性の高い商品づくりや、首都圏の小売事業者等と連携した取組みにより県内事業者の商品開発及び販路開拓

を支援。 

 

事業内容： 

 

・県内県産品アンテナショップにおいて、ショッププロデュースによる商品開発支援を実施。（H29  3 商品） 

 

・県内県産品アンテナショップにおいて、県内商材の掘り起し及びテストマーケティングを実施。（H29 なし） 

 

・都内セレクトショップにおいて県産品のテストマーケティングを実施。テストマーケティング期間中には、高感度な首都圏消費者と県内企業との

交流イベントも併せて実施。（ H29 テスト販売 1/2～1/31 26 社 67 商品 / 

 交流イベント 1/11 参加者 企業 10 社、消費者 30 名） 

 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイトＵＲＬ＞ 

http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/shoko-rodo/chiiki-sangyo/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２３年度 １２,１８１千円 
 

岐阜県 
機関名 岐阜県産業技術センター 
部署名 繊維部 
電話連絡先 058-388-3151 

事業名 デザイン指導事業講習会 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

当センターと、岐阜メンズファッション工業組合との共催で、県内のメンズファッション関連企業を対象に、デザインセミナーを開催している。 

 

主催：岐阜メンズファッション工業組合 

共催：岐阜県産業技術センター 

日時：平成 29 年 8月 23 日 

会場：じゅうろくプラザ 

内容：メンズトレンドセミナー「2018 年 F/W～S/S 対応 海外コレクショントレンド詳細」 

講師：スタイリンファッション研究社 代表 日置千弓氏 

参加者：70 名 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成１８年度 60 千円程度 
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岐阜県 
機関名 岐阜県産業技術センター 
部署名 繊維部 
電話連絡先 058-388-3151 

事業名 デザインセミナー事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

当センターと、岐阜県繊維デザイン協会ほかとの共催で、県内の繊維関連業界を対象に、デザインセミナーを開催している。 

 

主催：岐阜県繊維デザイン協会 

共催：岐阜県産業技術センター、尾州テキスタイルデザイナー協会、(公財)一宮地場産業ファッションデザインセンター、 

   日本毛織物等工業組合連合会、日本繊維機械学会東海支部 

日時：平成 29 年 10 月 26 日 

会場：岐阜毛織会館 

内容：デザインセミナー「2018-19 年秋冬テキスタイル傾向」 

講師：OFFICE KURUMA 車純子氏 

参加者：80 名  

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 18 年度 - 
 

愛知県 
機関名 愛知県 
部署名 産業労働部 産業科学技術課研究開発支援グループ 
電話連絡先 052-954-6370（内線 3454、3457） 

事業名 デザイン振興 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１．「産業デザイントライアルコア」による産業デザインを意識したモノづくり支援 

  産業デザインに関する相談、三次元造形装置などの機器を用いた試作、情報提供など、総合的な支援を行う窓口 

＜URL＞http://www.aichi-inst.jp/acist/idt.html

２．講演会等 

○産業デザイントライアルコア「金属３Ｄプリンタの新展開」 

 日時   ：平成２９年８月１日（火）午後１時３０分～午後４時１５分 

 場所   ：あいち産業科学技術総合センター １階講習会室 

 主催   ：あいち産業科学技術総合センター 

 参加人数 ：１２０名                    ＜URL＞http://www.pref.aichi.jp/soshiki/acist/h290710-3dprinter.html 

○産業デザイン試作ネットワーク構築事業「商品開発のための試作体験セミナー」 

開催日 ：平成２９年８月３１日（木）及び９月１５日（金） 

場所  ：あいち産業科学技術総合センター実習室及び講習会室 

主催  ：愛知県、愛知県立芸術大学 

参加人数：合計５４名                     ＜URL＞http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/shisakunet.html 

３．あいち産業科学技術総合センターにおける研究開発 

（１）常滑焼製品のための新規な加飾技術の開発 

多用な製品、様々な芸術・美術運動などについて幅広く調査を行い、得られた成果を、常滑産地を代表する製品に反映させ、新規な常滑

焼製品の加飾技術の開発を行う。 

（２）無形文化遺産「山車まつり」のデザインによる陶磁器製品開発 

ユネスコ無形文化遺産に登録された「山・鉾・屋台行事」中の一つ、「犬山祭」の伝統的な意匠・デザイン要素を組み合わせた陶磁器製品を

開発する。                                       ＜URL＞http://www.aichi-inst.jp/

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定。 昭和３６年度 - 
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愛知県 
機関名 名古屋市 
部署名 市民経済局産業部次世代産業振興課 
電話連絡先 052-972-2418 

事業名 デザイン活用支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

地域の中小企業における新商品開発や販売促進、企業ブランディング等の場面において、デザインの活用・導入の促進を支援し、当地域の中小

企業等の競争力強化に資することを目的として実施。 

 

 内容 

 ・商品開発（新製品のデザイン、既存商品の高付加価値化） 

 ・販売促進（企業ウェブサイトやパッケージデザイン等） 

 ・ユニバーサルデザイン、エコデザインを取り入れた商品開発 

  などを指導。 

 

 対象：名古屋市内に事業所があり、引き続き 1 年以上の事業実績を有する中小企業 

 募集企業数：7 社程度 

 費用：60,000 円（税込） ※他に、試作品の製作等にかかる経費が必要。 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.idcn.jp/design_support/advice 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 9 年度 3,300 千円 
 

愛知県 
機関名 名古屋市 
部署名 市民経済局産業部次世代産業振興課 
電話連絡先 052-972-2418 

事業名 デザイン・ものづくり交流事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

付加価値のある新たな地域産業の創出を支援するため、デザイン・ものづくり交流フロア「クリエイティブビジネススペース・コード」を設置し、中

小企業とクリエイターとのマッチング等を支援する。 

 

名  称：クリエイティブビジネススペース・コード 

設置場所：ナディアパーク デザインセンタービル４階・７階 

受付時間：午前 10 時～午後 6 時（定休日：毎週土・日、祝日、年末年始） 

 

内容 

・交流会 ・セミナー ・マッチング支援 

・３Ｄプリンタ等を活用したものづくり支援 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://cbs-chord.jp 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 27 年度 48,701 千円 
 
 

中
部
経
済
産
業
局



109

 

 

愛知県 
機関名 名古屋市 
部署名 市民経済局産業部次世代産業振興課 
電話連絡先 052-972-2418 

事業名 名古屋市中小企業イノベーション創出プロジェクト「デザイン活用研究会」 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

デザイン活用を通して、新商品開発や新事業展開を実現しようとする意欲ある中小企業に対し、ワークショップ等による全体指導と具体的な個

別指導を通じ、課題解決から試作品製作・新商品開発等の支援を行う。 

 

 内容 

 ・全体指導 

セミナー（全 2 回）及びワークショップ（全 6回）の開催 

 ・個別指導 

  参加事業者が個々に抱える問題を踏まえ、専門の相談員が実情に応じた指導を実施 

 

 参加者数：36 事業者 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000087291/ 

http://www.idcn.jp/ino-d/ 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 28 年度 11,000 千円 
 

愛知県 
機関名 名古屋市 
部署名 市民経済局産業部次世代産業振興課 
電話連絡先 052-972-2418 

事業名 デザインインキュベータ助成事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

（株）国際デザインセンター内の企業育成室（デザインラボ）に入居する創業 5 年以内の中小企業等に対し、テナント賃借料の一部を助成するこ

とにより、入居者の創業・事業発展を支援する。 

 

■内容 

・補助対象：テナント賃借料（共益費を含む） 

・補助額：補助対象経費の 30％以内、限度額 150 万円 

・補助期間：5 年以内 

・部屋数：11 室（32.2 ㎡～85.12 ㎡） 

・賃料（消費税別）：3,500 円／月・㎡ または 2,800 円／月・㎡ 

・共益費（消費税別）：1,300 円／月・㎡ 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.idcn.jp/design_support/lab 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 8 年度 2,732 千円 
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愛知県 
機関名 名古屋市 
部署名 市民経済局産業部次世代産業振興課 
電話連絡先 052-972-2418 

事業名 クリエイティブ産業創業支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

市内で創業を目指す若手クリエイターを支援するため、クリエイター創業支援スペース「クリエイターズショップ・ループ」を設置し、販売・デザイ

ン・広報等の専門家によるアドバイス、商品の試験販売や活動紹介を行う。 

 

設置場所：ナディアパーク デザインセンタービル４階 

設 置 数：6 区画（1 区画約 16 ㎡ 全体約 300 ㎡） 

※応募、選考の状況に応じ 1 区画の半分（約 8 ㎡）をミニブースとして使用可とする場合あり 

賃 料：無料 ※但し、販売管理・運営に係る諸費用の実費負担あり 

出店期間：原則 1 期 11 ヶ月（再応募可、但し上限あり） 

対 象 者：市内での創業を目指す若手クリエイター等 

 ・クリエイティブ産業（デザイン・ファッション・コンテンツなど）の事業を行う者 

 ・市内での創業を目指す個人、代表者をもつグループ、または、市内での事業展開もしくは本社等の事業拠点の設置を目指す創業または当

該事業の実績が 5年以内の法人（中小企業）・個人事業者 

 ・出店時点で年齢が 45歳未満であること（法人の場合は当該事業の代表者が 45 歳未満であること）。 

 ・税の滞納がなく、事業内容が公序良俗に反しないこと。 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.idcn.jp/loop 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 23 年度 30,539 千円 
 

愛知県 
機関名 名古屋市 
部署名 市民経済局産業部次世代産業振興課 
電話連絡先 052-972-2418 

事業名 ファッション産業の振興 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

当地域のファッション風土づくりを推進し、デザイナーなどの優秀な人材の発掘と関係業界の振興を図るため、ファッション情報の収集・提供、人

材育成、ファッション風土づくりなどのファッション産業振興事業を実施している。 

 

主催 ナゴヤファションプロモーション実行委員会 

   （ナゴヤファッション協会、名古屋市、公益財団法人名古屋産業振興公社） 

 

■ファッション情報収集・提供事業 

・ナゴヤファッション協会ホームページ「Fashion Wave」の運営 

・ファッションセミナーの開催 

■人材育成事業 

・「ナゴヤファッションコンテスト 2017」の開催 

平成 29 年度で通算 37 回目となる、日本有数のファッションコンテスト。 

ファッション産業を担う若い人たちの奨励の場とする。 

デザイン画応募数数：応募総数 4,007 点（海外 269 点含む）  

 ・インターンシップの実施 

■ファッションビジネス・風土づくり事業 

 ・クリエーター交流会 

 ・ファッションイベントの開催 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.n-fashion.com 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 昭和 56 年度 21,056 千円 
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愛知県 
機関名 名古屋市 
部署名 観光文化交流局文化歴史まちづくり部文化振興室 
電話連絡先 052-972-3172 

事業名 ユネスコ・デザイン都市なごやの推進 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

（趣旨）平成 20 年 10 月にユネスコ創造都市ネットワークのデザイン分野に認定されたことをうけ、名古屋の魅力を一層向上させるとともに、国

内外に向けて広く「ユネスコ・デザイン都市なごや」を発信するため、創造都市ネットワークを活用した国内外の他都市との交流事業や、

若手の人材育成・啓発事業などを実施している。 

（主催）ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業実行委員会 

構成：名古屋市、名古屋商工会議所、中部デザイン団体協議会、㈱国際デザインセンター、 

(公財)名古屋市文化振興事業団、(公財)名古屋まちづくり公社 名古屋都市センター 

１ 交流・ＰＲ事業 

  ユネスコ創造都市ネットワーク加盟都市とのネットワークづくりによる社会的課題解決手法の共有や都市魅力の相互発信、本市の創造的人

材等のステップアップの機会創出を図るための交流事業を実施。また、「ユネスコ・デザイン都市なごや」の活動を広く周知するため、ウェブ

サイトを中心に国内外に情報発信を行うとともに、ロゴマークの普及を図る。 

■年次総会、分野別サブネットワーク会議 

  ・ユネスコ創造都市ネットワーク年次総会及びサブネットワーク会議への出席（アンギャンレバン市/フランス） 

  ・デザイン都市サブネットワーク会議への出席（プエブラ市/メキシコ） 

■加盟都市交流 

・深圳デザインウィークへの出展・参加（深圳市/中国） 

  ・デザイン都市エキシビション「Are you talking to me?」への出展（アンギャンレバン市、サンテティエンヌ市/フランス） 

  ・TORINO DESIGN OF THE CITY への参加（トリノ市/イタリア） 

  ・ico-D および第 1回ワールドデザインサミットへの参加（モントリオール市/カナダ） 

  ・サウンドデザインフェスティバル in 浜松への出展（浜松市） 

 ■名古屋城本丸御殿公開にかかるプロモーション企画・提案 

  平成 30 年 6月に全面公開を迎える名古屋城本丸御殿の PR 等を企画・提案 

 ■PR 事業 

  ・ウェブサイト、SNS による情報発信 

  ・「ユネスコ・デザイン都市なごや」ロゴマークの普及 

  ・推進事業（実行委員会構成団体によるデザイン振興に資する事業）との相互 PR 

２ 人材育成事業 

  文化のもつ創造性を活用した社会的課題解決に向けた目的意識の共有や実験的プロジェクトの実施などを通じ、創造的人材の育成、スキ

ルアップの機会の創出を図る。 

 ■クリエイティブ・カフェ 国内外からのゲストを迎え、講演、ワークショップ等を実施 

・第 1 回：平成 29 年 11 月 3 日（金・祝） 

「歴史的文化遺産を守りながら、過去と現代をつなぐ大胆な都市戦略」 

  ・第 2 回：平成 29 年 11 月 9 日（木） 

「共感のデザイン｜未来社会と食をデザインする」 

  ・第 3 回：平成 29 年 11 月 26 日（日） 

「グランドレベルとマイパブリック『趣味ではじめるまちづくり』」 

  等、計 4～5 回実施予定 

 ■クリエイティブ・ワークショップ 名古屋市立工芸高校との連携プログラムとして、ワークショップを実施 

  ・テーマ：「水辺都市｜中川運河を軸とした水辺を生かしたまちづくりの提案（＋アート、＋デザインの視点で考える。）」 

  ・内容：レクチャー、フィールドワーク、プレゼンテーション等 

・実施期間：平成 29 年 4 月～7 月 

３ デザイン啓発事業 

  デザイン団体の活発な活動やデザイン教育機関の多さなど、「デザイン都市なごや」 のもつ 

人的資産や文化的資産を活かし、地元デザイン団体の企画力を活用した事業を実施。本事業を 

通して、デザイナーがもつデザインスキルや知識に触れデザインに対する理解と関心を高める 

と同時に、デザイン思考や課題解決能力の向上を図る。 

 ■親子デザインワークショップ 

  平成 29 年 11 月 19 日（日）「親子でカレンダーをデザインしよう」 

  参加者：5 歳～小学生までの子どもと保護者 51 組 

<参考 URL> http://www.creative-nagoya.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２１年度 ８，３６０千円・８，５１０千円 
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愛知県 
機関名 株式会社国際デザインセンター 
部署名 事業部 
電話連絡先 ０５２－２６５−２１０４、２１０５ 

事業名 デザイン振興事業（デザイン活用支援事業等） 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

（１）名古屋市デザイン活用支援事業「デザインアドバイス」の企画運営 

名古屋市内の中小企業の、デザインの活用・導入の促進を支援し、競争力強化に資することを目的とし、デザインの専門家を派遣し、アイデアの

発想から試作品(モデル)の完成まで指導。指導企業数：7 社 ※参照：名古屋市「デザイン活用支援事業」 

（２）名古屋市中小企業イノベーション創出プロジェクト「デザイン活用研究会」の企画運営 

デザイン活用を通して、新商品開発や新事業展開を実現しようとする意欲ある中小企業に対し、ワークショップ（全 6 回）による全体指導と具体

的な個別指導を通じ、新商品開発等の支援を実施。参加事業者数：36 事業者 

※参照：名古屋市「名古屋市中小企業イノベーション創出プロジェクト「デザイン活用研究会」」 

（３）デザイン無料相談の実施 

企業の事業活動におけるデザインの戦略的な活用からデザイン一般まで、無料相談を実施。相談件数：41 件（平成 30 年 1 月末現在） 

（４）インキュベーション施設「デザインラボ」による起業支援 

入居審査によって選考されたデザイン関連事業を行う事業者等にスペースを提供。審査により特定の基準を満たす企業には、育成事業による

特別優遇制度により賃料・共益費補助。 ※別添：インキュベーション施設「デザインラボ」による起業支援 

（５）クリエイティブ産業等の情報提供 

地域のデザイン事務所を紹介するデータベースや、クリエイティブ産業情報を発信するウェブサイトを運営。 

・デザイン事務所ポータルサイト ・LINKS HUB ・LINKS HUB PLUS ※参照：「クリエイティブ産業等の情報提供」 

（６）クリエイター創業支援スペース「クリエイターズショップ・ループ」の企画運営 

名古屋地域におけるクリエイティブ産業分野（デザイン・ファッション・コンテンツ）の事業展開をバックアップする、ショップ型クリエイター創業支

援スペース（事業主体：名古屋市）。若手クリエイターを公募で選出、第 10 期（平成 29 年 4 月 13 日〜平成 30 年 3 月 12 日）を運営。商品開発や

ディスプレイ、販売促進について相談を受け指導し、広報支援を実施。 ※参照：名古屋市「クリエイティブ産業創業支援事業」 

《参考 URL》国際デザインセンター http://www.idcn.jp 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施 - - 
 

愛知県 
機関名 株式会社国際デザインセンター 
部署名 事業部 
電話連絡先 ０５２－２６５−２１０４、２１０５ 

事業名 インキュベーション施設「デザインラボ」による起業支援 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

入居審査によって選考された、新規ビジネスを目指すデザイン関連企業や企業のデザイン部門、デザイン関連事務所等にスペースを提供して

います。審査により一定の基準を満たした企業には、名古屋市と国際デザインセンターの育成事業による特別優遇制度による補助を設けてい

ます。 

 

（１）設置場所：国際デザインセンター・7 階 

（２）部屋数：10 室（32.2 ㎡〜85.12 ㎡）＋共同会議室 

（３）設備：フリーフロアアクセス、カードキー入出管理 

（４）賃料等： 

  ・賃料(消費税込)3,024 円/ 1 カ月・㎡（No.2・4・5・6・9）、3,780 円/ 1 カ月・㎡ (No.1・3・7・8・11)  
  ・共益費(消費税込)1,404 円/ 1 カ月・㎡ (全室、室内空調費含む) 

（５）対象：デザイン関連事業を行う事業者等 

（６）入居期間：インキュベーション施設のため入居期間 1 年。原則 10 年間まて(゙自動更新) 

（７）選考： 

  ・審査：第 1 次（書類審査）、第 2 次（入居企業審査委員会による審査） 

  ・審査基準： 

    １）応募資格、業務内容 

    ２）経営方針(企業家マインド、自立性)、経営内容 

   ３）アイテア゙の独創性、将来性なと ゙

（８）補助概要：入居時点創業後年数 5年以内の該当中小企業に対し、5 年間、最大 65％の賃料と 30％の共益費を補助（限度額年 300 万円） 

 

《参考 URL》デザインラボ入居企業募集要項 http://www.idcn.jp/design_support/lab-info#info 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施 平成 8 年度 - 
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愛知県 
機関名 株式会社国際デザインセンター 
部署名 事業部 
電話連絡先 ０５２－２６５−２１０４、２１０５ 

事業名 クリエイティブ産業等の情報提供 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

地域のモノづくり産業とクリエイティブ・セクターのネットワークの構築・拡充を目的とした、 クリエイティブ産業振興プロジェクト。モノづくりが

盛んな名古屋圏には多くの地場産業があり、地域の中小企業・地場産業とデザイン事務所やクリエイターをつなぐ機会を提供することで、クリ

エイティブの力を活用した、より価値の高いモノづくり、地域の更なる発展を目指します。 

（１）デザイン事務所ポータルサイト 

デザイン事務所とクライアントを結ぶデータベースサイト。幅広い分野のデザイン事務所の情報を 

掲載し、目的や分野、キーワードなどで検索が可能。 

登録件数：498 社 

《参考 URL》http://www.idcn-db.jp 

（２）LINKS HUB 

ものづくりを主体とするクリエイティブ企業、人材を紹介、モノづくり産業とクリエイティブをつなぐ 

ことを目的に、東海地域のクリエイティブな情報を発信するポータルサイト。 

登録件数：102 社 

《参考 URL》http://idcn.jp/linkshub/ 

（３）LINKS HUB PLUS 

マッチングを希望する企業や事業連携モデルを掲載。クリエイティブ産業の事業活動を営むメーカー、 

クリエイター及び流通業者等の、新たな事業連携の促進を目的として開設し、情報を発信。新たな商 

品開発や販路開拓などを目的とした事業連携に興味を持つ企業を紹介するとともに、すでに事業連 

携を実施した事例についても紹介。 

登録件数：53 社 

《参考 URL》http://idcn.jp/linkshub_plus/ 

※登録件数件数は平成 30年 1 月末現在 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施 - - 
 

愛知県 
機関名 株式会社国際デザインセンター 
部署名 事業部 
電話連絡先 ０５２－２６５−２１０４、２１０５ 

事業名 デザイン振興事業（デザイン交流・人材育成等） 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

（１）ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業への参画 

ユネスコデザイン都市なごや推進事業実行委員会（ユネスコ創造都市ネットワークのデザイン分野に加盟／構成団体：名古屋市ほか）の、国際交

流・デザイン都市ＰＲ、人材育成、デザイン啓発などの事業の推進に協力。 

（２）海外交流 

世界デザイン機構（旧 ICSID）などの海外デザイン機関や国内外のデザインコミュニティーと情報交換を行うなど、デザインによる相互交流を

推進。 

・韓国・漢江メディア高等学校の海外研修受入れ 

（３）デザイン人材育成 

国際デザインセンターの事業運営についての講習、施設の見学等を通じ、研修の機会を提供、人材の育成を図った。 

・名古屋芸術大学、愛知県立芸術大学の学外研修受入れ 

（４）デザイン企画・制作 

自治体や企業などからデザインの企画・制作を受注、デザイナーとクライアントのコーディネート業務を通して推進。 

（５）展示・イベント開催 

当社のコレクションであるアメリカン・アールデコ作品の展示会（主催展）やデザイン団体などとの共催展を開催しデザインの普及啓発に努めた

ほか、地元企業等の展示会に貸出すなど、デザインギャラリーの利用を促進。 

※参照：「IdcN コレクションシリーズ vol.22「LIFE」アメリカ・フォトジャーナリズム誌の誕生」 

（６）講演会・セミナー開催 ・「2017 年度グッドデザイン賞」応募説明会・審査体験ワークショップ 

（７）講師・委員等の派遣 ・名古屋交通開発機構車体利用広告（ラッピングバス）デザイン検討会委員 

（８）情報発信、視察・調査・見学への対応 当社の事業運営、名古屋のデザインなどについての視察、調査への情報提供などに協力。 

《参考 URL》国際デザインセンター http://www.idcn.jp 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施 - - 
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愛知県 
機関名 株式会社国際デザインセンター 
部署名 事業部 
電話連絡先 ０５２－２６５−２１０４、２１０５ 

事業名 IdcN コレクションシリーズ vol.22 「LIFE」アメリカ・フォトジャーナリズム誌の誕生 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

コレクションシリーズ展vol.22では、「LIFE」に焦点をあて、ニューディール政策の一環でもあるダム建設の現場を取り上げた1936年の創刊号か

ら第二次世界大戦開戦前までの、LIFE 誕生期にあたる約 3年間から約 100 冊を公開し、当時のカメラマンが切り取った 1930 年代の社会の動き

や人々の暮らし、雑誌デザインにおけるグラフィックの魅力を紹介。LIFE は、優れた写真を中心に、文章よりも視覚的アプローチから報道内容を

伝える「フォトジャーナリズム誌」のスタイルを作り上げました。本展では、カバーページのテーマ毎に、「政治・経済」、「生活・風俗」、「人物」、「軍

事・戦争」の 4 つのカテゴリーで展示（主なカメラマン：マーガレット・バーク・ホワイト、アルフレッド・アイゼンスタッド、ロバート・キャパ等）。あわせ

て、展示背景として、LIFE が誕生した 1930 年代当時のアメリカ社会を撮影した風景、風俗の記録写真（リプリント）を参考資料として紹介しまし

た。 

会期：平成 29 年 7 月 21 日（金）〜8 月 20 日（日） 

会場：国際デザインセンター・デザインギャラリー 

国際デザインセンターのアメリカン・アール・デコ・コレクション： 

国際デザインセンターは、20 世紀のデザイン史において日本の産業デザイン 

にも大きな影響を与えた、1930 年代アール・デコ期のアメリカのデザイン製品 

約 2,000 点を所蔵。コレクションは、家具から電化製品、食器、雑誌、ポスターま 

で、当時のライフスタイル全般にわたる多様なもので構成されています。大量 

生産時代をむかえたアメリカで流行したこのデザイン様式は、20 世紀の社会 

や産業構造の大転換を示す貴重な資料であり、その遊び心あふれるデザイン 

は今日でも新鮮な魅力を放っています。コレクションシリーズ展では、その中か 

ら、毎回、テーマに沿って作品を紹介しています。 

《参考 URL》IdcN コレクションシリーズ展 http://www.idcn.jp/major_projects#collection 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施 平成 9 年度 - 
 

愛知県 
機関名 名古屋商工会議所 
部署名 企画振興部 企画・政策グループ 
電話連絡先 ０５２－２２３－５７１３ 

事業名 名古屋商工会議所冠講座 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

概  要：県内の大学生を対象としたクリエイティブ人材養成講座 

名古屋市立大学と連携し、第一線で活躍中の１５組の講師（地元のデザイナー・建築家・企業人など主体）を招き、講師の活動状況や

考え方などの講義を通じて、クリエイティブなものの見方・考え方の養成や、学生の起業･就業促進を図る講座。１日３コマ、５日間で

計１５コマの講義を実施。 

受講対象：愛知県内の大学に所属するすべての大学生 

開催時期：平成２９年９月４日（月）～８日（金） 

開催場所：名古屋市立大学 北千種キャンパス 

受講費用：無料（講師の謝金・交通費、資料印刷費等の経費を名古屋商工会議所が名古屋市立大学へ全額寄附） 

受講実績：平成２０年度 １２校１４４名 

平成２１年度 １６校１７７名 

平成２２年度 １７校１９３名 

平成２３年度 １３校１３１名 

平成２４年度 １０校１３５名 

平成２５年度  ９校１４２名 

平成２６年度 １４校１６９名 

平成２７年度 １２校１３６名 

     平成２８年度 １２校１３１名 

     平成２９年度 １１校１４１名 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.nagoya-cci.or.jp/event/eventdisp.php?event_id=1705150001 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成２９年度で事業終了 平成２０年度 ５００千円 
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愛知県 
機関名 岡崎市 
部署名 経済振興部商工労政課 
電話連絡先 0564-23-6212 

事業名 岡崎ビジネスサポートセンター運営事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

【事業概要】 

中小企業・小規模事業者が最も課題とする売上げ拡大に特化し、販路拡大、情報発信、デザイン活用に対するニーズ等に対応するため、個別支

援を重視した無料の相談業務を行う経営相談所「岡崎ビジネスサポートセンター」を運営している。コーディネーターのほかにデザインアドバイ

ザー２名を配置することにより、デザインを活用して事業を進めていきたい事業者・起業者からの相談に対応し、自社及び製品の独自化、高付加

価値化を図っている。 

【運営】 

 岡崎市、岡崎商工会議所 

【開設】 

 平成 25 年 10 月１日 

【体制】 

 センター長１名、副センター長１名、ビジネスコーディネーター４名、ＩＴアドバイザー３名、デザインアドバイザー２名、 

岡﨑信用金庫派遣スタッフ１名、企画広報コーディネーター３名 

【相談日時】 

 週５日（毎週月・火・木・金・土曜日 10：00～16：30） 

【場所】 

 岡崎市図書館交流プラザ・りぶら２階 愛知県岡崎市康生通西４－71 

【実績】 

 相談件数：１年目 1,404 件、２年目 1,959 件、３年目 2,206 件、４年目 2,522 件 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞                        

 http://www.oka-biz.net/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度以降も継続して実施予定 平成 25 年度 60,000 千円 
 

三重県 
機関名 三重県 
部署名 雇用経済部三重県営業本部担当課 
電話連絡先 059-224-2336 

事業名 ブランドプロデュース支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１ 事業目的 

伝統産業や地場産業の中小企業者が、大都市圏等におけるニーズを踏まえた付加価値の高い商品づくりを行うために、デザインを戦略的に活

用し、商品企画から流通までの一貫したブランドプロデュース（ブランディング）を支援することにより、中小企業者の商品開発・販路開拓を推進

し、地域経済の活性化等に寄与することを目的としています。 

 

２ 事業内容 

伝統産業や地場産業（食品を除く工芸品等）の中小企業者等で、すでに三重県外において販売実績があり、大都市圏等への販路開拓を目指し、

付加価値の高い商品づくりを行い、主体的に販路開拓に取り組もうとする事業者を公募し、下記の支援を行います。 

 （１）コーディネーターによるプロデュース支援 

 （２）専門家のアドバイス支援 

 （３）販路開拓サポート 

 

３ 採択件数 

 平成２９年度に採択した事業者は３者。 

 

４ 平成２８年度事業の実施期間 

 採択決定日から平成３０年３月２３日(金)まで 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.pref.mie.lg.jp/CHISHI/HP/p0007500007.htm 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２７年度 ３，３９２千円 
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三重県 
機関名 三重県 
部署名 雇用経済部三重県営業本部担当課 
電話連絡先 059-224-2336 

事業名 三重グッドデザイン（工芸品等）選定制度 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１ 選定の目的 

伝統産業・地場産業や地域資源を活用した商品の中から、伝統的な技術または技法を用いて製造された、デザイン性や機能性に優れ、こだわり

のある革新的な商品（商品価値、消費者視点、ライフスタイルの変化への対応、デザイン、販路開拓・意欲の取組を重視）を選定し、その魅力を県

が情報発信することで、優れた商品開発の機運を高め、地域経済の活性化を推進します。 

 

２ 選定の対象となる商品 

伝統産業・地場産業や地域資源を活用した商品（農林水産物、食品等を除く）のうち、次の条件をすべて満たすものとします。 

また、美術品のような一品ものではなく、量産ができる商品とします。 

（１）伝統的な技術または技法を用いた工芸品や地域に根ざした地場産業の商品。 

（２）デザイン性、機能性など現在のライフスタイルに合った魅力的な商品とするため、こだわりを持って新たに製作・製造した革新的な商品。 

＊地域に根ざした地場産業の商品とは、鋳物業、木製品製造業、水産加工業、貴金属加工業、繊維製品製造業、ゴム製品履物製造業など県

内の歴史、風土、経営資源等による地域性のある産業の商品です。 

 

３ 選定スケジュール 平成３０年２月５日に平成２９年度の選定商品を公表予定です。 

 

４ 参考 平成２８年度三重グッドデザインは、９つの商品を選定しました。 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

 http://www.pref.mie.lg.jp/CHISHI/HP/87520000001.htm 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２６年度 ５６７千円 
 

三重県 
機関名 三重県工業研究所 
部署名 窯業研究室 
電話連絡先 窯業研究室 059-331-2381、窯業研究室伊賀分室 0595-44-1019 

事業名 三重県が共催する産業デザイン振興関連の施策および事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

■陶＆くらしのデザイン展（三重県共催事業） 

全国の公設試験研究機関における様々な開発研究成果の中から、特に陶磁器を中心に、くらしにかかわる製品のデザイン及び製造技術に関す

る情報発信と技術交流を目的として開催される巡回展示会を共催。平成２９年度は、瀬戸展（７月６～１０日）、岐阜展（１０月１４～１８日）を開催。 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

https://unit.aist.go.jp/chubu/conso_1/2017/index.html 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 - - 
 
 

平成 29 年三重県出品作品 

特別展出品作品 

  『現在も売れ続ける過去の出品作品』 

左：『チーズダッカルビの器』 

右：『合成コーディエライト素地の飴釉伊賀鍋』 
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三重県 
機関名 三重県工業研究所 
部署名 窯業研究室 
電話連絡先 窯業研究室 059-331-2381 

事業名 三重県が後援、支援する産業デザイン振興関連の事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

■第３１回 四日市 萬古陶磁器コンペ 2017（開始年度：昭和６１年度） 

  概 要：萬古焼振興を目的とした陶磁器作品の全国公募展 

  主 催：萬古陶磁器振興協同組合連合会 

  後 援：三重県 四日市市 菰野町 四日市商工会議所 他 

  展 示：平成２９年５月１１日～１４日 

  テーマ：「ねこ」 

 

■萬古焼技術者育成事業“やきものたまご創生塾”（開始年度：平成１９年度） 

  概 要：萬古焼技術者育成を目的とした陶磁器研修事業 

  主 催：萬古陶磁器工業協同組合 

  後 援：三重県 四日市市、（財）岡田文化財団 

  期 間：平成２９年７月３日～平成３０年３月 

  場 所：工業研究所窯業研究室 

  研修生：４名 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://banko.or.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 - - 
 

三重県 
機関名 三重県 
部署名 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 
電話連絡先 ０５９－２２４－２２２７ 

事業名 芸術系大学連携事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１ 概  要 

県内の中小企業者等において、商品・サービスの開発等に取組む中でデザイン面での課題が生じた場合、当県が連携協定を締結する芸術系

大学を紹介し、委託契約の締結等による手法をもって課題解決をサポートする。なお、大学への委託等により費用が発生する場合、その費用は

申請者である事業者が負担する。 

 

２ 連携大学 

当県と連携協定を締結する大学は、下記のとおり。 

 ・成安造形大学（滋賀県） 

 ・大阪芸術大学（大阪府） 

 ・京都造形芸術大学（京都府） 

 

３ 実施時期 

 当県への申請は随時受付する。受託の可否については、各大学との調整による。 

 

４ 申請窓口 

 三重県雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

今後も継続して実施予定 平成 21 年度 - 
 
 

中
部
経
済
産
業
局



118



119

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

近畿経済産業局地域 
 
  



120

 

 

福井県 
機関名 公益財団法人ふくい産業支援センター 
部署名 デザイン振興部 
電話連絡先 0778-21-3154 

事業名 福井デザインアカデミー開催事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

1 事業目的 

短期・長期カリキュラムのブランディングや商品開発に関するデザイン人材研修、企業経 

営者向けのセミナーを通じてデザインマネジメントができる実践的な人材の育成を図る。 

 

2 事業内容 

(1) ブランディング&商品開発講座(全 12 回、定員 20 名、受講料:50 千円) 

ブランディング等の手法について、個々の受講者が持つ特性(企業の業種等)に応じた実践 

的な演習を実施。カリキュラムの中で、実際の商品開発やブランディング等、具体的な課題 

を演習課題として取り組む。 

 

(2)デザインセッション(1 回、定員 100 名、無料) 

県内の産地や業界が直面しているテーマを定め、テーマに沿った県内外の企業ブランドや 

商品ブランド等の具体的な事例を展示、紹介し、ブランディングへの関心を高め、実際の取 

組みにつなげる。また、企業経営者層のブランディングへの理解の重要性を訴える。 

 

3 事業主体 公益財団法人ふくい産業支援センター デザイン振興部 

 

<参考 URL > 

http://www.sankan.jp/fmc/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成１１年度 3,713 千円・4,713 千円 
 

福井県 
機関名 公益財団法人ふくい産業支援センター 
部署名 デザイン振興部 
電話連絡先 0778-21-3154 

事業名 産業デザインプロデュース事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

1 事業目的 

消費者ニーズの多様化の中で、商品や販促ツール等へのデザイン活用はもとより、市場ニーズの把握から商品企画、販売までのブランディン

グなど一連のマーケティング活動による商品の差別化、商品力のアップが重要である。そこで、一連の活動をマネジメントできる人材が不足し

ている企業に対して、専門的な指導・助言ができる人材を派遣し、より多くの県内企業のブランディング等の活動を促進する。 

 

2 事業内容 

(1)デザイナー派遣(有料) 

具体的な課題を有する企業に対して、課題に適合した県内専門家を派遣することで、企業 

ブランディング、商品や販促ツール等のデザインについて指導を行う。 

・実施回数 延べ 30 回 

なお、専門家謝金の 1/2 を企業負担とする。 

(2)産地ブランディング支援(無料) 

産地組合、複数企業グループ等に対して、第一線で活躍しているデザイナー等による地場 

産品の産地ブランディングを行うことで、商品企画や販売戦略、デザイン評価指導等を受け 

る。 

・実施回数 延べ 12 回 

 

3 事業主体 公益財団法人ふくい産業支援センター デザイン振興部 

 

<参考 URL > http://www.sankan.jp/fmc/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成１０年度 2,350 千円・2,950 千円 
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福井県 
機関名 公益財団法人ふくい産業支援センター 
部署名 デザイン振興部 
電話連絡先 0778-21-3154 

事業名 国体商品企画トータルサポート事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

1 事業目的 

県内企業から提案のあった新たな商品開発や既存製品の改良のうち、2018 年に開催される福井国体を契機として販路拡大効果が見込ま

れるもの、将来にわたって販売増が見込まれる商品開発を総合的に支援し、県内産業の活性化を図る。 

 

2 事業内容 

(1)商品企画トータルサポート事業 

企業から提案のあった新商品開発の企画について商品化の可能性を選考し、インダストリアルデザイナーなどの専門家による企画のブラッ

シュアップ、マーケティング手法に対するアドバイス等を実施する。 

 

・専門家の派遣 

1 企業あたり 3 回・企業負担金 専門家謝礼(県外:100 千円、県内:40 千円)の 1/2 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成２９年度までで事業終了予定 平成２７年度 1,137 千円・2,067 千円 
 

福井県 
機関名 公益財団法人ふくい産業支援センター 
部署名 デザイン振興部 
電話連絡先 0778-21-3154 

事業名 福井ものづくりキャンパス教室運営事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

1 事業目的 

福井ものづくりキャンパスにおいて、ものづくり産業の振興や人材育成の拠点として活用するために、ものづくり企業関係者、職人、学生など幅

広い層を対象にしたものづくりに役立つ講座・教室を開催するとともに、施設のＰＲを行う。 

 

2 事業内容 

(1)講座・教室の実施運営 

・ものづくりに役立つ講座、デザイン・ものづくりをＰＲするイベント等の実施 

・伝統工芸を活かしたワークショップ・講習会・基礎講座等の実施 

・メディア等を活用した福井ものづくりキャンパスの広報 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２８年度 4,196 千円 
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福井県 
機関名 公益財団法人ふくい産業支援センター 
部署名 デザイン振興部 
電話連絡先 0778-21-3154 

事業名 デザインラウンジ交流事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

1 事業目的 

県内産業のデザイン力および市場への販路開拓力の向上を目的に、産地課題に対応したデザイン講習会の実施や、大都市圏での展示商談

会および、福井ものづくりキャンパス施設等を活用した効果的な展示企画への支援を行う。 

 

2 事業内容 

(1)販路開拓・展示商談会出展等の支援：2 回／年 

(2)企業、団体等が福井ものづくりキャンパス施設等を活用した展示企画への支援：5 件／年 

・対象者：県内企業、産地組合等 

・会 場：多目的フロア、ワークルーム等 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２９年度 839 千円 
 

滋賀県 
機関名 滋賀県 
部署名 商工観光労働部 商工政策課 
電話連絡先 ０７７－５２８－３７１２ 

事業名 滋賀のクリエイティブ産業振興支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１ 事業概要 

クリエイティブ産業の振興と、これとの連携による幅広い産業の高付加価値化を図るため、クリエイターの発掘・展開やネットワーク化の推進の

ための助成等を実施する。 

 

２ 事業内容 

(1) 一般社団法人滋賀クリエイターズ協会により実施する取組（県補助事業） 

・クリエイターのデータベースの制作・運営 

・セミナーの開催 

・クリエイター紹介映像の制作 等 

(2) 補助金 

県内のクリエイターと事業者が連携し、コンテンツやデザインなどを自己の商

品・ 

サービスに取り入れる取組等に対し補助する。 

（1/2 補助、最大 150 千円、2 件／年） 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www. pref.shiga.lg.jp/f/shokokanko/index.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度は事業スキームを変更 平成２５年度 ２，６３６千円（平成３０年度） 
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滋賀県 
機関名 滋賀県 
部署名 商工観光労働部 商工政策課 
電話連絡先 ０７７－５２８－３７１５ 

事業名 クリエイティブ産業活用モデル創出事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

クリエイティブ産業が有する高付加価値化の要素を県内のものづくり企業と融合させることで、より訴求力のある製品のモデル創出を目指す

とともに、雇用の創出を図る。 

 

１ ビジネスマッチング会の開催 

クリエイティブ事業者と製造業者等とのビジネスマッチングによる新たな事業展開の 

創出を促すため、マッチング会を開催。 

 

 

 

２ クリエイティブ産業活用モデル創出補助金（補助率１／２） 

クリエイティブ企業と製造業者との連携により制作される案件（試作品開発・販売促進資材作成等）に係る経費に対して支援（限度額 1,000 千

円）。 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www. pref.shiga.lg.jp/f/shokokanko/index.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成２９年度で事業終了 平成２７年度 ４，９００千円（平成２９年度） 
 

滋賀県 
機関名 滋賀県工業技術総合センター 
部署名 電子システム係 
電話連絡先 ０７７-５５８-１５００ 

事業名 技術相談指導事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

【目的】 

 本県経済の持続的発展のため、技術開発、製品開発および生産活動で発生する種々の技術問題のうち、特に困難な課題を技術相談指導とし

て支援し、企業の技術力・開発力を向上させる。 

 

【デザイン分野の活動】 

●３Dプリンタによるデザイン支援 

 信楽焼でお内裏様とお雛様を商品にするにあたり、原型を３Ｄプリンタで試作した。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 お内裏様の頭部（3DCAD）  3D プリンタによる試作 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.shiga-irc.go.jp/activities/tech_consul/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施 平成２３年度 ３，９４４千円 
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滋賀県 
機関名 滋賀県工業技術総合センター信楽窯業技術試験場 
部署名 陶磁器デザイン係 
電話連絡先 ０７４８−８２−１１５５ 

事業名 窯業技術研究開発事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

【目的】 

県内の陶磁器および窯業技術企業の技術支援、産業振興を目的に実施する。 

【デザイン分野の活動】 

信楽窯業技術試験場は信楽焼業界の活性化のため、過去に実施した屋上緑化・多孔質陶器・透光性陶器等の研究を、坪庭用資材として集約し、

信楽焼業界への普及を進めている。本事業は試験場が蓄積してきた素材と技術を生かした和風モダンな坪庭用資材として、苔の生育に適した

陶器や陶器製飛び石、灌水用陶器、信楽透器製灯篭を開発している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坪庭資材の試作例          坪庭の試作品 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.shiga-irc.go.jp/scri/tou/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施 平成２０年度 ２，７２０千円 
 

京都府 
機関名 京都府中小企業技術センター 
部署名 応用技術課 デザイン担当 
電話連絡先 075-315-8634 

事業名 産業デザイン活用推進事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

■目 的 

企業がより一層の高付加価値化や差別化を図り競争力を高めるためには、デザインを経営資源として捉えた戦略的な活用、つまり経営者によ

るデザインのマネジメントが重要になっている。この事業では中小企業に対し、企業ブランドの確立や新たな商品の開発、新規マーケットの開拓

などに有効な戦略的デザインの導入活用を促す中で、経営者がデザインの本質を理解し経営の中核で活かしていくことを目的とする。 

 

●内 容（平成２９年度） 

１）ものづくり企業とデザインのマッチング「KYOTO DESIGN WORK SHOW 2018」 

ものづくり加工技術を持つ中小企業 180 社＋22 団体が出展する「京都ビジネス交流フェア 2018」の会場の一角にプロダクトデザイン事務所 9

社が出展し、それぞれのデザイン開発事例や、その概要を現物、パネル等を使って紹介するとともに各デザイン会社の担当者がアテンドするこ

とで、ものづくり企業の経営者の方々にデザイナーたちと実際にお話しいただき、距離を縮めていただく催し。 

 

２）経営者のためのデザイン活用ガイダンス 

「KYOTO DESIGN WORK SHOW 2018」の会場で、出展されているものづくり企業の経営者の方々を対象にしたデザインマネジメントのガイダンス

を行なう。「デザイン導入の現場から成功のポイントを聞く」「デザイン活用でよくある失敗」「デザイン賞の受賞が企業を変える」などをテーマ

にしたショートガイダンスを会期中に繰り返し行う。また、グッドデザイン賞やｉＦデザインアワードの応募説明会や勉強会も別途実施。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成１３年度 686 千円 
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京都府 
機関名 京都市 
部署名 産業観光局商工部伝統産業課 
電話連絡先 075-222-3337 

事業名 京もの海外進出支援事業事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１ 事業概要 

 伝統産業をはじめとするものづくり分野において，京都市内の海外市場開拓を目指す中小企業者に対し，海外ニーズを踏まえた新商品の企

画･開発から，バイヤー向け展示商談会の開催や国際見本市への出展，商談のアフターフォローまで支援し，京都ブランドの海外市場販路開拓を

推進する。 

２ 事業内容 

 海外の市場ニーズに合うインテリア用品等の商品を，海外デザイナーとコラボレーションして開発する「Kyoto Contemporary」，海外の建築資

材やインテリア市場に素材を提案する「Kyoto Connection」の２つの事業を実施している。 

（１）Kyoto Contemporary 

 海外アドバイザーの指導のもと，パリ市のインキュベーション施設「アトリエ・ド・パリ」所属のデザイナーとともに，海外の現地ニーズに合った商

品を開発し，パリで開催される国際見本市「メゾン・エ・オブジェ」に出展したり，パリ市内のギャラリー等でテストマーケティングや商談会を実施

する。 

（２）Kyoto Connection 

 京都の伝統技術やものづくり技術が用いられた素材を海外仕様に再開発し， 

主にハイエンドマーケットにクライアントを持つ建築家，インテリアデザイナーな 

どをターゲットとして，パリの国際見本市「メゾン・エ・オブジェ」に出展し，海外販 

路の拡大を図る。 

 「メゾン・エ・オブジェ２０１７」 

   日時：平成２９年１月２０日～１月２４日 

   場所：パリ・ノール国際展示場 

（３）事業実績 商談件数…３９１件（平成２８年度） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成２９年度で事業終了 平成２４年度 平成２９年度 ２９，０００千円 
 

大阪府 
機関名 大阪府産業デザインセンター 
部署名 商工労働部中小企業支援室商業・サービス産業課 
電話連絡先 06-6210-9491 

事業名 DIMO 大阪デザインイノベーション創出コンペティション 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

自社製品や技術等を活用して、新たな高付加価値製品やサービスを開発したい府内中小企業と、それらを活用した新製品・新サービス開発ア

イデアのある、ソリューションを提供できるデザイナー・クリエイターとをマッチングさせることで、中小企業の「デザインイノベーション」を促進

する事業。両者がコラボレーションして新事業展開をめざすとともに、その中から優れたプロジェクトに対し助成金を交付。 

○ 年間数件の採択案件に対し２年間助成。（最終年度の助成期間は 15 ヶ月） 

（助成上限額 各年度 500 万円以内、助成率 助成対象経費の 3 分の 2 に相当する額以内） 

○ 広域支援機関（一般社団法人ＤＣＣ）による高度専門サポート。 

○ クリエイティブ資源と府内中小企業をマッチング段階から支援す 

るため、「大阪デザインイノベーション創出コンペティション」を実施。 

※本事業はおおさか地域創造ファンドの助成事業です。 

 

 

大阪デザインイノベーション創出コンペティション実施結果 

２７年度 ２８年度 

件数 期間 件数 期間 

第１ステージ 中小企業の開発テーマ募集 17 テーマ 2/2～2/27 19 テーマ 12/22～5/20 

第２ステージ クリエイティブ提案募集 34 提案 4/6～6/12 47 提案 3/16～6/30 

第３ステージ マッチング 6 件 6月下旬～7 月中旬 13 件 5月中旬～6月下旬 

第４ステージ 助成金申請 5件 8月下旬～9月上旬 12 件 7 月上旬～8月上旬 

         助成金採択 3 件  10/1 4 件   10/3 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ http://dimo.osaka.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成２９年度で事業終了 平成２６年度 ３２，５００千円 
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大阪府 
機関名 大阪府産業デザインセンター 
部署名 商工労働部中小企業支援室商業・サービス産業課 
電話連絡先 06-6210-9491 

事業名 大阪府デザイン・オープン・カレッジ 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

【概 要】 

中小企業及びデザイン事務所等を対象に、デザイン分野の先端知識や技術、最新動向に関するワークショップやフォーラムを開催し、中小企

業には商品開発にデザインを活用できる人材を、また、デザイン事務所等には社会のニーズに合わせた新たなデザイン活動に対応できる人材

の育成をめざした研修事業を実施。【平成２９年度受講者 延べ２６９名】 

 

（１）デザイン高度化研修 

①伝統は革新の連続 

   グローカルに日本の伝統工芸を世界につなぐ 

②データから消費者の本質を理解する 

   顧客の価値観に基づくコミュニケーションデザイン 

（２）デザイン技法研修 

①非デザイナーにも役立つデザイン思考 

   創造的問題解決の基礎スキルを学ぶ！ 

②円滑なアイデア出しのために… 

   デザイン図解士に学ぶ「思考のクロッキー」 

（３）特別セミナー 

   フォーラム「ブランドのつくりかた  

中小企業のためのブランディングデザイン」 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/oidc/29-0.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 昭和６２年度 ８１３千円 
 

大阪府 
機関名 大阪府産業デザインセンター 
部署名 商工労働部中小企業支援室商業・サービス産業課 
電話連絡先 06-6210-9491 

事業名 デザイン開発相談・指導事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

○事業の趣旨 

中小企業からのデザイン活用に関する総合的な相談・指導体制を整備し、中小企業の商品開発や経営革新にデザインを活用する面から支援す

ることで、経営の高度化を促進する。 

○実施方法 

・相談受付 ： 電話、来所、メール・ホームページ等 

・相談形態 ： 来訪（102件）、出張（221件）、メール･ホームページ（37件）、電話･ＦＡＸ（31件）、マイドームおおさか（162件）【29年 11月末現在】

・支援方法 ： デザイン総合相談（Ｄ-チャレンジ事業）を実施 

・デザインセンターの専門職により、丁寧なヒアリングとアドバイスで相談に対応する。 

・相談内容により、デザインプロセスやブランド開発について解説を行う。 

・デザイン開発着手以前に事業課題がある場合には、専門職によるアドバイスを行い、適切な相談対応可能機関・人の紹介を行う。 

・企業課題が整理された段階で、デザイン事務所の紹介を行う。 

                              

 

 

 

            注）２９年度については、平成２９年１１月末現在の件数 

○平成２５年度より、新たに出張デザイン相談会（月２回、マイドームおおさか等で実施）や出かけるデザイン相談会（商工会議所や金融機関等と

の連携）を実施。 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/oidc/dchallenge.html 

 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

相 談 実 績 

（一般相談・指導件数） 
７５９件 ５８７件 ７９４件 ５５３件 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 昭和６２年度 ８，７４８千円 
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大阪府 
機関名 大阪府産業デザインセンター 
部署名 商工労働部中小企業支援室商業・サービス産業課 
電話連絡先 06-6210-9491 

事業名 デザイン研究指導事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

デザイン開発支援研究 

府内産業界のデザイン課題の解決に資するためにデザインの基礎研究を行い、その手法を中小企業の経営基盤強化や商品開発の促進に役立

てるとともに、得られた成果を Web サイトによる情報発信やセミナー（勉強会）等の開催により、広く産業界に移転する。 

＜開発支援研究事業＞ 

①ビジネスマッチング･ブログの構築・運営に関する研究（H 18 年度～継続） 

ものづくり企業やデザイナーの情報発信支援、また BtoB ビジネスマッチングを目的としたコミュニケーションサイト「ビジネスマッチグブロ

グ（BMB）」のサイト構築・運営に関し、（地独）大阪産業技術研究所と共同で開発研究およびマッチング支援事業を行う。 

○ORIST 技術交流セミナーBMB 第 37 回勉強会「Google 検索の最新動向 2017・Web サイト最適化と情報セキュリティ対策～ユーザーに支持され

るサイトづくりのために～（H29/7/25）参加者 137 名 

○ORIST 技術交流セミナーBMB 第 38 回勉強会「ニューラルネットワーク・機械学習のしくみと産業活用」予定（H29/12/19）定員 40 名 

○BMB マッチング件数：4 件（H2912/18 点・合計 87 件） 

②「こども OS」の活用効果に関する研究（H20 年度～継続） 

キッズデザイン協議会・こども OS 研究会にて、子どもの創造性に学ぶアイデア・デザイン発想法を開発。カード活用したデザイン発想演習を

企業・大学等で実施。アイデア発想プロセスのデータ収集とワークショップ手法の最適化、成果の創出を図る。 

■こども OS ワークショップ      ○京都造形芸術大学特別講義（4/14）40 名 

○大阪市立デザイン教育研究所講義（5/15）30 名 

○産技研技術開発協力会講義（8/8）15 名 

■こども OS ラボ（実践的企業支援） ○産学連携事業アイデア発想ワークショップ（6/30） 

＜参考 URL＞ http://bmb.oidc.jp/ http://pds.oidc.jp http://www.kidsdesign.jp/cat31/20171103_15.html 

■中小企業デザイン開発思考 cognition（11/30～2/14）15 社 

（公財）大阪産業振興機構と連携し、中小企業の商品・サービス開発支援事業を実施。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 昭和６２年度 １，２０５千円 
 

大阪府 
機関名 大阪市 
部署名 経済戦略局立地交流推進部イノベーション担当（事業創出） 
電話連絡先 06-6615-3726 

事業名 大阪デザイン振興プラザ事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

【目的】 

創業間もないデザイナーのインキュベーション及びギャラリー等でのデザインの情報発信等を行い、新たな商品・サービスを生み出すデザイナ

ーの人材育成と企業のデザイン活用促進による競争力強化を図る。 

 

【事業内容】 

デザイナーの支援施設である「大阪デザイン振興プラザ」において、デザイナー向けオフィスを設置し、デザイナーの活動をサポートするとと

もに、デザインビジネスの情報発信及びデザイナー相互の交流促進を図るためギャラリーや多目的ルームを活用して展示会やセミナー・シン

ポジウム等を開催。 

 

≪施設の概要≫ 

 所 在 地：大阪市住之江区南港北２－１－１０ アジア太平洋トレードセンター（ＡＴＣ）ＩＴＭ棟１０階 

 設置主体：大阪市・ＡＴＣ 

 開設年月：平成８年１０月 

 延床面積：２，７４２．２７㎡ 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.osaka-design.co.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施 平成８年度 196,251 千円 ※本市負担分（平成 29 年度）
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大阪府 
機関名 大阪市 
部署名 経済戦略局立地交流推進部イノベーション担当（事業創出） 
電話連絡先 06-6615-3726 

事業名 クリエイティブ産業創出・育成支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

【事業目的】 

クリエイター同士のネットワークづくりを進め、クリエイター、団体、企業とのイベント連携により新たな価値を情報発信するとともに、ものづくり

企業など異業種との協働を促進し、付加価値の高い製品やサービスの創出を目的とする。 

 

【事業内容】 

「クリエイティブネットワークセンター大阪 メビック扇町」において以下の内容を実施。 

・クリエイター同士や異業種企業との協働による高付加価値な製品・サービスの創出につなげるためのビジネスマッチングの開催 

・クリエイター同士や異業種企業とのネットワーク構築、拡大の支援 

・クリエイターが新たな製品・サービス開発など自ら新規事業を生み出すためのプロデュース能力向上講座の開催 

・ＨＰ・ＳＮＳ等の様々な媒体で協働事例やクリエイターの情報を発信 

 

≪施設概要≫ 

 所 在 地：大阪市北区扇町２－１－７ カンテレ扇町スクエア３階 

設置主体：大阪市 

 開設年月：平成１５年５月（平成２３年３月に現施設に移転） 

 延床面積：６４１．５８㎡ 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.mebic.com/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施 平成 15 年度 93,932 千円（平成 29 年度） 
 

大阪府 
機関名 一般財団法人大阪デザインセンター 
部署名 業務部 
電話連絡先 06-6615-5571 

事業名 デザインプロデューサー育成講座 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

（事業趣旨）  デザイナーは、意匠など商品の見た目を整えるだけでなく、問題点の抽出力、解決策の発想力、具現化力、全体を通じての問題

解決力など、プロジェクト全体を大きな視野でとらえることのできるプロデュース力が必須となります。 また、このような思考法は企業経営者

などが企業経営に活かすことのできる非常に有効な手法です。 プロジェクト全体を俯瞰できるデザイナーや、デザイナーの思考法を理解し

てディレクションできる経営者などのようなデザインプロデューサーを育成するため、様々なジャンルに於いて第一線で活躍するデザイナー

や経営者などの方を講師に招き、事例を交えながら、デザイン的思考で問題を解決する方法論を教授してもらう講座です。 

 

日 時  2017 年 10 月 3日(火)～11 月 7 日(火)16:00～18:00 全 6回 

会 場  大阪デザインセンター ＳＥＭＢＡ会議室 

受講料  6 万円 （ＯＤＣ賛助会員 5 万円） 

受講対象 企業の企画担当者、企業経営者、デザイナーなど 

受講生  21 名 

講演者  川添 光代氏 （株）久宝金属製作所 

     小関 隆一氏  ＲＫＤＳ 

     石本 和治氏  1031 ビジネスコンサルティング 

     明上 誠治氏  元（株）シマノ 

     吉田 順年氏  （株）スタジオノイエ 

     上野 祐子氏  （株）上野流通戦略研究所 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

https://www.osakadc.jp/event/2017/0823101010.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 27 年度 1,000 千円 
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大阪府 
機関名 一般財団法人大阪デザインセンター 
部署名 業務部 
電話連絡先 06-6615-5571 

事業名 商品パッケージ企画実習講座 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

（事業趣旨） 

 商品の良さや魅力、ブランドの価値を伝えているのは、まさにパッケージ。実務経験豊富なプロのデザイナーを講師に迎え、消費者に選ばれ

るパッケージづくりに向けて、基礎知識から効果的な展開手法まで、体感的に修得できる講座です。 

 

日 時  2017 年 10 月 18 日(水)～11 月 29 日(水)16:00～19:00  全 7 回 

会 場  大阪デザインセンター ＳＥＭＢＡ会議室 

受講料  6 万円 （ＯＤＣ賛助会員 5 万円） 

受講対象 企業の商品企画・デザイン・販促部門の担当者・管理者、デザイナーなど 

受講生  16 名 

講 師  三河内 英樹氏 （株）イング アソシエイツ ディレクター  

     坂元 雄二氏  （株）スタッフワーク 代表取締役  

     大崎 淳治 氏  大崎事務所 代表  

     奥田 利枝子氏  エルア商標意匠事務所 パートナー／弁理士  

     大力 千津子氏  （株）イング アソシエイツ ディレクター  

     竹内 美江氏  （株）サンデザインアソシエーツ ディレクター  

     北中 正紀氏  （株）こふれ 代表取締役  

     松尾 政明氏  （株）サンデザインアソシエーツ 常務取締役  

      

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

https://www.osakadc.jp/event/2017/0419154444.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 28 年度 1,000 千円 
 
 

大阪府 
機関名 一般財団法人大阪デザインセンター 
部署名 業務部 
電話連絡先 06-6615-5571 

事業名 デザイン・インターンシップ 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

（事業趣旨） 

デザイン人材育成のため、将来デザイナーを志望する学生に就業体験を通して、デザイナーとしての知識や技術の習得はもちろん、社会人

としての職業観の醸成により、より優秀な、意欲のあるデザイン人材を確保することを目的としています。 

企業等の実情や仕事の現場に触れることにより、社会や職業について理解を深め、問題意識が芽生えたり、将来やりたいことの目標設定な

どにより、進路のミスマッチを防ぐ効果が期待できます。 

 

実施対象  デザイン系の学科を専修している学生(専門学校、短大、大学、大学院) 

実施期間  夏休み中 7 月 18 日(火)～9 月 30 日(土)のうち 14 日間 

実施場所  大阪市内・近郊のデザイン事務所 

または 大阪デザイン振興プラザ(南港 ATC ビル内)のデザイン事務所  

実施人数  20 名 （定員 20 名、応募者 98名） 

費  用  無料 （交通費など実習にかかる費用については本人負担） 

受入デザイン事務所  20 箇所  

(有)アスピリン、adoria company、イデア(株)、インフォメーションメディアデザイン(株)、(有)ＣＵＥ design service 、(有)白井デザイン研究

所、 スナダ・デザイン、 ダイトー光芸(株)、(株)タチバナデザイン、 (株)ダンブレイン、 (有)ティーズ、 (株)デザインオフィスバック

ス、デザインオフィスリバティ、トムズデザインファクトリー、(株)ノンブランド、(株)ＮＯＲＴＨ ＬＡＮＤ ＤＥＳＩＧＮＳ．、(株)バロック、 (株)ハーズ

実験デザイン研究所、 (株)ピクデザイン事務所、(株)ロコールジャパン 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

https://www.osakadc.jp/training/internship_h29.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度は実施方法を再検討 平成 14 年度 1,800 千円 
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大阪府 
機関名 一般財団法人大阪デザインセンター 
部署名 事業部 
電話連絡先 06-6615-5571 

事業名 コロナプロジェクト 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

（事業趣旨） 

 日本のデザイン商品を EU の上質市場で販路開拓するためのセミナー、商材クリニック＆ショップ視察です。 

 パリの著名なセレクトショップ「メルシー」の前ブランドプロデューサーのジャン・リュック・コロナ氏により、現地のバイヤー（流通）及びユーザー

（生活者）の特性を理解した上で、日本製品の独自性と強みを活かした商品開発から販売（販路紹介）に至るまでを学び体感します。 

 

テーマ  フランスのセレクトショップに合うブランド戦略、商品づくりノウハウ実践 

日 時  2017 年 9 月 13 日(水)～14 日(木) 各日 10:00-17:00 

開催場所 フランス・パリ市内（現地集合） 

参加費  20 万円（1 人）※ODC 賛助会員は 15 万円 

受講対象 中小企業経営者、商品企画開発責任者、プロデューサー、デザイナー等、一定の意思決定権限を有している方 

参加者  6 社 6 名 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

https://www.osakadc.jp/exchange-meeting/colonnaproject_result.html 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

実施方法を再検討 平成 27 年度 1,000 千円 
 

大阪府 
機関名 一般財団法人大阪デザインセンター 
部署名 事業部 
電話連絡先 06-6615-5571 

事業名 メゾン・エ・オブジェ 2017（プロジェ部門）出展事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

事業内容  

 日本各地の地域産業とチームを組んで、デザイン性の高い、フランスのメゾン・エ・オブジェ（MAISON & OBJET）展示会のプロジェ（PROJETS）

部門に出展して、高級インテリア資材・素材市場に日本の「伝統と革新」をアピールする。 

 

統一テーマ  「 IMAGINATIVE MATERIALS 」 （想像力をかきたてるマテリアル） 

日 時  2017 年 9 月 8日（金）～12 日（火） 

開催場所  パリ郊外の大規模見本市会場（Parc des Expositions Villepinte） 

      全 8 ホールのメゾン会場の中の第 8 ホール（マテリアル専門） 

主催者  （一財）大阪デザインセンター 

参加企業 ７社 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

https://www.osakadc.jp/exchange-meeting/projetsproject.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

未定 平成 29 年度 25,000 千円 
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大阪府 
機関名 一般財団法人大阪デザインセンター 
部署名 業務部 
電話連絡先 06-6615-5571 

事業名 デザインビジネスプロモーションセンターの運営 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

（事業趣旨） 

デザイン導入による中小企業の活性化を促進するため、デザイン相談窓口の設置、デザイン事務所の紹介、専門アドバイザーの派遣・カウンセリ

ングなど、企業とデザイン業界とのビジネスマッチングに引き続き取り組むとともに、マッチングにおける成果事例についても積極的にホーム

ページを活用して情報発信する。 

また、大阪産業創造館や外部機関と積極的に連携を図り、デザイナーとの個別マッチングやイベント出展、情報提供など、より多くの中小企業

のニーズに対応できるよう取り組む。 

 

① デザイン一般相談・利用 

ｈ28 一般相談・利用件数 3,570 件  

    （内訳）ﾃﾞｻﾞｲﾝ一般、ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ紹介、カウンセリング、データベース、その他 

② デザイナー・デザイン事務所の紹介   

    ｈ28 依頼件数 137 社 、紹介件数 129 社  

    （内訳）プロダクトデザイン分野 44、スペースデザイン分野 5、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ分野 88 

③ DPC 専任コーディネーターならびに専門プロデューサーによる個別面談カウンセリング 107 件 

    （内訳）DPC 専任コーディネーター(ODC 職員)対応 100 件／専門プロデューサー対応 7 件 

④ 外部展示会等への出展 

    「 LIVING＆DESIGN2017 」ATC ホール、「 大阪勧業展 」マイドームおおさか 等  

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

https://www.osakadc.jp/designer/index.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 2年度 1,500 千円 
 

大阪府 
機関名 一般財団法人大阪デザインセンター 
部署名 事業部 
電話連絡先 06-6615-5571 

事業名 知財セミナー 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

（事業趣旨）製品のデザインに関する知的財産権を保護し、活用するには？ 

  デザイン分野に特化した知的財産権制度について、３人の知財のプロ（特許庁・企業・デザイナー）に具体的な事例を交えながら、明日から使

える内容を中心にお話しいただきます。知的財産権を侵害されない、しないよう、リスクに備えましょう！ 

テーマ  「知的財産権制度との賢い付き合い方」 

主  催 一般財団法人 大阪デザインセンター 

後  援 （独）工業所有権情報・研修館 他 

協  力 大阪工業大学 知的財産学部 

開催日時 2018 年 1 月 19 日（金）14:00～17:00 

場  所 大阪工業大学梅田キャンパス 

対象者  企業経営者、企業の知財・開発・デザイン関連部署、デザイナー、知財を学ぶ大学生・大学院生 

定  員 36 名  

参 加 費 無料 

内  容 

第 1 部  講 演  「デザインと知的財産」 藤澤 崇彦 氏／特許庁 審査第一部 意匠課 企画調査班長 

第 ２ 部  セミナー1 「当社の知的保護の実際」 岡田 充弘 氏／セキセイ株式会社 特許・デザイン開発 係長 

セミナー2 「デザインの創作と知財」 清水 隆之 氏／RISE.DESIGN 代表 

パネルディスカッション「知財の守り方と活かし方」 

           パネラー  藤澤 崇彦 氏 

            岡田 充弘 氏 

            清水 隆之 氏 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞https://www.osakadc.jp/event/2017/1020164242.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

未定 平成 29 年度 500 千円 
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兵庫県 
機関名 兵庫県 
部署名 産業労働部新産業課 
電話連絡先 078-362-3054 

事業名 ひょうごクリエイティブビジネスプラングランプリ（仮称） 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１．事業目的 

 次世代産業分野等において、従来にない発想やアイデアで、先導的、モデル的な情報・サービス関連産業を展開する中小企業等を顕彰し、県

民をはじめ全国に広く周知することで、企業等の事業拡大、販路開拓等を促進する。 

 

２．実施方法 

 企業からのエントリーにもとづき、審査委員会で兵庫県知事賞、兵庫県産業労働部長賞を決定する。 

 また、公開プレゼンテーションにより、兵庫県知事賞受賞企業の中からグランプリ企業を決定する。あわせて、先進的な事業を展開するクリエ

ーター等による講演会を実施する。 

 

３．募集する事業 

・新しいサービス分野での展開 

 ニッチな分野への進出、専門知識を活かした企業 など 

・新しいマーケットの開拓 

 新しい顧客の掘り起こし など 

・ユニークなブランド・イメージ戦略の展開 

 新しい事業の展開 など 

・ICT の活用による事業展開 

 ネットビジネス展開、業務プロセス転換 など 

 

＜参考 URL＞ https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/hcbgp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２３年度 - 
 

兵庫県 
機関名 神戸市 
部署名 企画調整局政策企画部産学連携課 
電話連絡先 078-322-6570 

事業名 「デザイン都市・神戸」の推進① 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

■クリエイティブディレクターの活用 

 行政のデザインの基礎力を上げ、デザインの力で様々な行政課題を解決するため専門家２名を委嘱。 

■庁舎空間見直しプロジェクト 

 「デザイン都市・神戸」にふさわしい市庁舎空間の検討を行い、平成 29 年 10 月 2 日に市役所の市民ロビーをリニューアルした。 

■こども SOZO プロジェクト 

 こどもを対象にソウゾウ（創造と想像）力を育む場を提供するため、廃材を利用してさまざまなモノを生み出すワークショップを開催してい

る。 

■「BE KOBE」を活用したシビックプライドの醸成 

「BE KOBE」を、神戸市民であることを誇りに思う気持ち、シビックプライドの「メッセージ」として広く発信し、多くの方々が神戸のまちに愛着

と誇りをもってもらえるような事業や活動を行う。 

■雑デザインの雑談会 

 「デザイン」の先駆者を神戸にお呼びして、自身の関わったプロジェクトのエピソードやこだわりを伺うトークイベント。（年７回開催） 

■ユネスコ創造都市ネットワーク連携・交流事業の推進 

 ユネスコ創造都市ネットワークにおけるデザイン分野の他の認定都市とのネットワークを充実させ、「デザイン都市・神戸」の取組みを国内外

へ発信する。 

 ・Detroit City of Design Summit 2017 にて登壇（平成 29 年 9月 8日開催） 

 

 ＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ https://design.city.kobe.lg.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 19 年度 48,574 千円 
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兵庫県 
機関名 神戸市 
部署名 企画調整局政策企画部産学連携課 
電話連絡先 078-322-6570 

事業名 
「デザイン都市・神戸」の推進② 

＜デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)の運営と活用＞ 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

■概要 

「デザイン都市・神戸」のシンボルであり、創造と交流の拠点として、みなとまち神戸の歴史的資源である旧神戸生糸検査所を改修し、平成24年

8月に｢デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）」を開設した。約1,000㎡のホール、ギャラリー、ライブラリ、カフェなどのほか、全37室のオ

フィス入居スペースがあり、ゼミ、セミナー、ワークショップなどさまざまな事業を展開するとともに、人材の交流を行っている。 

 

■指定管理者 

 iop 都市文化創造研究所･ピースリーマネジメント･神戸商工貿易センター共同事業体 

  

■おもな実施事業 

 ・「KOBE デザインの日」記念イベント 

  平成 29 年度：つながる食のデザイン展、平成 28 年度：ちびっこうべ 

 ・＋クリエイティブゼミ（年 6～7 講座開催） 

 ・LIFE IS CREATIVE 展   他 

 

 ＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.kiito.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 22 年度 120,976 千円 
 

兵庫県 
機関名 神戸市 
部署名 経済観光局 経済部 工業課 
電話連絡先 078-322-6698 

事業名 「デザイン都市・神戸」の推進③ ＜ものづくりのデザイン関連事業＞ 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

■デザインのチカラ展（平成 25 年度～） 

 西日本最大級の総合展示会「国際フロンティア産業メッセ」において、「デザイン都市・神戸」として出展し、ものづくりへのデザイン活用を広く

啓発する。(年１回・２日間) 

・すぐれたデザイン製品の展示紹介／デザイン相談／デザイン活用セミナー（両日開催） 

（平成 29 年度）平成 29 年 9月 7 日～8日・協力：公益財団法人日本デザイン振興会 

   https://www.facebook.com/designnochikaraten/ 

■ものデザインコラボ LAB KOBE（平成 27 年度～） 

 新商品の開発や既存商品のリニューアルを目指す中小製造業を対象とした商品開発実践プログラム。参加企業は 1年目にデザイン(=課題解

決)の視点と商品開発の具体的なプロセスを学ぶ講座を受講し、2 年目に試作品を作りながら実際に商品を完成させる。 

 （平成 29 年度） 1 年目企業（講座）平成 29 年 7 月～平成 30 年 2 月（月１回・全 8回） 

2 年目企業（開発）平成 29 年 4月～10 月（月 1 回、全 7 回） 

                 講師：有限会社セメントプロデュースデザイン 代表 金谷 勉 氏 

         https://design.city.kobe.lg.jp/category/project/collabolab-kobe/ 

■企業とクリエイターの交流イベント CROSS（平成 28 年度～） 

 市内中小企業等と、クリエイターやデザイナーがつながるきっかけをつくる交流の場として、若手を中心に様々に活躍するクリエイターやデ

ザイナー、デザイン活用に取り組む企業等をゲストに招いてのトークセッションや、デザイン手法を学ぶワークショップ等を実施する。 

         https://design.city.kobe.lg.jp/project/cross/ 

■工業デザイン相談（平成 17 年度～） 

 神戸芸術工科大学の協力により、工業デザインに関する相談に助言・提案を行う事業を支援する。 

実施者：公益財団法人新産業創造研究機構（NIRO） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

 平成 30 年度も継続して実施予定 平成 19 年度 （経済観光局工業課予算）8,805 千円 
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奈良県 
機関名 奈良県 
部署名 産業・雇用振興部 地域産業課 
電話連絡先 0742-27-8804 

事業名 小規模零細地場産業振興補助事業（デザイン開発事業） 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

＜事業内容＞ 

デザイナーによる商品デザイン企画・開発指導を通じ、高付加価値商品づくりをサポートし、毛皮革・履物・スポーツ用品業界の活性化を図る。 

＜事業実施主体（補助先）＞ 奈良県毛皮革協同組合連合会、奈良県履物協同組合連合会、奈良県スポーツ用品協同組合連合会 

＜講師＞ (協)ジャパンデザインプロデューサーズユニオン会員デザイナー等 

※下記補助予算額は、毛皮革・履物・スポーツ用品業界への補助の総額であり、販路開拓(展示即売会の開催)等、他の事業への補助も含む。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定。 昭和 61 年度 8,370 千円 
 

奈良県 
機関名 奈良県 
部署名 産業・雇用振興部 地域産業課 
電話連絡先 0742-27-8804 

事業名 毛皮革産地と大学等のコラボ事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

＜事業内容＞ 

毛皮革産地である宇陀市菟田野がもつ技術・知識・素材と、上田安子服飾専門学校の学生の斬新な感性によるデザインを組合せ、ファッション

性の高い新たな商品を開発し、奈良県毛皮革産地の活性化を目指す。  

●事業の詳細は奈良県 HP に掲載〈http://www.pref.nara.jp/29239.htm〉 

＜事業実施主体＞奈良県毛皮革協同組合連合会、上田安子服飾専門学校、奈良県 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定。 平成 24 年度 - 
 
 

＜デザイン例＞ 

 下駄のデザイン 

 記念グローブのデザイン 
 毛皮を使ったインテリア   など 

コラボ事業実施フロー 

①産地見学 

学生が菟田野の毛皮革

工場団地を見学します。 

②産地による技術指導

毛皮革産地による技術

指導を実施します。 

③作品制作 

技術指導をもとに、学生

が作品を製作します。 

④作品披露 

宇陀市菟田野でのイベ
ント等で作品を披露しま

す。 新
商
品
の
開
発
へ 
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奈良県 
機関名 奈良県産業振興総合センター 
部署名 創業・経営支援部 商業・サービス産業課 
電話連絡先 0742-31-9084 

事業名 奈良ブランド開発支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

〇事業内容 

 奈良ブランド開発支援事業は、従来型の地域ブランドとは異なり、モノ単体の開発ではなく、生活者からの信頼を得てファンを作っていく企業

の取り組み自体を支援する事業です。地域を越えて多様な業種が参加し、短期的成果よりも顧客と真摯に向き合おうとする社会性の高い参加

者間のネットワークを構築。これを通して個々の事業者のブラッシュアップを図り、自分達の個性を見出した事業者は、松屋銀座、リビングデザイ

ンセンターＯＺＯＮＥ等において個々の世界観を披露する機会を獲得し、顧客とつながる距離をショートカットしています。それらによって個々の

企業のブランド化を図ろうとする取組です。「ヒット商品を目指すのではなく、作り手と使い手の双方が愛着を感じるロングセラーを目指すモノ

づくり」というテーマを各企業が共有し、切磋琢磨しながら、自社ブランド構築に繋がる取組を実施しています。 

 

＜プラットフォーム型活性化モデル＞ 

①ブラッシュアップミーティング 

＝互いにライバルでありながら、協働体です。 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

活動が評価され、本事業が、グッドデザイン賞を 2012 年から３年連続受賞。また、2015 年、日本デザインコ 

ミッティの第 716 回デザインギャラリー1953 企画展として「奈良Ｔ・Ｅ・Ｉ・Ｂ・Ａ・Ｎ動詞のデザイン」を開催。 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイトＵＲＬ＞ http://www.pref.nara.jp/43989.htm 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２１年度 3,614 千円（H29 年度） 
 

奈良県 
機関名 奈良県産業振興総合センター 
部署名 生活・産業技術研究部 機械・計測・エネルギーグループ 
電話連絡先 0742-33-0863 

事業名 中小企業技術支援事業（技術相談・小規模企業巡回支援） 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

○事業内容：県内企業における製品企画から製造技術、品質管理および製品評価に至るまで、幅広く技術的な相談に対応する。また、職員が県

内中小企業の現場に出向いて技術指導・支援を行う。 

 

○利用日時：８：３０から１７：１５（土日祝祭日および年末年始を除く） 

 

○場  所：奈良県産業振興総合センター(デザイン工房)もしくは企業の製造現場 

 

○テーマ（キーワード）：デザイン・人間工学・福祉関連・製品評価・制御技術など 

 

○費  用：無 料 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

 http://www.pref.nara.jp/28599.htm 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 25 年度 - 

②ＴＥＩＢＡＮ 奈良の動詞のデザイン展 
 それぞれの作り手が、会場でお客様
の声を伺い、そこから得られた評価か
ら課題を見いだし、 進化につなげてい
ます。 
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奈良県 
機関名 奈良県産業振興総合センター 
部署名 生活・産業技術研究部 機械・計測・エネルギーグループ 
電話連絡先 0742-33-0863 

事業名 中期研究開発方針推進事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

○事業内容：奈良県では、産業を強化し県民の豊かな暮らしを生み出すため、平成 28 年度から 5 年間に取り組むべき研究開発の方向性を明確

に示した中期研究開発方針を策定している。この方針に基づき、グローバルニッチトップ企業及び新産業の創出と育成を柱とした

研究開発を実施し、その成果を県内企業に積極的に技術移転することにより市場競争力の高い製品の創出を図る。 

 

○期  日：平成 28 年 4 月-平成 33 年 3 月 

 

○場  所：奈良県産業振興総合センター 

 

○テ ー マ：「はだしランニング用ソックスの高機能化に関する研究」 

             健康意識の高まりや趣味の多様化により注目されている「はだし 

ランニング」において使用することが出来る専用ソックスを開発す 

る。また、開発したソックスにおいて、多様なユーザや使用環境に対 

応するための機能や快適性を向上させることにより、幅広いユーザ 

に受け入れられる製品を開発する。 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

（中期研究開発方針） http://www.pref.nara.jp/secure/163353/gizyutudayori166.pdf 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 28 年度 158 千円(国補 79 千円)
 

奈良県 
機関名 奈良県産業振興総合センター 
部署名 生活・産業技術研究部 機械・計測・エネルギーグループ 
電話連絡先 0742-33-0863 

事業名 受託・共同研究推進事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

○事業内容：企業から研究を受託して行う研究（受託研究）および企業と共同で分担して研究課題の解決を図る研究（共同研究）について実施

している。 

 

○期  日：平成 29 年 3月-平成 30年 3 月 

 

○場  所：奈良県産業振興総合センター、受託・共同研究に係る企業 

 

○テ ー マ： 

 （H29 年度のデザイン関連共同研究事例） 

          ・「福祉用具の高機能設計に関する研究」 

            認知症の人や高齢者等の安全や生活に考慮した福祉用具のプロトタイプの設計、実装およびデザイン開発を行う。 

 

      ・「高機能靴下に関する研究」 

            特殊なシーンで使用する靴下や県産の素材、技術を活かした繊維関連製品の開発を行う。 

 

○費  用：企業負担（金額はテーマによる） 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

 （受託・共同研究推進事業）http://www.pref.nara.jp/28573.htm 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 25 年度 - 
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奈良県 
機関名 奈良県産業振興総合センター 
部署名 生活・産業技術研究部 機械・計測・エネルギーグループ 
電話連絡先 0742-33-0863 

事業名 中小企業技術支援事業（研究開発評価運営事業） 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

○事業内容：研究開発の効果的な推進および業界ニーズの的確な対応を図るため、研究開発の評価を行い、承認されたテーマについての研

究開発を実施する。 

 

○期  日：平成 28 年 3 月-平成 30年 3 月 

 

○場  所：奈良県産業振興総合センター 

 

○テ ー マ：「在宅高齢者の健康管理システムに関する研究」 

      在宅高齢者のモニタリングによる、健康の診断、アドバイスなどが行えるシステムの設計およびプロトタイプ開発を行う。 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

  （研究開発評価制度）http://www.pref.nara.jp/28696.htm 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 25 年度 100 千円 
 

奈良県 
機関名 奈良市 
部署名 総合政策部奈良ブランド推進課 
電話連絡先 0742-34-5172 

事業名 奈良市産米 PR のシンボルマークとロゴデザインの募集 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

【事業概要】 

奈良市では天平の昔より、人々の生活を支え続けた稲作が盛んに行われています。平城京跡近辺では古来の水路の名残があり、また主要生

産地である奈良市の東部地域や市街地でも今なお見事な田園地帯が広がっており、人々の手で大切に守られてきた農村文化が息づいていま

す。気候条件においても寒暖差が大きく、清涼な水や空気に恵まれており、うまみが強い品質の高い米が生産されています。 

 しかし、奈良市を訪れる 1400 万人の観光客及び奈良市の 36 万人の市民に対し、必ずしも奈良市産「米」の認知度は高いとは言えない状況

です。そこで、平成 29 年度は、奈良市産「米」が持つ品質の高さ、生産地の魅力を訴求することにより、奈良市産米の消費拡大を図り、農業を含

めた観光経済の活性化に寄与することを目的とし「奈良市産お米の PR事業」を実施しています。 

そこで「奈良市産お米の PR 事業」にて活用する奈良市産米の魅力を、観光客、奈良市民など幅広い方々に PR することができる親しみやす

いシンボルマークとロゴタイプを募集しました。 

【募集期間】平成 29 年 9 月 1 日（金）－9月 30 日（土） 

【応募方法】応募用紙（http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1503902460426/index.html よりダウンロード可）を添えて、作品を JPEG形式、

または PDF 形式にて受付メールアドレス(narajikan@city.nara.lg.jp)に送付いただいた（応募点数は一人 3 点まで。データ 1件につき作品 1点と

します）。データサイズは 3MB 以内、解像度は 300dpi 以上推奨。 

【募集内容】奈良市産米を表現したシンボルマーク（図）と「（例）NARA ALL RICE ACTION」のロゴタイプ（文字）。シンボルマークとロゴタイプは一

緒に使用します。 

【主催】奈良市 

【募集人数】全国各地から 52 件の応募があった。 

【発表】平成 30 年 3月発表（予定） 

【参考 URL】http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1503902460426/index.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 29 年度単年度事業 平成 29 年度 0 円 
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和歌山県 
機関名 和歌山県 
部署名 商工観光労働部企業振興課 
電話連絡先 ０７３－４４１－２７６０ 

事業名 わかやま地場産業ブランド力強化支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

地場産地の技術・経験・ネットワーク等を駆使した新たな新商品・新サービスの事業展開を推し進め、受注型のビジネスモデルから企画・提案型の

ビジネスモデルを目指そうとする地場産地の企業又は企業グループの取組を支援することを目的として、デザイナー等の外部専門家を活用

した新商品・新サービスの開発などによる新たなブランドづくりの取り組みに対し、事業計画の策定から試作品開発・販路開拓まで一貫して、最

大３年間、継続的に支援を実施。 

 

 

■補助率：２／３以内 

■補助上限額（３年計）：企業単体１，０００万円、企業グループ２，０００万円 

■補助対象期間：最長３年間 

 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/061000/jibaburando.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２３年度 ８６,３４６千円 
 

和歌山県 
機関名 和歌山県工業技術センター 
部署名 企画総務部技術企画課 
電話連絡先 073-477-1271 

事業名 デザイン相談事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

○事業内容：商品開発支援の一部として、県内企業からのデザインに関する相談に、客員相談員（県内外のデザイン関係者や弁理士など１５名）

が無料でアドバイスを行う事業。 

      ※客員相談員の謝礼金及び旅費についてのみ県が負担（ただし、予算の範囲内） 

 

○募集方法：随意受付 

以下の電話又はメールで申込みが必要 

ＴＥＬ：０７３－４７７－１２７１（代表） 

E-mail： wintec＠wakayama-kg.jp 

 

○相談場所：原則として、相談があった企業の製造現場等に客員相談員と県職員が訪問し、アドバイスを行う。 

 

○参  考：近年の相談の傾向としては、地域柄食品パッケージデザインの相談案件が多い。 

 

 

                                  

＜参考 URL＞ 

http://www.wakayama-kg.jp 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 14 年度 111 千円 
 
 

デザイン相談時風景 
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鳥取県 
機関名 鳥取県 
部署名 商工労働部産業振興課 
電話連絡先 ０８５７－２６－７６９０ 

事業名 意匠・デザインセミナー 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

  

戦略的知的財産活用推進事業の一環で、県内企業及び県民等の知財リテラシー向上を図ることを目的に、知的財産に関する各種セミナー・イ

ベントを実施しており、デザイン関係では、セミナーを年１回実施。 

 

＜過去の事例＞ 

  テーマ：「魅力的な商品を作るためのデザインを学ぼう！」  

  講師：アッシュコンセプト株式会社 代表取締役 名児耶 秀美（なごや ひでよし）氏 

  期日：平成２９年３月２４日（金） 

  場所：鳥取県立図書館（鳥取市） 

  参加者数：６３名 

   

 

＜平成２９年度＞ 

平成２９年度もセミナーを計画中。年１回開催。 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.pref.tottori.lg.jp/243938.htm 

 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度以降も継続して実施予定 平成１８年度 １１４千円 
 

鳥取県 
機関名 鳥取県 
部署名 商工労働部企業支援課 
電話連絡先 ０８５７－２６－７２４２ 

事業名 経営革新支援事業（経営革新大賞） 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

経営革新計画への新たな取組の推進及び企業への意欲向上を図るため、経営の向上が顕著で他の模範となる企業を「経営革新大賞」として

表彰。この中で、平成２２年度に「企画デザイン賞」を創設し、高いデザイン力を発揮した優秀な企業を表彰。 

 

 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.pref.tottori.lg.jp/99731.htm 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度以降も継続して実施予定 平成１５年度 １,４６４千円 
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島根県 
機関名 島根県 
部署名 商工労働部産業振興課 
電話連絡先 0852-22-6221 

事業名 県内製品デザイン開発支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

デザインに関するセミナーを開催予定 

＜主旨・目的＞ 

・デザインの活用についての意識啓発、デザインを活用する側（製造業者）とデザインを作る側（デザイナー、印刷業者）のコミュニケーションの

重要性を理解してもらうためにセミナーを開催。 

＜主催＞ 

・島根県 

・まつえ農水商工連携事業推進協議会 

・（公財）しまね産業振興財団 

・（一社）島根県発明協会 

＜共催＞ 

・島根県印刷工業組合 

＜参加者＞ 

 県内製造業者、印刷・広告等の事業者、デザイナー、行政・支援機関職員等１００名程度（予定） 

＜内容＞ 

・デザインに関する講演 

・県内デザイナーによる作品・事例発表 

・デザイン支援関連事業紹介 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度に実施予定 平成１８年度 １４６千円 
 

岡山県 
機関名 岡山県 
部署名 産業労働部 産業振興課 
電話連絡先 086-226-7379 

事業名 ものづくり分野へのデザイン導入支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

工業デザインの導入により、県内ものづくり企業の製品の高付加価値化や差別化、ブランド力の向上を促進するとともに、企業とデザイナー双

方の創造性を生かして、本県の優れたものづくり県としてのイメージの浸透を図るため、ものづくりデザイン活用セミナーの開催やデザイナー

によるアドバイス等を実施。 

１ ものづくりデザイン活用セミナー（事業キックオフセミナー） 

(1) 名 称  「デザ in OKAYAMA ものづくり・デザインセミナ－」 

(2) 日 時  平成２９年９月１９日（火）１３：３０～１７：３０ 

(3) 場 所  ピュアリティまきび（岡山市内） 

(4) 内 容 

ア デザイナーによる講演 ・演題 デザイン思考が企業を成長させる 

・講師 (株)ハーズ実験デザイン研究所 代表取締役 村田智明氏 

イ ものづくり企業による事例発表 ①デザインでものづくり中小企業を活性化する４つの秘策 (株)エンジニア  

②回転曲げ疲労試験器－グッドデザイン賞の商品開発－ (株)山本金属製作所 

(5) 参加者  約１１２名 

２ 「デザ in OKAYAMA ステキなＭＯＮＯプロジェクト」 

岡山県内のものづくり中小企業と、優れた課題解決力・提案力を併せ持つデザイナーとをマッチングし、協働してデザインを活用した新商品開

発等に取り組むきっかけづくりを目的とした事業提案コンペティション型のプロジェクト。県内ものづくり企業から要望のあった６件の開発テー

マに対してデザイナーを募集したところ３２組がエントリー。マッチングやデザイン概要案の検討等を進めていく。 

【プロジェクトホームページ】 http://doka-mp.oops.jp/steki-mono 

３ デザインをテーマにしたコンテストの実施「ミクロものづくり岡山作品コンテスト」 

おかやまテクノロジー展（ＯＴＥＸ）２０１８で実施する「ミクロものづくり岡山作品コンテスト」でデザイン部門を新設し、県内ものづくり企業のデザ

インへの関心醸成を図る。デザイン部門には１７社が出展予定。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２９年度 ２，７５８千円 
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広島県 
機関名 広島県 
部署名 商工労働局 イノベーション推進チーム 
電話連絡先 082－513－3355 

事業名 中小企業イノベーション促進支援事業（チーム型支援） 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

多くの支援実績を有する専門家（マーケティング，セールス，ブランディング，デザイン，知的財産戦略，経営戦略・生産管理等）等で構成された支

援チームにより，中小企業の新事業展開等に対し，集中支援を実施する。 

 

実施機関 
広島県中小企業・ベンチャー総合支援センター 

［（公財）ひろしま産業振興機構内］ 

支援対象 売上増や利益率等の向上による成長を目指す県内の中小企業 

事業フロー 

①支援企業の募集のためのセミナーの開催等 

②支援申込みに対し，ナビゲーター（中小企業診断士等）による現状分析・課題抽出 

③支援企業の審査・選定 

④支援チームによる集中支援 

⑤フォローアップ（支援事業の評価） 

支援期間 最長１年間（応募は随時） 

支援企業数 １５社程度（新規支援対象数） 

＜参考 URL＞ 

https://www.hiwave.or.jp/purpose1/development/team/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 24 年度 82,403 千円 
 

広島県 
機関名 広島県 
部署名 商工労働局 イノベーション推進チーム 
電話連絡先 082-513-3366 

事業名 新技術創出支援事業（感性工学を活用したものづくりの活性化） 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

人間のもつ“感性”という新たな価値軸を活用した製品の差別化による高収益構造の実現に向け，人間工学や感性工学を取り入れたものづくり

の推進を目的に，「ひろしま感性イノベーション推進協議会」を設置，運営している。 

 

設立年月日 平成２６年４月２２日 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

会  長 マツダ株式会社 技監 農沢 隆秀 

メンバー 

人間工学・感性工学を活用したものづくりに関心のある企業，大学，試験研究機関，産業

支援機関，行政機関等 

（116 社・41 機関；平成 29 年 11 月現在） 

活動内容 

１人材育成支援 

 感性イノベーション講座（公開講座，実践講座）の開催 

２消費者ニーズ等の収集・分析支援 

 専門家等とのマッチング支援，モニター調査支援 

３地域連携による感性イノベーションの促進 

 感性に関して取り組んでいる各機関による地域連携会議の開催 

 

＜参考 URL＞ 

https://www.h-kansei.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 26 年度 10,478 千円 
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広島県 
機関名 広島県立総合技術研究所 
部署名 西部工業技術センター 生産技術アカデミー 製品設計研究部 
電話連絡先 082-420-0537 

事業名 産業デザインに関する研究開発，支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１ 研究開発 県内製品の高付加価値化，デザイン力向上を目的とした研究開発を実施【県予算研究】 

〇装着型センシングによる歩行診断支援システムの開発（Ｈ28～29）【課題解決研究】 

高齢者のロコモ対策，歩行の質的向上のために簡易に詳細な足運びを計測し,歩行の健全性を評価できるシス 

テムが求められており，歩行診断支援システムを開発する。 

〇人体形状からの迅速デザイン，座標センサ群での形状取得（Ｈ29）【基盤研究】 

人体形状を迅速・手軽に計測してデザインする技術を研究し，ウェアラブル機器や義肢装具の開発に役立てる。 

２ 県行政部門との連携 商工労働局が実施するデザインや福祉分野での事業を支援 

〇ひろしま感性イノベーション推進協議会（Ｈ26～） 

当県に集積する感性・人間工学技術での産業創出活動を支援する。企業研究者等が感性・人間工学技術を研 

修する講座での関連機器紹介や成果事例集作成等を支援している。 

〇医療関連産業クラスター形成事業（Ｈ24～） 

県内企業での医療機器や福祉用具の開発について，デザインや人間工学技術での支援を行う。 

【事例：簡易型呼気圧測定器のデザイン開発支援】ひろしま医療関連産業創出支援事業費補助金を活用した， 

企業と大学による簡易型呼気圧測定器のデザイン開発を支援した(右図参考)。 

３ 技術指導・支援 県内企業からのデザインに関する技術相談や産地振興を支援 

〇中国地域 質感・色感研究会(事務局：(公財)ちゅうごく産業創造センター)へ委員として参画し，中国地域企業 

の人間工学・感性工学を活用した調査，実験，開発を支援（Ｈ24～） 

〇宮島細工のブランド化や新商品開発を支援（Ｈ19～） 

〇ひろしまデザインネットワーク（事務局：（公財）広島市産業振興センター）へ参画し，産学官でのデザイン振興促進を支援 

＜参考 URL＞http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/28/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 - - 
 

広島県 
機関名 広島市 
部署名 経済観光局産業振興部ものづくり支援課 
電話連絡先 082-504-2238 

事業名 デザイン活用促進事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

製造業の競争力を高めていくために、本市の重要な地域資源となっているデザインの活用が有効な手段となっている。 

そこで、製造業のデザイン活用及びデザイン産業の振興を図るため、以下の事業を実施している。 

１．デザイン活用によるブランド構築支援事業 

（１） 事業内容 デザイナーとものづくり中小企業者をマッチングさせ、これらの企業と共に、デザインを活用したブランドを構築していく者に

対し、マーケティング調査、試作品製作や展示会出展等の経費の一部を補助する。 

・補助率：2/3 ・補助金限度額：10,000 千円（1 件/年、最大 3 ヶ年度/件） 

・補助対象経費：ブランド構築及び運営費用（人件費、謝金、旅費、賃借料、マーケティング調査費、資料購入費、通信運搬費、 

消耗品費、雑役務費、産業財産権等取得等費、展示会等出展費、広報費、委託費、原材料費、機器・設備等費、 

設計・デザイン費、外注費など） 

（２） 実施状況 

＜平成 28年度＞ 採択 1件、補助金交付決定額 10,000 千円 

・採択事業者：株式会社ソアラサービス  

・採 択 事 業：広島広域都市圏の「製造業の連携」×「クリエイター」による 

観光客向け新ブランド 「EARTH Hiroshima」の構築  

・マッチング件数：7 件 ・試作開発件数：22 アイテム 

＜平成 29 年度＞平成 28 年度に引き続き、株式会社ソアラサービスを採択。補助金交付決定額 10,000 千円 

２．デザイナーマッチングサイト運営事業 

（１）事業内容 デザイン企業を利用したことのないものづくり企業が、自社製品にふさわしいデザイン企業を探すことができるようにするた

め、広島広域都市圏のデザイナー及びその作品を登録したマッチングサイトの運営に加え、サイトを閲覧した企業からの相談対応やデザイン企

業のコーディネート業務を行う。（（公財）広島市産業振興センター委託事業 P145 参照） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 28 年度 12,175 千円 
 

【デザイン開発を支援した
簡易型呼気圧測定器】 
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広島県 
機関名 公益財団法人広島市産業振興センター 
部署名 技術振興部 デザイン開発室 
電話連絡先 082-242-4170 

事業名 
ひろしまグッドデザイン顕彰事業（広島市からの受託事業） 

「第１５回ひろしまグッドデザイン賞」 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

広島広域都市圏に事業所を有する企業がデザイン開発した商品及びパッケージのうち、デザイン面・機能面で優れたものを「ひろしまグッドデ

ザイン商品」として選定し、これを顕彰することで産業界及び市民のデザインに対する理解と関心を深めるとともに、デザイン関連企業の育成

を図り、企業の販売促進や広島発のデザインのブランド化により産業の振興を図る。 

 

応募期間：平成 29 年 6 月 5 日（月）～7 月 12 日（水）まで 

募集部門：プロダクト部門 パッケージ部門 

応募点数：121 社 160 点 

賞   ：グランプリ   プロダクト部門・・・・1 点 パッケージ部門・・・・1 点 

準グランプリ  プロダクト部門・・・・1 点 パッケージ部門・・・・1 点 

     特別賞・・・・・・・・・・・・・・・・1 点  

     奨励賞・・・・・・・・・・・・・・・・41 点 

表彰式 ：平成 29 年 11 月 9 日（木） 

展示販売：紙屋町地下街シャレオ展示販売会(広島市)：平成 29 年 11 月 9 日(木)～10 日(金)  
・東京インターナショナルギフト・ショー：平成 30 年 2 月 7 日（水）～9 日（金） 

・東京ガールズコレクション：平成 29 年 12 月 9 日（土） 

・広島市中央図書館展示：平成 30 年 2 月 21 日（水）～3月 29 日（木） 

       

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.itc.city.hiroshima.jp/gooddesign/index.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 31 年度実施予定（隔年開催のため） 平成６年度 4,400 千円 
 

広島県 
機関名 

広島市工業技術センター 
（公益財団法人広島市産業振興センター） 

部署名 技術振興部 デザイン開発室 
電話連絡先 082-242-4170  

事業名 技術者研修事業 「デザイン講習会」 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

広島のデザイン関連企業の振興を図るためには、広島のデザイナーや学生のデザイン能力の向上及び専門領域の拡大を図る必要があるもの

の、広島には自己啓発をする機会が都市圏に比べ格段に少ない。 

このため、講習会を実施し高いデザインスキルにより実績を積んだデザイナーによる開発実例や最新のデザイン傾向などを聞く。 

＜平成２９年度＞ 

・テ － マ「地域産業のためにデザインができること」～機能するデザインを開発できる中小企業とデザイナーの関わり方～ 

・講   師 株式会社 STUDIO K 代表取締役 中島秋津子 氏 

・開 催 日 平成 30 年 2 月 23 日（金） 

・開催場所 広島市工業技術センター 3 階研修室 

 

＜平成３０年度＞ 

近年、ＥＣサイトでの販売を希望される企業が年々増えてきた。このため３０年度はシステムエンジニアを通さなくても、デザイナー自身で

ＥＣサイトがつくれるように、その仕組みについて学ぶ。 

・開催回数 １回 

・テ － マ 未定 

・講   師 未定 

・開 催 日 平成 31 年度 2 月予定 

・開催場所 広島市工業技術センター 3 階研修室 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.itc.city.hiroshima.jp 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 15 年度 78 千円 
 

（開催会場風景）
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広島県 
機関名 公益財団法人広島市産業振興センター 
部署名 技術振興部 デザイン開発室 
電話連絡先 082-242-4170 

事業名 
デザイナーマッチングサイト運営事業（広島市からの受託事業） 

「と、つくる」 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

デザイナーマッチングサイト「と、つくる」は広島広域都市圏域（以下「圏域」という。）のデザイナーを紹介するサイトである。このサイトを通じ

て中小企業等への指導・相談、コーディネートを行うことにより、中小企業等が自社製品に相応しいデザイン企業を探すことを可能にし、デザイ

ン人材の活躍の場の創出等によるデザイン産業の振興並びにデザイン企業と中小企業の協業の促進による圏域内企業の競争力強化を図る。

平成２８年度にサイトを構築し、運用を開始した。プロダクト、グラフィック、ウェブ、映像の４分野のデザイン事業者を紹介している。 

 現在掲載している登録デザイン事業者数は 60 組。デザイン事業者を実際に取材し記事にまとめ、発注した企業経営者のインタビューも併せ

て掲載し、デザイナーとの協業経験に乏しい中小企業の経営者や商品開発担当者が見ても理解しやすい内容にしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

 https://totsukuru.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度以降も継続して実施予定。 平成 28 年度 2,175 千円 
 

広島県 
機関名 公益財団法人広島市産業振興センター 
部署名 技術振興部 デザイン開発室 
電話連絡先 082-242-4170  

事業名 
デザインネットワーク推進事業（広島市からの受託事業） 

「ひろしまデザインネットワーク」 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

広島広域都市圏内のデザイン教育機関及びデザイン関連業界、企業、行政が適切な役割分担のもとに連携を図りながら、デザインネットワーク

の構築とデザイン振興拠点機能の強化を図ることを目的として「ひろしまデザインネットワーク」を運営する。 

 

・会員数 ３３名（デザイン教育機関６、デザイン関連業界７、企業６、行政機関１４） 

・実施回数 4 回（会議３回、勉強会１回） 

 １ 会議 年間３回 第１回 平成２９年４月２７日（木） 参加者２８名 

           第２回 平成３０年１月２４日（水） 参加者１４名 

           第３回 平成３０年３月２８日（水） 参加者１１名  

 ２ 勉強会 

   日時  平成２９年９月２２日（金）13:00～17:00 

講師  土井 一秀 

土井一秀建築設計事務所 主宰 

近畿大学工学部建築学科准教授    

            参加者 ４６名 

開催場所 広島市工業技術センター 研修室  

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

 http://www.itc.city.hiroshima.jp 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 22 年度 91 千円 
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広島県 
機関名 

広島市工業技術センター 
（公益財団法人広島市産業振興センター） 

部署名 技術振興部 デザイン開発室 
電話連絡先 082-242-4170 

事業名 技術研究会事業 「新商品デザイン開発研究会」 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

1 目的   企業の商品開発に対する意識転換を図るとともに、デザイナーに対して製造業と協業する機会と実際の商品化の過程を経験す

る機会を提供し、表面的な見た目だけのデザインではなく、製造やコスト、素材や加工技術を学べるようにする。また、学校にとって

は人材育成の一助とする。今年度の研究会では、いい店ひろしまの冊子の表紙デザインを題材に、グラフィックデザインの基礎知識

を学ぶ機会を研究会形式で生徒に提供することによる人材育成に取り組む。 

２ テーマ   デザイン開発に関する人材育成 

３ 開催日時  全６回（セミナー１回、研究会５回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 開催場所  広島市立広島商業高等学校 

５ 会員    高校 1 校          ＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ http://www.itc.city.hiroshima.jp 

 日 時 内  容 講   師 

セミナー 
10 月 19 日（木） 

10:00～12:00 
セミナー 
「グラフィックデザインにおける基礎知識」 

地域デザイン研究所 
デザイナー 中原 博子氏 

第 1 回 
10 月 24 日（火） 

9：00～11：00 
ワークショップ 表紙デザイン制作 1 
コンセプトの作成 

 
 

第 2 回 
10 月 31 日（火） 

9：00～11：00 
ワークショップ 表紙デザイン制作 2 
ラフデザイン 

 
 

第 3回 
11 月 14 日（火） 

9：00～11：00 
ワークショップ 表紙デザイン制作 3 
イラストレーターにおけるデザイン作成 

 

第 4回 
11 月 16 日（木） 

10：00～12：00 
ワークショップ 表紙デザイン制作 4 
デザイン修正 デザイン選定 

地域デザイン研究所 
デザイナー 中原 博子氏 

第 5回 
1 月 11 日（木） 

10：00～12：00 
ワークショップ 表紙デザイン制作 5 
デザインのブラッシュアップ 

地域デザイン研究所 
デザイナー 中原 博子氏 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も引き続き実施予定 平成 27 年度 314 千円 
 

広島県 
機関名 

広島市工業技術センター 
（公益財団法人広島市産業振興センター） 

部署名 技術振興部 デザイン開発室 
電話連絡先 082-242-4170 

事業名 技術者研修事業 「商品企画・開発講習会」 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

地場の中小企業は、製品の高付加価値化や自社製品の開発、販路拡大など、市場での競争力の強化が求められている。しかし、自社の特徴

的な技術などを生かしきれているところは少なく、時代の変化に対応した商品開発が中小企業の課題となっている。その手法として、デザイン

の活用が注目されており、全国的にもデザインを活用した商品開発の取組が進められている。 

この講習会では中小企業と協業経験が豊富なデザイナーを講師に招へいし、商品開発の一連の流れ（リサーチ・商品企画・デザイン・販売促

進など）におけるデザイン活用の事例を紹介していただいて、これからの時代に対応した商品開発について学習する。 

対象：商品開発に携わる中小企業経営者・商品企画担当者 回数：年一回 

＜平成２８年度＞ 

・目  的 新しい視点による企画立案のポイントを学習する 

・テ － マ 「経験価値でユーザーの心をつかむ商品企画」 

・講   師 株式会社グラグリッド 取締役 三澤直加 氏 

・開 催 日 平成 28 年 11 月 9 日（水）  

・開催場所  広島市工業技術センター 3 階研修室 

＜平成２９年度＞ 

・目  的 商品開発におけるデザインの重要性を学習する 

・テ － マ 「支える・作る・売る」地場のものづくりにおけるデザインの役割 

・講   師 合同会社ツギ 代表社員 新山直広 氏 

・開 催 日 平成 30 年 1 月 26 日（金）  

・開催場所  広島市工業技術センター 3 階研修室 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ http://www.itc.city.hiroshima.jp 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 20 年度 78 千円 
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広島県 
機関名 福山市 
部署名 経済部 産業振興課 
電話連絡先 084－928-1039 

事業名 地域資源活用支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

◆事業内容：地場産業の活性化と福山市のブランド力向上に寄与することを目的とし，市内の中小企業者で構成するグループや中小企業団体

が実施する様々な地域資源を活用した新たな地域ブランド品や，福山琴・備後絣等をはじめとする地域の特産品に関する育成事業に対し，市が

その経費の一部を補助する。 

◆補助対象事業 

地域ブランド品の企画開発販路開拓・人材育成 

◆補助対象事業費 

企画開発事業費（原材料費，外注加工費，庁費（会場借上げ料，消耗品費），展示会等旅費，講師謝金等 

◆補助金額 

補助対象経費×1/2 以内（30 万円限度） 

ただし，以下のいずれかに該当する事業については，2/3 以内 

・地域団体商標に登録されている地域ブランドを活用する事業 

・福山ブランド認定・登録制度において現に認定されている素材又は技術を主として用いる事業 

・デザインに係る業務を行うものと契約を結び，企画・開発を行う事業 

◆補助件数 

５件程度 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 20 年度 1,500 千円 
 

広島県 
機関名 東広島市 
部署名 産業部産業振興課新産業創造センター（コラボスクエア） 
電話連絡先 082-493－8181 

事業名 研究会事業（デザイン研究会セミナー） 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

中小企業の経営者や商品企画の担当者、これから自社商品を開発しようとしている中小企業の担当者などを対象に商品・サービスの魅力を更

にアップさせるための具体的な手法や考え方を学んでもらうためにデザイン研究会セミナーを開催している。 

 

＜平成２９年度の実績＞ 

（１）第１回 

・テ ー マ ：「広島大学とつくるデザイン」 

・講 師 ：広島大学 大学院教育学研究科 准教授 八木 健太郎 氏 

・期 日 ：平成２９年８月２２日 

・場 所 ：賀茂泉館 ４階 泉ホール （東広島市西条本町１２－５） 

・実 施 団 体 ：東広島市、東広島市産学金官連携推進協議会 

・参 加 人 数 ：１９名 

 

（２）第２回 

・テ ー マ ：「自動車のカラートレンド２０１８ ５０年間の色彩トレンド分析（国内編）」 

・講 師 ：色彩生活コーポレーション株式会社 代表取締役 柏尾 浩一郎 氏 

・期 日 ：平成３０年２月２７日 

・場 所 ：ホテル ヴァン・コーネル ４階 会議室 （東広島市岡町１０－２０） 

・実 施 団 体 ：東広島市、東広島市産学金官連携推進協議会 

 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２３年度 ２２千円 
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広島県 
機関名 東広島市 
部署名 産業部産業振興課新産業創造センター（コラボスクエア） 
電話連絡先 082-493－8181 

事業名 ものづくり新事業展開支援事業（パッケージデザイン開発支援事業） 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

市内の中小企業が新たな事業展開に向けて行う、パッケージデザインの開発・改良について、補助金の交付を行う。 

 

 ○対象事業者 

（１）中小企業基本法に定める中小企業者 

（２）中小企業等協同組合法に定める中小企業等協同組合 

（３）（１）、（２）により組織されたグループ 

 ○補助対象事業 

自社商品の商品力向上及び販路拡大を図ることを目的として行う、パッケージデザインの開発・改良に関する事業 

 ○補助対象経費 デザイン企画開発費、デザイン購入費、専門家謝金 

 ○補助率 １/２  

 ○補助限度額 ２０万円 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２９年度 ６００千円 
 

山口県 
機関名 地方独立行政法人山口県産業技術センター 
部署名 企業支援部デザイングループ 
電話連絡先 0836-53-5050 

事業名 研究開発事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

県内企業の技術力向上に役立つよう、技術の改善、新製品の開発等の実用化研究を主体とした研究開発を行っている。そのうち３テーマを例

示しているが、このほか、技術的課題解決や新製品開発のための企業支援活動を行っている。 

（１）県内企業の魅力ある製品づくりのための企画開発 

【研究期間】平成２９年度～３０年度 

【研究概要】県内企業における新製品開発や既存製品改善の案件を対象とし、対象テーマに合わせて製品開発チームをつくり、企業と共同で製

品企画段階から試作まで取り組むことにより、より魅力ある製品づくりを行う。また、当センターの保有技術や研究成果も取り組みの対象に含

め、企業へ提案できる魅力ある製品づくりを行う。 

（２）商品企画における新規市場創造の手法の評価 

【研究期間】平成２９年度～３０年度 

【研究概要】県内の協力事業者とグループワークを中心とした商品企画プロジェクトを実施し、その中で 

研究として新規市場開拓のためのユーザー調査の手法の検討と評価を行う。 

（３）３D ものづくり技術による高度な調査研究と実用的な活用事例研究 

【研究期間】平成２９年度～３０年度 

【研究会活動】３Dものづくり研究会活動の詳細な活動報告および会員同士の情報交換の場として、金属３Dプリンター、樹脂系３Dプリンター、３D

ものづくり手法について、各テーマ毎の分科会を開催する。 

【事例研究】①金属３Dプリンターの高度な活用事例研究、 

②樹脂系３Dプリンターの高度な活用事例研究、 

③３D ものづくり手法の調査・研究 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ http://www.iti-yamaguchi.or.jp    

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

来年度も継続実施 - - 
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山口県 
機関名 地方独立行政法人山口県産業技術センター 
部署名 企業支援部デザイングループ 
電話連絡先 0836-53-5050 

事業名 企業支援活動 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

（１）開放機器 

山口県産業技術センターに設置されている試験研究機器（デザイングループ所管１９基）を、企業に使用開放している。 

■平成２８年度実績：１４０件（デザイングループ所管機器） 

■平成２９年度新規導入機器（デザイングループ所管） 

・レーザー加工機（speedy-100） 

 

（２）依頼試験 

開放機器使用による試験や試作等を職員が行う内容の依頼にはオーダーメイド試験で対応し、その結果の報告書を発行している。 

■平成２８年度実績：オーダーメイド試験９件 

 

（３）機器活用技術研修 

 開放機器の操作方法や活用技術などの習得を目的とし、企業技術者に対して研修を行っている。 

■平成２８年度実施実績：１件 

■真空注型システム活用セミナーを開催した。（参加者：５名） 

 

（４）受託研究、共同研究 

 企業での製品開発に関する技術的課題を研究として受託し、その結果の報告書を発行している。 

■平成２８年度実施実績：１件 

    

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

来年度も継続実施 - - 
 

山口県 
機関名 山口県 
部署名 商工労働部商政課 
電話連絡先 083-933-3117 

事業名 情報サービス産業支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

情報サービス産業において、フリーランス等の事業者の連携を強化し、共同受注体制等の地域連携モデルを構築することにより、新たなビジネ

スの創出・拡大を促進する。 

 

１ 情報サービス産業支援アドバイザーによる支援 

 ▽専門的知見や人脈を持ったアドバイザーによるコーディネートや 

ネットワークの構築支援 

  （平成 28 年度～） 

２名（デザイン／コンテンツ、IoT 推進） 

 

 

２ 情報サービス産業関連セミナー等の開催 

 ▽ＩＣＴ利活用等をテーマとするセミナー等の開催 

  （平成 29 年度） 

  Ｗｅｂデザインセミナー・ワークショップ（平成 30年 2 月） 

第１回：セミナー形式で「Ｗｅｂデザイン」をテーマに講演。 

第２回：事前に身近なコンテンツをテーマにＷｅｂデザインを作成して、作成したもの 

をもとに、講師と一緒にデザインを磨くワークショップを実施。 

  ※その他、フリーランスの方等のスキルアップや連携を強化し、新たなビジネスの創出・ 

拡大を促進するためのワークショップや情報セキュリティ対策のセミナーを実施 

 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額

平成３０年度は、後継事業（産業人材創造事業）で実施予定。 平成２８年度 6,000 千円 
 

情報サービス産業⽀援アドバイザー
●専⾨的知⾒やネットワークを活⽤

した⽀援やコーディネート 
・ﾃﾞｻﾞｲﾝ/ｺﾝﾃﾝﾂ   ・IoT 推進 

●ﾃﾞｻﾞｲﾝ/
  設計環境
●Web 会議
  システム

関連セミナー開催 
●ICT 利活⽤ 
●IoT/AI 
●ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ 
●クラウド 等 

情報サービス産業の創出（創業）・育成

製造業や他のサービス産業分野との連携
/社会実証によるビジネスの創出・拡⼤ 
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山口県 
機関名 下関市 
部署名 産業振興部産業振興課 
電話連絡先 083-232-7214 

事業名 地域資源活用促進プロモーション等業務に係る商品開発・販売力アップセミナー 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

事業目的：本市の商品の高付加価値化に貢献するデザイン等の提案やデザイン力強化に資することを目的としてセミナーを開催 

 

名  称：商品開発・販売力アップセミナー 

 

講  師：ぐるなび大学 小泉 佐織 ／ 株式会社パイロットフィッシュ 代表取締役 五日市 知香 

 

実 施 日：２０１７年１０月４日 

 

場   所：下関市役所本庁舎 会議室 

 

参加人数：３０人 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

未定 平成２９年度 - 
 

中国経済産業局 
機関名 中国経済産業局 
部署名 産業部流通・サービス産業課 
電話連絡先 ０８２－２２４－５６５５ 

事業名 暮らしにいいモノプロジェクト 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

“カワイイ”の感性を、高い品質を誇る日本の伝統的工芸品・工業製品の“いいモノ”に取り入れた「カワいいモノ」を 

メーカーとクリエイターが思考・発信する“カワいいモノ研究会”（西日本エリア対象）を平成２６年度から平成２８年 

度まで実施してきたところ。 

３年間の成果を踏まえ、カワイイ以外の感性にも対象範囲を広げたうえで、普段の生活に彩や楽しさ、快適さを添え 

るプラスアルファな“暮らしにいいモノ”を開発する“暮らしにいいモノプロジェクト”を平成２９年度より開始。 

企業における商品開発支援やデザイン・ブランドの権利化支援、試作評価、展示会出展による販路開拓など、 開発 

から流通までのプロセスを一貫してバックアップし、平成２９年度より BEAMS を新アドバイザーに加えて商品力・ブラ 

ンド力を高め、市場化を図る。 

 

■商品開発検討会の開催（広島にて年３回） 

   約１５社程度のプロジェクト参加企業及び参加クリエイターによる既存商品や試作品の提案・発表。 

BEAMS・研究者・弁理士等によるアドバイス。 

 

  ■モニター調査、グループインタビュー 

   試作品を一般消費者目線で評価（かわいさ・楽しさ・価格等）して、事業者にフィードバック。 

       

  ■東京インターナショナルギフトショー出展 

   完成した商品を２月のギフトショーに出展。 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ http://www.chugoku.meti.go.jp/kawaii/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度は未定。 平成 29 年度 - 
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徳島県 
機関名 徳島県 
部署名 商工労働観光部企業支援課 
電話連絡先 088-621-2147 

事業名 とくしまデザインプロジェクト事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１ とくしまデザイン会議 

 産学官（クリエイター、経済団体、大学、企業、金融機関、ＮＰＯ、自治体）のメンバーで構成した会議を設置し、クリエイティブな力の活用により

本県ブランドを確立する様々な取組を行う。 ◇事業実績 開催日：平成２９年１月２７日 場所：徳島県庁 メンバー：２３名 

２ とくしまデザインフォーラム 

 県民や県内企業に対して、デザインへの意識高揚を狙って、県内外で活躍中の企業や 

クリエイターを講師に迎え、基調講演やパネルディスカッションを開催する。 

 ◇事業実績 開催日：平成２９年２月１９日 

       場所：エミール カルチャー＆マルチスペース 

       講演：ｇｒａｆ代表 服部滋樹 

       パネルディスカッション：県内クリエイター、県内企業 

３ 一緒にリブランディング講座 

 自社の広報やブランディングに悩む企業と、デザイナー・コピーライター・カメラマンな 

どのクリエイターが一緒になって、デザイン思考の手法を意識しながら商品やサービスの 

リブランディングを考え、課題解決の糸口を見つけ、それに向けたプランや試作品を作成する。 

 ◇事業実績 開催日：平成２８年１２月～平成２９年１月（４回） 

       場所：エミール カルチャー＆マルチスペース 

       参加企業：５社 参加クリエイター：５名 

４ アワクリエイターデータベース 

 徳島県で活躍するクリエイターを紹介するＨＰを制作。 

企業とクリエイターのマッチングを目指す。 

◇事業実績 http://awa-creators.net/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２５年度 ６,000 千円 
 

香川県 
機関名 公益財団法人かがわ産業支援財団 
部署名 総務部ファンド事業推進課 
電話連絡先 ０８７－８６８－９９０３ 

事業名 新かがわ中小企業応援ファンド等事業（地場産業・地域資源活用支援事業） 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

 県内中小企業者又は地場産業関係組合等が実施する地場産品等又は地域資源を活用した新製品やデザインの開発、情報発信等の取組を

支援する。 

 

○対象事業者  ①県内に主たる事業所を有する中小企業者 

②地場産業関係組合等 

○対 象 事 業  地場産品等又は地域資源を活用した①から④のいずれかに該当するもの 

①製品の開発(開発後の商品化が見込まれるもの) 

②地場産品等又は地域資源を利用した既存製品[既に販売されている製品（改良前に地場産品等又は地域資源を利用して

いないものを含む。）]を利用した高品質化又は高性能化等の改良で、開発後に売上の増加が見込まれるもの 

③ブランド確立するために行う商品開発又はデザイン開発及びそれに付随するもの 

④地場産業関係組合等にあっては、産地ブランドの創造とその情報発信及びそれに付随するものに係るもの 

 ○助 成 額  50 万円以上 300 万円以下 

 ○助 成 率  2/3 以内 

 ○助 成 期 間  当初の交付決定日から平成３２年３月３１日までとなります。（年度毎の交付決定で最長２年） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度から実施予定 平成３０年度 15,000 千円 
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愛媛県 
機関名 愛媛県産業技術研究所 繊維産業技術センター 
部署名 技術支援室 
電話連絡先 0898-22-0021 

事業名 研究開発と技術支援 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１ 研究開発  

研究課題名：タオル製品デザイン企画手法開発研究 

研究内容  ：基布部分の高密度化を図り、アパレル用生地を開発する。また、装飾性に優れたアウターウェアのデザイン企画と 

試作開発を行う。 

２ 技術支援  

技術相談やワークショップ（ＷＳ）の開催 

【技術相談】 

事業内容：県内繊維関連企業のデザイン企画に関する相談対応 

利用時間：８：３０～１７：１５ ※土日祝日及び年末年始は除く 

場  所：愛媛県産業技術研究所繊維産業議技術センター及び相談企業 

【ワークショップ（ＷＳ）】 

ＷＳ名 ：商品撮影ワークショップ 

ＷＳ内容：カメラの基礎知識を学び、繊維製品等の商品撮影が自社で行えるようにする。 

実施期間：平成２９年１１月～平成３０年３月 

実施回数：全１０回 ※1 ヶ月２回程度 

３ その他 

 巡回デザイン展の開催 

事業内容：産業技術連携推進会議分科会デザイン研究会参加機関の作品展示 

開催場所：一般財団法人地場産業振興センター 

   開催期間：平成２９年１０月１４日～１５日 

＜参考 URL＞http://www.pref.ehime.jp/h30105/sangiken/index.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

研究開発に関しては、平成２９年度で事業終了 平成２８年度 1,800 千円 
 

愛媛県 
機関名 公益財団法人えひめ産業振興財団 
部署名 産業振興部産業振興課 
電話連絡先 089-960-1201 

事業名 ビジネスデザイン助成事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

事業概要 

愛媛県内に所在する中小企業者等及び、愛媛県内に所在する中小企業者のグループを対象に新たにデザイナー等と連携、協働によって取り

組むブランディングや商品開発、PR ツール開発等に係る経費の一部を助成する事業です。 

 

助成対象経費の１／２以内 

助成対象限度額１５０万円 

 助成対象期間１年間 

平成２９年度採択件数 ３件（応募１１件） 

＜参考 URL＞ 

http://www.ehime-iinet.or.jp/zaidan/fund2/design/bosyu.pdf 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２１年度 ３，８２６千円 
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高知県 
機関名 公益財団法人高知県産業振興センター 
部署名 経営支援部 経営支援課 
電話連絡先 088-845-6600 

事業名 こうち産業振興基金事業 （経営革新等支援事業） 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１）事業概要 

県内の中小企業者等の新分野への進出や新技術及び試作、改良、デザイン等の改善による新製品の開発、販路拡大などによる事業戦略や経

営革新計画の実現化に向けた取り組みを支援する。 

 

２）補助額・率 上限 200 万／年 １／２以内 

 

３）URL： http://www.joho-kochi.or.jp/center/kochisangyokikin.php 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度から実施予定 平成３０年度 未定 
 

高知県 
機関名 公益財団法人高知県産業振興センター 
部署名 経営支援部産業育成支援課 
電話連絡先 088-845-6600 

事業名 こうち農商工連携基金事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１）事業概要 

農林水産資源を活用した、より付加価値の高い競争力のある製品作りやブランド化、商品デザイン、パッケージデザインの改善による製品改良

等の取り組みを支援する。 

 

２）補助額・率  

①農商工連携事業化支援事業 上限 500 万／年 2/3 以内 

②農商工連携新商品等開発推進事業 上限 1000 万／年 2/3 以内 

③農商工連携販路拡大等支援事業 上限 200 万／年 2/3 以内 

 

３）URL：http://www.joho-kochi.or.jp/php/noshoko.php 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度で事業終了 平成 20 年度 未定 
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四国経済産業局 
機関名 四国経済産業局 
部署名 産業部 商業・流通・サービス産業課 
電話連絡先 087-811-8524 

事業名 平成２９年度デザインを活用した商品づくりの成果普及事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

四国地域産品の高付加価値化・ブランド化を推進するため、事業者とデザイナーとのマッチングを行い、一貫したサポートにより、デザインを

活用した商品づくりを行う。完成商品は、「東京インターナショナルギフトショー」に出展し、テストマーケティング調査を通じた販路開拓も行う。

また、四国全体のデザイン活用環境の充実と、知的財産権の普及促進を図ることを目的として、「デザイン活用講座」及び「四国デザインサミッ

ト」を開催する。 

 

１．デザインを活用した商品づくり（Ｈ２９．６～） 

四国地域から自社商品にデザインを取り入れたい事業者を募集し、四国地域で活躍しているデザイナー、コピーライターと、サポート役とな

る総合的なプロデューサーでプロジェクトチームを組み、４回以上の商品開発会議により、Ｈ２９.１２末までに商品を完成させる。 

※平成２９年度は３件のプロジェクトチームで商品づくりを実施。  

  

２．デザイン活用講座（第 1 回：Ｈ２９.６．１９ 第 2 回：Ｈ２９.１２．１３） 

デザインの使い手（事業者）、作り手（デザイナー）、支援機関向けに、知的財産権やデザイン 

思考、商品づくりに必要な考え方等が理解できる講座を実施する。 

 

３．テストマーケティング（Ｈ３０．１．３１～） 

東京インターナショナル・ギフトショー春 2018ＬＩＦＥ＆ＤＥＳＩＧＮに出展し、販路開拓につなげる。 

 

４．四国デザインサミット（Ｈ３０．３．４） 

デザインを活用した地域の活性化を行っているデザイナーからの基調講演や、デザインを活 

用した商品づくりを行った「デザイナー × 事業者」の事例紹介、事業者がデザインを活用する 

際に知っておくべきこと等についてのトークセッション等を行う。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

- 平成２４年度 - 
 

平成 28 年度デザイン活用講座 

平成 28 年度 

四国デザインサミット 
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福岡県 
機関名 福岡県 
部署名 商工部新事業支援課 
電話連絡先 092-643-3591 

事業名 デザイン振興事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

本県における産業デザインの振興を目的として設立された「福岡県産業デザイン協議会」の活動を支援し、県内企業のデザインを活用した付加

価値の高い商品開発、販路開拓を促進。 

■福岡県産業デザイン協議会 

設 立： 平成９年１１月１３日設立 

会 長： 唐池恒二（九州旅客鉄道㈱ 代表取締役会長） 

会 員： 協議会の趣旨に賛同する企業、デザイナー、支援機関等 約２２０個人・団体 

事務局： 福岡県商工部新事業支援課 

■福岡デザインアワード 

・平成１１年創設。デザイン性に優れた商品及びサービスの審査表彰及び展示を行うもの。平成２９年度より募集対象を県内から全国に拡大。 

１次審査（書類審査）： 平成２９年９月７日 

２次審査（現物審査）、表彰式： 平成２９年１１月７日、８日  会 場： ＪＲ九州ホール（福岡市博多区博多駅中央街１－１） 

応募数： １４７件  表彰数：  ３８件 

※受賞後は東急ハンズ博多店など小売店との連携によるプロモーション販売会や、福岡インターナショナルギフトショーへの共同出展など、受

賞商品の販路拡大を支援。 

■デザイン開発ワークショップ 

商品開発の過程で生じる様々な課題を持ち寄り、大学教員やデザイナーの指導を受けながら議論を通じて課題の解決を目指す。県内５会場

（各会場８社程度参加）で毎月１回開催。 

■デザイナーマッチング事業 

企業から指名を受けたデザイナーが現地を訪問、商品開発の現場を踏まえたデザイン提案を行うことにより、デザイナーとの協働による商品

開発を支援。 

＜参考ＵＲＬ＞ 福岡県産業デザイン協議会 http://www.fida.jp    福岡デザインアワード http://award.fida.jp 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成９年度 15,306 千円 
 

福岡県 
機関名 工業技術センターインテリア研究所 
部署名 技術開発課 
電話連絡先 ０９４４－８６－３２５９ 

事業名 
福岡県工業技術センタークラブ デザイン部会 
製品開発研究会（デザインブラシュアップ講座） 

事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

■福岡県工業技術センタークラブ（会員数：317 社）は、県内の創造的中堅・中小企業と工業技術センターが密接な連携を図り、研究開発を軸と

して国際競争力のある創造力溢れる産業の育成創出を目指すもので、その体制は４つの技術部会（ナノテク材料・バイオ・デザイン・機械電子）

で構成され、企業を主体として工業技術センターが事務局を務める。「デザイン部会（会員：64 社）」は、加入企業を対象にデザインを主とした

分野で「講演会」、「企業見学会」、「研究会」を開催し、参加企業の情報収集、意見交換の場を提供する。特に研究会では、年間５社程度に絞って

「デザインブラッシュアップ講座」を開講し、「製品企画、試作、展示表現方法、パンフレットのデザイン等」まで、一連の製品化を通した企業担当

者の企画力育成を実践している〔個別企業集中方式〕。実施体制は、大学のデザイン分野教授を中心に、企業担当者、当研究所研究員、及び学

生を一つのユニットとし、企業毎にユニットメンバーを変えて年間 10 数回の講座を行う。 

■【講演会】期 日：H29 年 2 月 16 日（木）、 場所：九州大学 水素エネルギー国際研究センター、 参加者：10 名 

テーマ 1：『水素社会構築に向けた福岡県の取組』 

講 師：福岡県商工部 新産業技術振興課 事務主査 藤本隆顕 氏 

テーマ 2：『水素エネルギー製品試験センターの紹介と見学』 

講 師：HyTRec 事務局長 村上盛喜 氏 

（※平成 29 年度については、平成 30 年 1 月 23 日(火)実施予定） 

■【企業見学】期 日：H29 年 3 月 8 日(水) 、参加者：21 名 

訪問先：①ダイハツ九州㈱ 久留米工場、②大塚製薬㈱佐賀工場＋佐賀栄養製品研究所 

（※平成 29 年度については、平成 30 年 2 月実施予定） 

■【デザインブラッシュアップ講座】期 日：H27.4～ （延べ約 20 回予定）、 企業数：4 社（H29 年度） 

場 所：九州産業大学及び企業での現地講座 

講 師：青木 幹太 氏（九州産業大学 芸術学部デザイン学科教授） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 29 年度も継続して実施予定 平成２３年度 450 千円 

講座の様子 

製品の展示 
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福岡県 
機関名 

Joint-IFF（（公財）福岡県産業・科学技術振興財団、（公財）北九州
産業学術推進機構、（公財）九州先端科学技術研究所の３機関の
連携体） 

部署名 Joint-IFF 事務局（(公財)福岡県産業・科学技術振興財団内） 
電話連絡先 092-822-1550 

事業名 提案力・開発力育成プログラム実施事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

【事業概要】 

「デザイン思考」の考え方と広義の「知的財産活用」の重要性を連携させ、新事業創出のプロセスをワークショップ形式で学ぶ人材育成プロ

グラムを構築。その考え方と開発手法を企業に普及して、技術偏重主導の開発からの脱却を促し、売れる製品の開発や儲かるビジネスの企画

ができる力の育成を目指す。 

本プログラムは平成 29 年 9 月～2 月の半年間で全６回のセミナー＆ワークショップと成果発表会を開催し、「ものづくり系」、「ＩＴ系」、「サー

ビス系」の企業から計３１名が参加。 

 

【事業イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本事業は「平成 29 年度中小企業知的財産支援事業費補助金」により実施。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も、内容をよりブラッシュアップして継続実施予定 平成 29 年度 9,625千円・9,849千円
 

福岡県 
機関名 北九州市 
部署名 産業経済局 新成長戦略推進部 商業・サービス産業政策課 
電話連絡先 093-582-2050 

事業名 産業デザイン振興事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

■デザインシンポジウムの開催 

  

 市内企業等がデザインに関する知識を深め、デザインを活用した商品開発や新しいビジネスの創出の機運を高めることを目的に、西日本工

業大学デザイン学部と連携して、デザインの分野で活躍される方を講師にシンポジウムを開催している。 

 

【平成 29 年度開催実績】 

 ・日  時 平成 29 年 11 月 17 日（金） 

 ・テーマ ブランドデザインについて 

 ・参加人数 97 名 

 

■福岡県産業デザイン協議会（事務局：福岡県）との連携 

  

デザイン開発ワークショップへの参加 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 15 年度 799 千円 
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福岡県 
機関名 福岡市 
部署名 経済観光文化局国際経済・コンテンツ部コンテンツ振興課 
電話連絡先 092-711-4329 

事業名 クリエイティブ関連産業の振興 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

○福岡市では，ゲーム，映像，ファッション，音楽，デザインなどクリエイティブ関連産業の振興に取り組んでいる。 

 

○デザイン分野については、産学官で構成する「クリエイティブ福岡推進協議会（クリエイティブ・ラボ・フクオカ）」において、NPO 法人福岡デザ

インリーグとも連携し、デザイン産業の振興に取り組んでいる。 

＜NPO 法人福岡デザインリーグ http://www.f-design.gr.jp/＞ 

＜クリエイティブ福岡推進協議会 http://www.creative-fukuoka.jp/＞ 

 

○福岡県産業デザイン協議会（事務局：福岡県）との連携 

・デザイン開発ワークショップへの参画（平成 29 年度は 19 社） 

・福岡デザインアワードへの参画 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成 8 年度 111,640 千円 
 

佐賀県 
機関名 佐賀県 
部署名 産業労働部 産業企画課 
電話連絡先 0952-25-7586 

事業名 デザイン思考普及推進事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

【事業目的】「デザイン思考」の手法を活用した商品・サービスの企画・開発や事業デザインなどを通じ、県内企業の新たな価値創出を図る。 

【事業概要】 

①「デザイン思考」ワークショップの開催 

○デザイン思考プログラム入門編 

  講 師：佐賀大学デザイン思考研究所 ディレクター 松前あかね 氏 

  内 容：（1）デザイン思考とは （2）デザイン思考の活用方法 

      （3）体験ワークショップ（4）製品・サービス開発への展開 

  開催実績：平成 29 年 7 月 26 日（水） 

定員：３０名程度 

○デザイン思考プログラム中級編 

  講 師：佐賀大学デザイン思考研究所 ディレクター 松前あかね 氏 

内 容：・「デザイン思考」の基本的な考え方と手法の習得 

・プロジェクト形式での「デザイン思考」による製品・サービス開発手法の実践的修得 

・事業デザインの基本的な考え方の習得 

開催実績：平成 29 年 10 月 11 日（水）～12 月 13 日（水）（全５回） 

定員：２０名程度 

②「デザイン思考」セミナーの開催 

日 時： 平成 29 年 2 月 6日(月)15:00～17:00 

 場 所：グランデはがくれ（佐賀県佐賀市） 

 演 題： 安売りしない会社はどこで努力をしているか？～値下げせずとも選ばれる会社のディテール力～ 

講  師：スターブランド株式会社  村尾 隆介 氏  

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成 27 年度 5,000 千円 

ワークショップの様子 
プロセスの違いの共創造性への影響を
体験しました 

ワークショップの様子 
創りながら考える、を体験しました 
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佐賀県 
機関名 佐賀県工業技術センター 
部署名 生産技術部 分室 諸富デザインセンター 
電話連絡先 0952-47-5601 

事業名 技術ワークショップ事業 バリアフリーデザイン研究会 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

テーマ 

■県内の家具・建具製造技術等を応用した、高齢者や障害のある方も安心して使用できる家具・インテリア製品についての研究。ユニバーサ 

ルデザインについての研究。 

■県内の機械加工、制御、自動化技術等を応用した、高齢者や障害のある方の生活支援につながる機器についての研究。 

■メーカーと医療・福祉関係者のネットワーク構築。 

主 催 

■佐賀県工業技術センター 

会員数 

 ■22 名  

会員構成 

 ■家具関連業者（家具メーカー、建具製造メーカー） 

 ■機械・電機関連業者 

 ■医療・福祉の専門家 

活動の内容 

■商品開発：開発テーマに応じて関係する会員が集まり、機能や使いやすさ、デザインの検討を行い商品化に向けた作業に取り組んでいる。 

■研修会：外部講師を招き、研究会活動の成果に対する求評会や新たな知識や技術を習得する研修会を実施の実施。 

 

＜参考 URL＞ 

https://www.saga-itc.jp 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成７年度 197 千円 
 

佐賀県 
機関名 佐賀県工業技術センター 
部署名 生産技術部 分室 諸富デザインセンター 
電話連絡先 0952-47-5601 

事業名 技術ワークショップ事業 戦略的デザイン活用研究会 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

テーマ 

■デザインを企業活動において戦略的に活用する方法や考え方の習得 

■商品などの高付加価値化や企業競争力の強化を目的としたデザインの活用方法の習得 

主 催 

■佐賀県工業技術センター 

対 象 

■家具木工関連業者、機械・電機関連業者、デザイナー、支援機関など 

活動の内容 

■商品企画や開発手法に関するスキル向上を目的とした外部講師等を招いた研修会の実施、企業の商品開発に関するデザイン指導等 

□研修会 

テーマ：中小企業のブランド戦略 

講 師：村尾隆介氏（スターブランド株式会社 共同代表） 

日 時：平成 29 年 6 月 29 日、7 月 20 日、7 月 27 日／ 場所：諸富デザインセンター／ 参加者：延べ 45名 

 □研究会 

  デザイン思考を活用した製品開発に関する研究会を実施 

  期 間：平成 29 年 4月～平成 29 年 11 月（10 回）／場所：諸富デザインセンター他／ 参加者：延べ 39 名 

   

＜参考 URL＞ 

https://www.saga-itc.jp 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 27 年度 1,098 千円 
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佐賀県 
機関名 佐賀県窯業技術センター 
部署名 事業デザイン課 
電話連絡先 0955-43-2185 

事業名 事業化支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

企業による商品企画、商品製造から商品の市場投入までの事業化に係る一連の方法を産地に根付かせるため、そのノウハウを持った外部のア

ドバイザーを招聘し、窯業技術センターが事業化支援のスキルを習得することを目的とする。 

 

内容 

1. 事業化支援関連研究についてのアドバイス 

2. 企業への事業化支援の実施における手法、課題解決についてのアドバイス 

3. 事業化推進セミナー運営の支援 

4. 窯業技術センター職員の人材育成 

5．外部デザイナーや事業化関連企業等の紹介・仲介 

 

アドバイザー：浜野貴晴氏 

 

 

本事業の中で、「事業化支援セミナー」を実施している。平成 29 年度は 3 回開催予定 

第 1 回 10 月 3 日（火）：窯業技術センター会議室「ＰＲ：パブリック・リレーションという仕事」講師：竹形尚子氏 

第２回 11 月 27 日（月）：窯業技術センター会議室「産地メーカーとのデザインとブランディング」講師：大治将典氏 

第 3回 平成 30 年 2 月開催予定 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 31 年度まで継続して実施予定 平成 29 年度 5,729 千円 
 

佐賀県 
機関名 嬉野市 
部署名 総務企画部 企画政策課 
電話連絡先 0954-66-9117 

事業名 嬉野デザインウィーク 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

嬉野の魅力を再発見し、発信していくことにより地方創生につなげるプロジェクトである「嬉野デザイン 

ウィーク」を平成２９年２月５日から１２日まで嬉野温泉街を中心にして開催した。 

 嬉野市への郷土愛を育むとともに、未来を担う人材の育成を目的にした「嬉野デザインウィーク」では、 

脳科学者・茂木健一郎氏などのクリエーターと嬉野市長、地元のまちづくりグループの代表が１３０名の参 

加者を前に「嬉野のクリエイティブ資源と発信」と題してトークセッションを展開した。 

 

また、漫才師で絵本作家の西野亮廣氏による独演会を開催したほか、九州初開催となる西野氏の絵本 

「えんとつ町のプペル展」を嬉野温泉街にある元旅館玉屋で開催し、２月６日から１２日までの７日間で県内 

外から約７，０００人の来場者があり、会場周辺は長蛇の列ができるほどの賑わいをみせた。作品展に先立ち、 

地元の人たち２５名が西野氏といっしょに元旅館の客室に絵を飾り付ける感性ワークショップを開催した。 

 

 嬉野デザインウィークは青森県弘前市・大鰐町・田舎館村と広域地域連携事業であり、弘前ねぷたの展 

示など各地域のコンテンツの交換や特産品を生かした商品開発として、弘前市のりんごと嬉野市の名産品 

である嬉野茶を使った紅茶をブレンドしたアップルティの商品開発を展開した。第１弾としてそれぞれの地 

域でアップルティをふるまいながら味のテストマーケティングによりアンケートを実施し、商品化へ向けた 

取り組みをスタートさせた。 

 さらに１６年続いている嬉野の「冬の灯りの祭り」である「うれしのあったかまつり」と連携し、嬉野市体育 

館を舞台としたランタンの空間芸術「なまずの寝床」と共催することで、観光地嬉野の冬の新たな魅力創 

出へとつながった。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成２８年度から５年間、継続して実施予定 平成２８年度 25,000 千円 
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長崎県 
機関名 長崎県 
部署名 産業労働部 企業振興課／窯業技術センター 
電話連絡先 095-895-2525  ／  0956-85-3140 

事業名 デザイン力強化支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

県内企業のデザインを活用した特長ある商品開発を促進するため、優れたデザインの商品の表彰やデザイン無料相談事業を実施する。（平成

２３年度から２５年度までは「中小企業デザイン力強化対策事業」として、平成２６年度から２８年度までは「グッドデザイン商品開発力向上支援事

業」として実施。） 

■長崎県産業デザインネットワーク（NID-net） 

  長崎デザインアワードの開催、デザイナーズバンクの運営のほか、会員相互の交流や産業デザインに関する情報発信等を行っている。 

 会長：松尾慶一 氏（白山陶器㈱代表取締役社長）設立：平成２３年７月 

会員：県内企業、デザイン会社、デザイナー、金融機関、商工団体等 ２０９者  事務局：長崎県窯業技術センター 

■長崎デザインアワード２０１７   

第７回目となる平成２９年度は、県内で企画・開発された製品のうち、平成２８年７月３０日から平成２９年７月３１日までに 

商品化され、現在も販売されているものを対象に開催し、大賞以下入賞１７点、入選２３点を選出した。 

   募集期間：平成２９年６月１日（木）～７月３１日（月） 応募総数：１３７点  

主催：長崎県産業デザインネットワーク  共催：長崎県 

   選定委員：山村真一 氏（㈱コボ 代表取締役社長）、かねこしんぞう 氏（Indexplus 代表取締役） 

        塚本カナエ 氏（Kanae Design Labo 代表）、下川一哉 氏（意と匠研究所 代表）、福岡南央子 氏（Woolen 代表） 

   表彰式：平成２９年１１月３日（祝・金） 展示会：平成２９年１１月３日（祝・金）～１１月９日（木） 場所：長崎県美術館 

■デザインワークショップ in 五島   

期日：平成２９年９月１日（金）  場所：長崎県五島振興局 ４階会議室 

  講師：（セミナー）古澤高志 氏（㈱デザイン・スーパーマーケット 代表取締役） 

（相 談 会）古澤高志 氏（同上）、有川智子 氏（草々社 代表） 

■デザインワークショップ in デザインアワード   

期日：平成２９年１１月３日（祝・金）  場所：長崎県美術館 ２階ホール 

  講師：山村真一 氏（㈱コボ 代表取締役社長）、益田輝之 氏（㈱東急ハンズ長崎店） 

■デザイナーズバンク   

県内企業等からのデザインに関する相談に対して、事務局が登録デザイナーを紹介する。デザイナーがデザインの方向性について 

アドバイスする範囲であれば、１企業あたり２回まで無料で相談できる。（交通費は企業負担。）  

  デザイナーズバンク登録者数：４４名  無料相談対応予定数：１０社程度 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ http://www.pref.nagasaki.jp/yogyo/nid_net/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２９年度 3,864 千円 
 

長崎県 
機関名 長崎県 
部署名 窯業技術センター 
電話連絡先 0956-85-3140 

事業名 共同研究 ／ 技術相談 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

■共同研究 

窯業技術センターと県内企業、大学他の研究機関等と連携し、技術的な課題解決や新製品開発及び製品の改良などについて共同で研究

開発を実施。共同研究で得られた成果については、商品化支援、知財の共同出願等に繋げている。 

平成２９年度実績：「３Ｄプリンタを活用した陶磁器製フィギュアの開発」 

「３Ｄ技術を利用した家具部材の開発」 

「直方体の形状をした陶磁器製品製作方法の開発」 

「島原和蝋燭用陶磁器製燭台の開発」 

「３Ｄ技術を活用したレリーフパターンによる飲食器の開発」 

「ご飯粒が付きにくい食器製造用の転写紙の開発」 

「３Ｄ加工機を利用した陶磁器生地精密加工技術の開発」 

「３Ｄ工機を利用した陶磁器製品の開発」 

■技術相談 

県内企業、個人、団体等からの商品開発をはじめデザイン全般に関する相談について対応。 

平成２９年度実績：新商品開発、商品の改良、パッケージデザイン、３ＤＣＡＤデータ作製等の相談に対応。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 - - 
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長崎県 
機関名 長崎県 
部署名 窯業技術センター 
電話連絡先 0956-85-3140 

事業名 技術人材養成事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

本県陶磁器関連企業の技術者、後継者等を育成するため、以下の事業を行う。 

①技術研修事業 

新製品の開発や生産技術の向上を図るため、陶磁器業界の後継者や技術者を研修生として受け入れ支援を行う。 

②セミナー事業 

技術情報、デザイン情報の迅速な提供及び技術革新に対応できる意識改革を図るため、外部講師等を招いてセミナーを開催する。 

 

期  日：通年 

場  所：長崎県窯業技術センター、他 

実施団体：長崎県窯業技術センター 

平成２９年度実績： 

①技術研修事業：１５名 

（３ＤＣＡＤ、Illustrator/Photoshop、デザイン手法等） 

②セミナー事業 

（戦略デザインセミナー「産地のこれから -食卓から地域おこし-」） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成元年度 ２，２７７千円 
 

長崎県 
機関名 長崎県 
部署名 窯業技術センター 
電話連絡先 0956-85-3140 

事業名 意匠開発支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

県内陶磁器産業の新商品開発支援、販路拡大を目的に、デザインおよび技術の支援を実施。 

・東京ドーム「テーブルウェア・フェスティバル」に出展する企業の商品開発のため、企画検討 

会議と各社の訪問により、参加企業それぞれの特徴を生かしたデザインの商品開発を支援。 

 

期   日：平成２９年４月～平成３０年１月 

場  所：波佐見陶磁器工業協同組合及び窯元各社 

実施団体：波佐見陶磁器工業協同組合 

参加人数：平成２９年度実績：１４社 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２０年度 - 
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熊本県 
機関名 熊本県産業技術センター 
部署名 技術交流企画室 
電話連絡先 096-368-2101 

事業名 技術相談／カスタムメイド試験研究事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

熊本県産業技術センターでは、県内企業の商品開発、新規事業創出等において、デザイン思考による開発技術（デザイン開発技術）を導入す

る支援を行っています。 

 

『デザイン開発技術』とは？（「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」より） 

  製品の審美性、ユーザーが求める価値、使用によって得られる新たな経験の実現・経験の質的な向上等を追求することにより、製品自体の

優位性のみならず、製品と人、製品と社会との相互作用的な関わりも含めた価値創造に繋がる総合的な設計技術。 

・製品の形状、色彩、質感、装着性の向上、構造の最適設計、感性価値・ブランドの創出等、審美性向上に係る技術開発 

・ユーザーエクスペリエンスや人間工学への配慮、ユーザビリティの向上、安全設計等、ユーザー価値・経験に対応した技術開発 

 

○技術相談 

  商品開発に関する相談全般について対応しています。これから商品開発を取り組みたいと考えている企業の方、現在、商品開発に取り組

んでおり、問題や悩みを抱えている企業の方等からの相談を受け付けています。 

 

○カスタムメイド試験研究事業 

  熊本県産業技術センターが、研究開発、測定・分析、技術者研修等に関する企業からの要望に応え、受託料を受けて実施する事業です。デ

ザイン分野では、県内企業の商品開発、ユーザビリティ評価等に関するテーマを受け付けています。 

 

<事業に関する情報が掲載されているサイト URL> 

http://www.iri.pref.kumamoto.jp/support/guidance.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 - - 
 

熊本県 
機関名 熊本県産業技術センター 
部署名 技術交流企画室 
電話連絡先 096-368-2101 

事業名 技術普及講習会（産業デザイン関連） 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

県内企業に対し、商品企画から製品開発（工業デザイン、設計、解析、材料選定、ソフトウェア開発、試作）、コンピュータ利用技術、情報処理等

の最新の技術情報などを普及するために、外部講師の協力による最新技術の普及セミナー等を行っています。 

 特に、デザイン思考や、その手法、事例を提供することで、デザインの必要性や価値について、体験してもらう、感じてもらうために、「デザイ

ンのすゝめ」と銘打ったセミナーやワークショップを開催しています。 

 

○過去に開催したテーマの事例（一部） 

・ランチェスター経営戦略（中小規模事業者ならではの経営戦略） 

・ビジネスモデルキャンバス 

・極端思考発想法 

・インクルーシブデザイン 

・ゲームニクス 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 - - 
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熊本県 
機関名 公益財団法人くまもと産業支援財団 
部署名 よろず支援拠点推進室 
電話連絡先 096-286-3355 

事業名 熊本県よろず支援拠点事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

「よろず支援拠点」では、中小企業・小規模事業者等の売上拡大・経営改善など、経営上のあらゆる悩みの相談に対応しており、チーフコーデ

ィネータを中心とする専門スタッフが話を伺い、適切な解決方法を提案しています。事業戦略、商品開発、パッケージデザイン、ＷＥＢサイト構築

など各分野のエキスパートが「ワンストップ」で支援します。 

 

 

○支援例 

・ブランド・コンセプト設計支援 

・商品パッケージデザイン企画支援 

・広報ツール企画支援  等 

※その他、売上拡大シナリオ支援、事業計画書作成支援等、経営全般から販売促進・広報まで幅広く支援しています。 

 

 

○利用方法 

・費用負担：無料 

・相談受付時間：9:00～17:00（土日、祝祭日、年末年始を除く） 

 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

https://yorozu-kmt.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２６年度 約 100,000 千円 
（年度によって金額は異なります） 

 

熊本県 
機関名 熊本市 
部署名 経済観光局 産業部 産業振興課 
電話連絡先 096-328-2950 

事業名 クリエイティブ産業振興経費 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

本市の産業成長戦略で成長産業と位置づけているクリエイティブ産業を振興し、本市経済をけん引する新しい産業の集積を図ること、また、

他産業との連携を促進し、企業の競争力強化、製品（商品）等の付加価値向上を図ることを目的として、以下の事業を実施。 

 

１．情報発信サイト「クリエイターズランチ」の運営 

   クリエイターにとって有益となる情報を中心に、デザインやクリエイティブ関連の情報を発信するサイトを運営。 

   https://kumamoto.jp.net/ 

 

 

２．クリエイター×発注企業のマッチング会開催 

   クリエイター同士や発注企業（飲食店等のサービス業、製造業）との出会いの場となるマッチングイベント（展示・商談会、セミナー等）を

開催。 

 

  【平成 29 年度開催概要】開催日：平成 30 年 3 月 9日（金）、場所：くまもと県民交流館パレア 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 28 年度 2,600 千円 
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熊本県 
機関名 熊本市 
部署名 経済観光局 産業部 産業振興課 
電話連絡先 096-328-2950 

事業名 くまもとデザイン協議会会費 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

産業デザインの振興を目的に産学官合同で昭和 62 年に設立された「くまもとデザイン協議会」（設立時名称「くまもと産業デザイン協議会」に

対し、負担金（会費）を支出し、その活動を支援。 

 

 

くまもとデザイン協議会 

 

 会長：川口 滋（熊本県広告美術協同組合理事長） 

 会員：19 名（団体の会員を含む） 

 

主な活動：「DESIGE EXPO 展」 

      2013 年 9 月 30 日～10 月 6 日  セミナー参加 260 名、交流会参加 60名 

      2014 年 9 月 30 日～10 月 5日  セミナー参加 370 名、交流会参加 130 名 

      2015 年 10 月 6 日～10 月 11 日 セミナー参加 323 名、交流会参加 82 名 

      2016 年 10 月 3 日～10 月 9 日  セミナー参加 334 名、交流会参加 40名 

      2017 年 10 月 3 日～10 月 8日  セミナー参加 523 名、交流会参加 108 名 

 

 

＜参考 URL＞ 

http://www.kd21.org/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 28 年度 20 千円 
 

大分県 
機関名 大分県 
部署名 商工労働部 大分県産業科学技術センター 
電話連絡先 097-596-7100 

事業名 グッドデザイン商品創出支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１．事業目的 

県内中小企業の商品開発の各段階において、当センター職員とアドバイザーが的確できめ細やかな開発手法の支援をする事により、市場競

争力のある商品を生み出すことを通して、企業に経営資源としての「デザイン」の認識を深め、商品開発力をつけてもらうことを目的として

います。 

２．実施主体 大分県 

３．事業内容 

（１）商品企画ステップアップ事業 

対象：支援企業２社程度 

期間：約 7 ヶ月（企画会議 月 2 回程度開催） 

内容：企業が現在抱えている課題、テーマ、目標を公募し、選定された内容について、外 

部アドバイザー等と共に商品企画プロジェクトチームを組み、商品企画について調査・ 

分析・発想等のプロセスを支援し、商品企画書を作成できる企画能力の育成を図る。 

（２）商品化サポート事業 

対象：支援企業２社程度 

期間：約 7 ヶ月（開発会議 月 2 回程度開催） 

内容：高い市場性が期待できる商品企画書を公募により選定し、外部デザ 

イナ－等と共に設計・試作・量産化等、具体的な商品化のために企業 

が実施するアイデア展開や図面化、試作、販売促進のツールづくり等 

の商品開発実務を支援し、企業の商品開発力の向上を図る。 

 

関連サイト http://www.oita-ri.jp/riyou-guide/gd_bosyu 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 19 年度 1,236 千円 
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大分県 
機関名 大分県 
部署名 商工労働部経営創造・金融課 
電話連絡先 097-506-3232 

事業名 クリエイティブ産業創出事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

大分県ではクリエイティブな手法による新たな産業創出を目指し、クリエイティブ産業創出事業に取り組んでいる。 

本事業は、優れた技術やノウハウを持つ県内の企業と、最先端の技術や、豊かな発想や感性を持つクリエイティブ人材が交流し、コラボレー

ション（協働）することで、競争力の高い商品・サービスの創出や、新規マーケットの開拓につなげることを目的としている。 

 

１．クリエイティブ・プラットフォーム構築事業（CREATIVE PLATFORM OITA） 

（１）情報発信 ～クリエイティブ活用への「気づき」～ 

公式 Web サイトで、全国の著名なクリエイティブ人材をインタビュー形式で紹介。 

 クリエイティブを活用した全国の優良事例などもブログ形式で紹介している。 

  ＜公式 Web サイト＞ http://creativeoita.jp 

（２）交流イベント ～多様な主体との「出会い・交流」～ 

公式 Web サイトで紹介したクリエイティブ人材等をゲストに迎え、トークイベントやワークショップ、交流会等を県内各地で定期的に開催。 

（３）クリエイティブ相談室 ～クリエイティブ活用に関する「個別相談」～ 

県内企業等からのクリエイティブ活用に関する相談に個別に対応。 

必要に応じてデザイナーやプロデューサーといったクリエイティブ人材を紹介。 

＜参考 URL＞ http://creativeoita.jp/counseling_room 

 

２．県内クリエイター等スキルアップ事業（おおいたクリエイティブ実践カレッジ） 

県内外で活躍するプロデューサーやデザイナーによるセミナー（座学）に加え、地元企業の協力のもと、実際に企業が抱える課題にチーム単

位で取り組んで行くワークショップを開催。セミナーとワークショップを連動させることで、より実践的にノウハウやスキルを習得するとともに、

受講生の「個」と「集」の力で、地元企業が抱える課題の解決や、新商品・サービスの提案等を行う実践形式のプログラムとなっている。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２８年度 18,104 千円・36,564 千円
 

宮崎県 

機関名 みやざきフードビジネス相談ステーション 
部署名 総合政策部産業政策課 

電話連絡先 
みやざきフードビジネス相談ステーション  0985-89-4452 
総合政策部産業政策課          0985-26-7052 

事業名 みやざき成長産業育成・雇用創出プロジェクト推進費 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 標記事業の一環として、フードビジネスに関係する企業等の様々な相談に適切に対応するため、総合受付窓口として「みやざきフードビジネ

ス相談ステーション」を設置し、相談内容に応じた支援機関や専門家を紹介するなど、各支援機関を有機的に「つなぐ」ネットワークを強化し、利

用者の利便性向上を図っている。 

  

■デザイナーズバンク 

 県内企業等からのデザインに関する相談に対して、事務局が登録デザイナーを紹介。 

  登録デザイナー数：２１名 

  デザインに関する相談件数：192 件／H28（全相談件数：1,293 件／H28） 

  対象デザイン：加工品・青果物などのパッケージデザイン 

ＰＯＰ・店頭販促品などのデザイン 

食品に添付するリーフレットやウェブなどのデザイン 

         ＊工業デザイン、意匠デザイン、建築デザインなどは対象外 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.i-port.or.jp/food/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２５年度 68,807 千円 

CREATIVE PLATFORM OITA 

おおいたクリエイティブ実践カレッジ 
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宮崎県 

機関名 みやざきビジネスアカデミー事務局 
部署名 総合政策部産業政策課 

電話連絡先 
みやざきビジネスアカデミー事務局  0985-64-8102 
総合政策部産業政策課        0985-26-7052 

事業名 みやざきビジネスアカデミー（フードビジネス部門） 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 

 県内のフードビジネス関連事業者の成長段階に応じ、経営マネジメントや販路開拓、商品ブラッシュアップなどの分野別のセミナーを実施す

る標記アカデミーの一環として、デザイン関連講座を実施。 

 

■今スグ売れる・集まるデザイン塾 

 売上アップのため、チラシやＰＯＰ作成の基本となるコンセプトから制作までを学ぶ。 

  実施時期：平成２９年８月～１０月 

  実施回数：６回 

  実施手法：民間委託 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://mfba.jp/ 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

未定 平成２７年度 53,068 千円 
 

宮崎県 
機関名 宮崎県工業技術センター 
部署名 企画・デザイン部 
電話連絡先 ０９８５－７４－４３１１ 

事業名 企業技術支援事業（工業デザインに関する研究） 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

宮崎におけるグッドデザイン開発支援に関する研究 

 県内中小企業等の商品開発やデザイン開発力向上を図るため、グッドデザイン賞審査基準を指標とした商品開発企画とデザイン研究支援を

行う。平成２９年度は、宮崎県内デザイナー・デザイン関連団体及びデザイン活用企業等と連携したデザインセミナー等の開催を予定している。

 

平成２８年度実績 

○みやざきデザインセミナー 

「地域企業・地場産業を活かすブランドデザイン」 

期 日：平成２８年１０月２７日（木） 

場 所：宮崎県工業技術センター 

内 容： ・講演①「Ｋ－ＡＤＣの活動報告：九州の中の宮崎」 

講師：小野信介氏（オノコボデザイン） 

「九州におけるブランドづくり“工芸家とデザイナーの共創活動”」 

・講演②「ミライを照らす！ブランドデザイン」 

講師：吉本清隆氏（吉本清隆デザイン事務所） 

・講演③「お米のカタチの伝統工芸から考えるブランディング」 

講師：小林大助氏（助太刀デザイン） 

    ・パネルディスカッション「地場産業・工芸産業のブランディングについて語ろう」 

参加人数：２２機関２７名 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ http://www.iri.pref.miyazaki.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成１２年度 ７４６千円 
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宮崎県 
機関名 宮崎県工業技術センター 
部署名 企画・デザイン部 
電話連絡先 ０９８５－７４－４３１１ 

事業名 みやざき新産業創出研究会事業（ブランドデザイン分科会） 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

ブランドデザイン分科会（前「商品開発ブランドデザイン分科会」）及び販促ツールデザイン活用分科会（前「3DCG 造形分科会」）の開催運営 

 商標ブランドセミナーや相談会等を開催し、県内企業の新産業創出のためのデザイン活動支援を行う。 

 平成２９年度は、宮崎におけるデザインネットワーク推進とデザイン振興に関する会議・セミナー等の開催を予定している。 

 

平成２８年度実績 

○商品開発ブランドデザイン分科会 

「ＰＲプランニングセミナー」 

期 日：平成２９年２月１６日（木） 

場 所：宮崎県工業技術センター 

内 容： 

・基調講演「ブランドの魅力を伝えるＰＲの仕掛けと実践事例」 

講師：松矢英恵氏（ＰＲプランナー）  

・デザイン相談会 

参加人数：７機関１０名 

上記を含めて、計６回の分科会を開催した。（参加総数：１２１機関２１０名） 

 

○販促ツールデザイン活用分科会 

 インターネットビジネスの推進に向けた勉強会など、計２回（参加総数２３名）の分科会を開催した。 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

http://www.iri.pref.miyazaki.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成１２年度 ２４６千円 
 

鹿児島県 
機関名 鹿児島県 
部署名 商工労働水産部 経営金融課 
電話連絡先 ０９９－２８６－２９５１ 

事業名 食品関連産業「経営とデザイン」支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１ 目的 

県産食品のデザイン性に優れた「売れる商品」づくりをバックアップするとともに，県内食品関連企業の魅力発信やブランドイメージの構築等に

向けたデザイン活用を促進するための支援を行う。 

 

２ 事業内容 

（１） 企業の魅力発信セミナー 

   ・内容：企業の魅力発信，ブランディングの構築 等 

   （対象：県内食品関連企業，デザイナー等） 

（２） デザイン導入ガイドブック 

   ・内容：デザインが有する「伝える力」を具体的に実感できるガイドブック 

   （対象：県内食品関連企業，商工団体等に配布） 

（３） デザイン活用事例展示会 

   ・内容：効果的なデザイン活用の事例について実物を見て触れて学ぶ機会を提供 

（４） 企業とデザイナーのマッチング 

   ・内容：県内企業と地元デザイナーの出会いの場を提供 

（５） デザイン開発ワークショップ 

   ・内容：企業とデザイナーによる商品デザイン制作やブランディングを支援 

   （対象：県内食品関連企業） 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイトＵＲＬ＞http://www.food-design-k.jp/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３１年度まで継続予定 平成２９年度 11,721 千円 
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鹿児島県 
機関名 鹿児島県 
部署名 商工労働水産部 産業立地課 
電話連絡先 099-286-2970 

事業名 - 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

◆かごしまデザインフェア「デザイン百覧会」の開催（各種団体との共催） 

 県内におけるデザインマインドの高揚と，県内企業・デザイナーのデザイン開発力の強化を図ることを目的に，作品や商品の展示会を開催し

ている。 

 ○主  催：かごしまデザインフェア実行委員会 

      （鹿児島県，（公財）かごしま産業支援センター，（公社）鹿児島県工業倶楽部，NPO 法人鹿児島デザイン協会） 

 ○日  時：平成３０年２月２３日（金）～２月２５日（日） 

 ○場  所：かごしま県民交流センター 

 ○イベント：作品・商品の展示会，ワークショップ，ファッションショー，スピーチコンテスト，デザイン討論会 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                                                 ※写真は昨年の様子 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成３０年度も継続して実施予定 平成２０年度 - 
 

鹿児島県 
機関名 鹿児島県工業技術センター 
部署名 企画支援部 
電話連絡先 0995-43-5111 

事業名 研究開発・研究会支援事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

１ 研究開発 

 

（１）鹿児島の伝統文様を活用した立体表現技術の開発 

レーザ加工技術を用いて，木材や焼き物，和紙等の様々な素材に，鹿児島の伝統文様（薩摩焼原図，奄美針突文様，大島紬絣文様）を，立体表

現する技術を確立し，付加価値の高い商品を開発する。 

 

（２）３Ｄプリンタで出力した凸(雄)型の微細加飾模様再現の検討 

 ３Ｄプリンタを用いて，凸(雄)型を製作し，焼き物等の素材に簡単に凹凸文様を転写する方法を確立する。 

 

２ 研究会支援事業 

 

（１）３Ｄプリンタ／スキャナ利活用研究会（18 社 25 名） 

３Ｄプリンタや３Ｄスキャナを使って新しいモノを創出していくことを目的とし，クリエーターやマーケッター，デザイナー，ものづくり企業等，異

業種交流による技術研究や情報共有を進める。 

 

（２）薩摩焼型板研究会（16 社加盟） 

 薩摩焼用の押し型の型板をレーザ加工機で製作し，新しい薩摩焼製造技術を開発し，窯元オリジナルの商品化を目指す。 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 １（１）のみ平成28年度より開始 195,4 千円 
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鹿児島県 
機関名 鹿児島市 
部署名 産業局産業振興部産業創出課 
電話連絡先 099-216-1319 

事業名 クリエイティブ産業創出支援事業① 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 市内デザイナー等のスキルアップや製造業者等のデザイン面での事業革新を支援するため、かごしまデザインアワードや人材育成セミナー

等を実施し、デザイン業をはじめとするクリエイティブ産業の振興を図る。  

 

■「かごしまデザインアワード 2017」の開催 

 市内企業からのデザイン課題に対する作品を募集し、優秀な作品に褒賞を授与する。 

 ○テーマ：「鹿児島をリデザインする。」 

 ○課題： 

＜企業課題部門＞※募集期間：平成 29 年 6月 28 日（水）～9 月 30 日（土） 

・「黒酢のお酒」のラベルデザイン 

  ・「さつま揚げせんべい」のパッケージデザイン 

  ・鹿児島の自然素材を使った「焼かりんとう」のパッケージデザイン 

  ・創業 100 周年を記念した、「さつまどりサブレ」の新商品パッケージデザイン 

  ＜パブリップデザインコンペ＞※募集期間：平成 29 年 7 月 5日（水）～8 月 31 日（木） 

・グリーンファームのマスコットキャラクターのデザイン 

  ＜学生部門＞※募集期間：平成 29 年 7 月 5 日（水）～10 月 10 日（火） 

  ・鹿児島×ダンボール×○○＝新しいカタチ（ダンボールを使った新しいアイデア） 

 ○応募総数：434 作品（各部門合計） 

 ○最終審査及び表彰式：平成 29 年 12 月 26 日（火）、城山観光ホテルにて実施 

（※パブリックデザインコンペは表彰のみ） 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 25 年度 10,862 千円（①②共通）
 

鹿児島県 
機関名 鹿児島市 
部署名 産業局産業振興部産業創出課 
電話連絡先 099-216-1319 

事業名 クリエイティブ産業創出支援事業② 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

■クリエイティブ分野の人材育成セミナー 

 これからの鹿児島のクリエイターや企業にとって必要な、Web 関連及びデザインの啓発などに関するセミナーを実施。 

 ○「その前に、相談されること～時代に求められるクリエイターとは？～」 

  ・日時：平成 29 年 8 月 24 日（木）18 時～20 時 ・場所：ソーホーかごしま会議室 

  ・講師：小澤利男氏（空気株式会社取締役副社長、プロデューサー） 

 ○「ネットで売るために大事なこと～ECの現場から～」 

  ・日時：平成 29 年 9 月 28 日（木）14 時～16 時 ・場所：ソーホーかごしま会議室 ・講師：西崎千鶴氏（株式会社オーガランド） 

 ○「～特産品とデザイン～ブランド価値を高めるために必要なこと」 

  ・日時：平成 29 年 10 月 3 日（火）18 時～20 時 ・場所：ソーホーかごしま会議室 

  ・講師：ウジトモコ氏（アートディレクター、株式会社ウジパブリシティー代表取締役） 

     下吹越桂史氏（有限会社玖子貴 Index 代表取締役、有限会社玖子貴取締役社長、FS-QJIKI（香港）取締役） 

 ○「～デザイン未来学～意味と価値のイノベーション」 

  ・日時：平成 29 年 10 月 25 日（水）16 時～18 時 ・場所：ソーホーかごしま会議室 

  ・講師：赤池学氏（ユニバーサルデザイン総合研究所所長、科学技術ジャーナリスト） 

 ○「ヒットする商品には共通するワケがあった～ヒットマトリクスを使った商品発想法～」 

  ・日時：平成 29 年 11 月 22 日（水）14 時～15 時 30 分 ・場所：ソフトプラザかごしま 2F 展示会議室 

  ・講師：笠井圭介氏（コミュニケーションプランナー） 

 ○「ミニチュアアートからみる見立ての世界」 

  ・日時：平成 29 年 12 月 2 日（土）14 時～16 時 ・場所：ソーホーかごしま会議室 

  ・講師：田中達也氏（ミニチュア写真家、見立て作家）、坪内一樹氏（KTS 鹿児島テレビ アナウンサー） 

＜参考 URL＞ https://www.city.kagoshima.lg.jp/san-sousyutu/sangyo/shokogyo/design/creative-project2017.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 25 年度 10,862 千円（①②共通）
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鹿児島県 
機関名 鹿児島市 
部署名 産業局産業振興部産業創出課 
電話連絡先 099-216-1319 

事業名 クリエイターズオーディション開催事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

企業担当者の方々を招き、クリエイター自らが作品をプレゼンテーションすることで、双方のマッチングに繋がるイベントを行う。平成 29 年度

は、鹿児島市での開催に加え、東京で開催されるコンテンツ東京に、クリエイターズオーディションの場として鹿児島市のクリエイターのブース

を設ける。 

 

■かごしまクリエイターズオーディション 東京開催 

 コンテンツ東京に、鹿児島市のクリエイターのブースを設け、鹿児島のクリエイターを全国にアピールする。 

 ○日時：平成 29 年 6 月 28 日（水）～6月 30 日（金）10 時～18 時（最終日は 17 時まで） 

 ○場所：東京ビッグサイト（コンテンツ東京 2017） 

 ○参加者：市在住クリエイター6 名 

 

■かごしまクリエイターズオーディション 鹿児島開催 

 企業担当者の方々に対し、クリエイター自らが作品をプレゼンテーションする、 

オーディション形式のマッチングイベントを行う。 

 ○日時：平成 29 年 9 月 11 日（月）10 時～12 時 30 分 

 ○場所：ソーホーかごしま会議室 

 ○参加者：企業 21 者（32 名）、発表クリエイター12 組 

 

 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.kagoshima.lg.jp/san-sousyutu/sangyo/shokogyo/design/creative-project2017.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 29 年度 1,681 千円 
 

鹿児島県 
機関名 鹿児島市 
部署名 産業局産業振興部産業創出課 
電話連絡先 099-216-1319 

事業名 クリエイティブ人材誘致事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

 クリエイティブ産業の振興及び集積促進を図るため、UIJ ターンイベントを開催する等、首都圏等に集中しているクリエイティブ人材を誘致す

る取組みを行う。 

■首都圏での UIJ ターンイベントの開催 

 東京において、かごしまの生活環境・本市の取組み状況等の説明、かごしま在住クリエイターのトークセッションや作品等の紹介、交流会など

を開催し、移住に関心のある方々との交流を図る。 

 ○日時：平成 29 年 6 月 30 日（金）19 時 30 分～21 時 30 分 ○場所：co-ba shibuya ○参加者：19 名 

■お試し移住イベントの開催 

 鹿児島市への移住を検討しているクリエイターの方を対象に実施するもので、鹿児島市に短期滞在し生活環境を体感していただくととも

に、地元クリエイターや地元企業の方と接することで、鹿児島のビジネス環境も体感していただける短期体験型移住プログラム。 

 ○日時：平成 29 年 9 月 9日（土）～9月 11 日（月） ○参加者：5 名 

■クリエイティブ人材誘致事業補助金 

 首都圏等に集中しているクリエイティブ人材を誘致した場合に、移住に要する経費に対して補助を行う。 

 ○補助対象：（1）移住に係る交通費用、（2）事業所改修費用及び設備投資費用 

 ○応募資格：クリエイター（情報通信、映像・コンテンツ制作、デザイン、芸術）、 

プロデューサー又はディレクター（クリエイターとともにビジネスを行う者） 

 ○補助額：（1）移住に係る交通費用 1 件あたり 10 万円を限度とする 

      （2）事業所改修費用及び設備投資費用 1 件あたり 15 万円を限度とする ※（1）（2）は併給不可 

 ○補助率：補助対象経費の金額の 3分の 2 以内 

      ※ただし、（2）の事業所が住居を兼ねている場合、補助金の額は補助対象経費の金額の 2 分の 1以内 

 ○選定件数：（1）移住に係る交通費用 3 件程度 （2）事業所改修費用及び設備投資費用 1 件程度 

＜参考 URL＞ https://www.city.kagoshima.lg.jp/san-sousyutu/sangyo/shokogyo/design/creative-life2017.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 28 年度 3,861 千円 
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九州経済産業局 
機関名 九州経済産業局 
部署名 産業部流通・サービス産業課サービス産業室 
電話連絡先 092-482-5511 

事業名 デザインワークショップを通じた知財創出調査事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

長崎・熊本・大分のそれぞれの地域における企業・団体とプロデューサー（デザイナー、弁理士等）をワークショップ形式で連携し、デザイン思

考の考え方を用い、それぞれの地域での具体的な課題の抽出、ソリューションに至るプロセスを開示・共有する「デザインによる地域活性化のモ

デル」を構築するとともに、デザイン力と知財産戦略によって、企業の技術や商品を高付加価値化させていくことができる「有用性」を調査す

る。併せて、本取り組みの過程を冊子にとりまとめＰＲしていくことで、「デザイン」と「知的財産」の活用による有用性・重要性の普及・啓発をは

かる。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度実施については未定 平成２９年度 4,309 千円 
 

ワークショップ（長崎）の様子  ワークショップ（熊本）の様子 ワークショップ（大分）の様子 
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沖縄総合事務局地域 
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沖縄県 
機関名 沖縄県 
部署名 商工労働部 ものづくり振興課 
電話連絡先 098-866-2337 

事業名 沖縄県工芸製品新ニーズモデル創出事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

＜事業概要＞ 

沖縄県では工芸産業の活性化を目的に、現代の社会ニーズに対応した製品づくりを模索している工芸事業者を発掘し、各種勉強会の実施、試

作品製作補助、展示会出展等の支援を行う。 

 

＜支援内容＞ 

① 県外市場における現代のニーズを探る調査への参加 

② 流通販売のプロによる先進事例セミナーへの参加 

③ 自分のターゲットを明確に設定する勉強会 

※④ 県内外のデザイナーによるアドバイス支援 

⑤ 技術開発における専門家からのアドバイス支援 

⑥ 販売専門家による原価計算、流通量生産計画などのアドバイス支援 

⑦ 試作品開発のための経費支援（補助率７５％）  

⑧ 告知の手法を学ぶ勉強会への参加 

⑨ HP,パッケージなどの制作支援 

⑩ 県外展示出品までの支援 

⑪ 県内外流通関係者の招聘と講演会 

⑫ 終了後、希望者については全国のインテリア、セレクトショップへの営業支援 

 

＜支援事業者＞年５～７者程度（公募により決定） 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ http://www.utaki.co.jp/newneeds/ｓ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 23 年度 8,698 千円 
 

沖縄県 
機関名 沖縄県 
部署名 商工労働部 ものづくり振興課 
電話連絡先 098-866-2337 

事業名 ファッション･デザイン普及事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

＜事業概要＞ 

沖縄県を代表するファッションアイテムの一つであるかりゆしウェアを県外に対し普及させるためのプロモーション活動に関する支援。また県

内企業におけるデザイン活用を促進し、県産品の差別化、高付加価値化を図るための研修会等を行う。（特に情報入手機会の少ない離島地域

に対し重点的に実施） 

 

＜支援内容＞ 

○かりゆしウェアの県外でのプロモーション支援 

○離島におけるデザイン研修会開催（例：小物縫製品のデザインと型紙設計など） 

 

＜支援事業者＞ 

沖縄県衣類縫製業組合、久米島紬事業協同組合、宮古織物事業協同組合、石垣市織物事業協同組合、 

竹富町織物事業協同組合、与那国町伝統織物組合 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

 なし 

 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成 30 年度も継続して実施予定 平成 23 年度 2,222 千円 
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沖縄県 
機関名 沖縄県工芸振興センター 
部署名 商工労働部 
電話連絡先 098-889-1186 

事業名 工芸感性価値創造人材育成事業 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

＜事業概要＞ 

工芸事業者における工芸製品の高度化、多様化を促進することにより、本県の工芸産業の振興を図ることを目的とする。 具体的には、伝統

的な工芸資源（図案・技法・素材など）を活用し、現代ニーズに即した、新しい感性価値による工芸製品を創造する人材を育成する。 

 

＜支援内容＞ 

平成 29 年度事業は、育成人数＝３名×４グループ＝１２名を目標として設定しており、 内容は１）グループワーク、２）専門家講習会 ３）外部

との協業の３つであり、「コンセプト企画力」、「デザイン開発力」、「ブランド形成力」の習得を行っている。 

 

 事業は公募、審査会を経て受託事業者を決定し、工芸振興センターの職員と連携しながら、推進している。 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

 なし 

 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

平成30年度は中身をブラッシュアップした継続事業を実施予定 平成 27 年度 12,760 千円(国庫)・
15,950 千円（総額） 

 

沖縄総合事務局 
機関名 内閣府沖縄総合事務局 
部署名 経済産業部商務通商課 
電話連絡先 098-866-1731 

事業名 沖縄大交易会 2017 併催事業「パッケージデザイン展 2017」 
事業概要（事業内容・期日・場所・テーマ・実施団体・講師・参加人数など） 

■事業趣旨 

毎年１１月に開催される国内最大規模の“食”をテーマとした国際食品商談会「沖縄大交易会 2017」の併催事業として、沖縄大交易会のテーマ

に合わせ、アジア販路及びインバウンド需要の獲得に取り組む県内外企業の食品９品に対し、市場ニーズに合わせてリデザインした商品パッケ

ージを展示・紹介するもの。バイヤーを中心とした来場者にアンケートを実施し、本格的な商品化を目指して、デザインに反映させるための検討

資料とする。また、リデザイン実施企業及びデザイナーの情報を掲示し、デザイナーと企業、企業とバイヤー、デザイナーとバイヤーとのマッチ

ングに繋げ、アジア地域への販路開拓を目指す。 

■実施内容 

・リデザイン商品の展示（９商品）：商品概要（商品名、コンセプト、販売場所、ターゲット等） 

               既存パッケージ及びリデザインパッケージの比較展示 

               リデザイン過程のスライドショー 

・デザイナー情報の提供及びマッチングサポート 

・支援施策情報の提供 

・アンケートの実施（日本語、英語、中国語） 

■日時   平成 29 年 11 月 27 日（月）～28 日（火） 10:00～17:00 

■場所   沖縄コンベンションセンター会議場 A3  

■参加者数 出品企業 9社、デザイナー７名、デザインを学ぶ県内専門学校学生 26 名 

■来場者数 350 人以上（アンケート回収数：322）  

■実際に、商品に対するバイヤーから、デザイナーに対する企業からの紹介依頼があるなど、デザインをとおしたビジネスマッチングの必要性

が感じられた。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額・全体予算額 

- 平成２９年度 - 
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